
第10回 静岡市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

日時  令和２年５月15日（金）18:00～18:30 

会場  静岡庁舎新館８階 市長公室 

次  第 

 １  開会 

 ２  国及び県の情報           ・・・・・・・資料①【総務局】

 ３  感染症患者の発生状況等       ・・・・・・・資料②【保健福祉長寿局】 

 ４  審議事項  

 （１）市主催イベント等の開催に関する基本方針について・・資料③【総務局】

 （２）市が所有する公共施設の再開について・・・・・・・・資料④【総務局】 

 ５  報告事項  

 （１）学校の臨時休業期間の終了について・・・・・・・・・資料⑤【教育委員会】 

 ６  その他

 ７  市長コメント 

 ８  閉会 





















































































新型コロナウイルス感染症患者発生状況等について 

R2.５.15 保健福祉長寿局 

１ 感染症患者発生状況 （５/１4 現在） 

    陽性者数 延べ２０人  

※５/２から 13 日間、市内では新たな感染症患者は発生していない 

２ 入院状況 （５/14 現在） 

    入院中：３人  退院：１６人  死亡：１人 

３ 帰国者・接触者相談センターの相談受付件数 （５/14 現在） 

    ８，572 件   ※最大 1 日受付件数 2７０件 （4/２０） 

４ 帰国者・接触者外来受診者数 （５/14 現在） 

２４９人 

５ PCR 検査実施人数 （５/14 現在） 

    １，１63 人 

６ PCR センターの設置   各区１ヶ所 計３ヶ所設置 

 開設日 
予約状況 

5/14 5/15 

葵区 来週開設予定 ― ― 

駿河区 5/14 2 人 0 人 

清水区 5/14 1 人 0 人 

７ 軽症者・無症状者療養先ホテルの確保 

   ホテル東横イン静岡駅北口 １１０～１２０室程度 

＜参考＞ 

県内市町別発生状況  合計７３人 （５/１4 現在） 

◇東部 ３５人 

富士宮市 富士市 熱海市 南伊豆町 長泉町 賀茂郡内 沼津市 下田市 

１０人 ７人 ５人 4 人 3 人 ２人 1 人 1 人 

清水町 松崎町

１人 1 人

◇中部 ２３人 

静岡市 御前崎市 榛原郡内 

２０人 ２人 1 人 

◇西部 1５人 

浜松市 掛川市 菊川市 袋井市 

7 人 ５人 ２人 1 人 
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令和２年２月 27 日策定 

令和２年３月 12 日改正 

令和２年３月 27 日改正 

令和２年４月 21 日改正 

令和２年５月 15 日改正 

静 岡 市 

新型コロナウイルス感染症に係る市主催イベント等の開催に関する基本方針について 

国が５月 14 日に変更した新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、全

国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延

期するよう、主催者に慎重な対応を求めることとされた。 

また、静岡県が５月 15 日に示した静岡県実施方針においても、同様の方針が示されたと

ころである。 

これを受け、本市としては、本市が主催するイベント等の開催については、４月 21 日付

けの基本方針を改め、特定警戒都道府県とされる８都道府県の緊急事態措置を実施すべき

期限まで、下記のとおり取り扱うこととする。 

記 

１ 市主催のイベント等について 

（１）全国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクへの対応が整わない場合は中 

止又は延期するよう、慎重に対応すること。 

   イベントの開催の可否を判断するにあたっては、令和２年５月 14 日付内閣官房新型

コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「緊急事態措置を実施すべき区域の変更

等に伴う都道府県の対応について」に従い、 

  ① 屋内であれば 100 人以下、かつ収容定員の半分以下の参加人数にすること。 

  ② 屋外であれば 200 人以下、かつ人と人との距離を十分に確保できること。（できる

だけ２メートル） 

を目安としつつ、適切な感染防止策（入場時の制限や誘導、待合場所等における密集の 

回避、手指の消毒、マスクの着用、室内の換気等）が実施されることを前提に、開催す 

ること。 

 また、イベントの前後や休憩時間などの交流の場で感染拡大のリスクを高める可能 

性があることを踏まえ参加者に対し、こうした交流等を控えることを呼びかけること。 

なお、上記の人数に満たないイベントであっても、イベントの形態や場所によってリ 

スクが異なることには十分に留意すること。例えば、密閉された空間において大声での

発声、歌唱や声援、又は近接した距離での会話等が想定されるようなイベント等に関し

ては、上記の人数や収容率の目安に関わらず、開催にあたってより慎重に検討するこ

と。 
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 さらに、参加者の名簿を作成して、連絡先等を把握しておくことや、導入が検討され

ているスマホを活用した接触確認を行うなど、接触率の低減や感染の拡大防止に寄与

すること等を周知すること。 

（２）（１）以外の大規模イベントについても、上記（１）を準用するとともに、比較的少

人数により開催されるイベント等については、こまめな手洗い・消毒と咳エチケット

の徹底、あるいは、共用品を使う際の消毒を徹底すること、さらに、体調不良の方の

参加自粛を呼びかけるなど、「イベント等における感染対策のあり方の例（静岡市版）」

（別添）を参考とし、感染防止の対策を徹底すること。 

２ 市が共催する又は実行委員会に参画するイベント等や、指定管理者が行う事業につい

ては、市の方針に準じて対応するよう関係者に要請していく。 

 なお、上記の方針については、状況に応じて随時見直しを行うこととする。 



別 添 

【イベント等における感染対策のあり方の例（静岡市版）】

１ 人が集まる場の前後を含めた適切な感染予防対策の実施

［主催者が行う内容］ 

●体調不良の方が参加しないように、キャンセル料などについて配慮する。

●発熱者や具合の悪い方が特定された場合には、その者が触れた場所の消毒や、接触した可能性の

ある者等に対して連絡先を確認するなど、適切な感染予防対策を行う。

●主に参加者の手が触れる場所をアルコールや次亜塩素酸ナトリウム溶液などにより定期的に消

毒すること。

●会場に入る際の手洗いの実施ならびに、イベントの途中においても適宜手洗いができる様な場を

確保する。

［主催者が事前に参加者に周知すべき内容］ 

●発熱している場合や、咳などの症状がある方の参加を認めない。

●過去２週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬をした方の参加を認めない。

●感染拡大している国や地域への訪問歴が 14 日以内にある方の参加を認めない。

●飛沫感染を防ぐための徹底した対策を求める（例えば、「人と人との間隔はできるだけ２ｍ（最

低１ｍ）空ける」、「声を出す機会を最小限にする」、「咳エチケットに準じて声を出す機会が多

い場面はマスクを着用する」など）。

２ クラスター（集団）感染発生リスクの高い状況の回避

●換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施する。定期的に外気を取

り入れる換気を実施する。

●人を密集させない環境を整備する。会場に入る定員をいつもより少なく定め、入退場に時間差を

設けるなど動線を工夫する。

●大きな発声をさせない環境づくり（声援などは控える。）

●共有物の適正な管理又は消毒を徹底する。

３ 感染者が発生した場合の適切な対応

●人が集まる場に参加した者の中に感染者が出た場合には、その他の参加者に対して連絡をとり、

症状を確認する。場合によっては保健所などの公的機関に連絡できる体制を確保する。

４ その他

●食事の提供は、大皿などでの取り分けは避け、パッケージされた軽食を個別に提供する等の工夫

をする。 

※上記は例であり、様々な工夫が考えられる。



令和２年３月２日策定 

令和２年３月 12 日改正

令和２年３月 27 日改正

令和２年５月１日改正 

令和２年５月 15 日改正

静 岡 市 

新型コロナウイルス感染症に係る市が所有する公共施設の再開について 

静岡市においては、新型コロナウイルス感染症に係る市が所有する公共施設の休館等につ

いて、５月１日付で、施設管理者において適正な感染予防対策を講じることができない場合

などには、５月 31 日（日）まで、施設の全部又は一部を休館等とするとした方針を示した

ところである。 

この度、５月 14 日に国が示した基本的対処方針において、特定警戒都道府県の５県と静

岡県を含む 34 県が、緊急事態措置の対象地域から解除されることになり、本市は、施設の

使用制限について、感染拡大の防止及び社会経済活動の維持の観点から、地域の実情に応じ

た判断を行う地域となる。 

 現時点において、静岡県内は感染拡大の傾向はなく、その傾向は本市においても同様であ

り、さらに、PCR 検査体制の拡充や軽症者用の療養ホテル等医療提供体制の充実が進んでい

る。 

そこで、今後は、県が各市町に参考として示した「県有施設における感染防止方針」など

を準用して作成する「市有施設における感染防止方針」に基づき、所管する公共施設の特性

に応じた感染防止対策チェックリストを所管部署で作成し、感染防止対策を講じる準備がで

きた施設から順次再開していくこととする。 

なお、上記の方針については、状況に応じて随時見直しを行うこととする。 
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学校の臨時休業期間の終了について 

令和 2年 5月 15 日 

静岡市教育委員会 

１．これまでの対応の整理 

（１）これまでの経緯 

３月 ３日 内閣総理大臣の要請を踏まえた臨時休業の開始 

３月 15 日  臨時休業の終了 

３月 20 日 春季休業期間の開始 

４月 ７日 新学年の開始・入学式 

４月 11 日 臨時休業の開始（４月 26 日まで） 

４月 27 日 臨時休業の延長（５月 10 日まで） 

５月 11 日 臨時休業の延長（５月 31 日まで） 

（２）現況の分析 

 ①感染症の状況 

 ・５月 11 日から 31 日までの臨時休業は、首都圏で一定規模の感染が続いており、

特に首都圏等の特定警戒都道府県の住民の大型連休中の移動が本市に与える影

響を見極めること等を目的として実施している。 

 ・首都圏等の特定警戒都道府県の感染拡大状況については、一定の感染者は出つ

つも拡大傾向に一定の落ち着きがみられつつあり、大型連休の始めである５月

２日以後、県内感染者は１例であり、当初警戒した市中や県内への感染拡大の

大きな影響は確認できない。 

 ・このような状況を踏まえて、５月 14 日には、本県に対する緊急事態宣言は解除

され、県の専門家会議における分析においても、県内は最も軽度な「限定期」と

の認識に変更されている。 

 ②体制の変化 

 ・PCR 検査体制の拡充や軽症者の療養ホテル等医療提供体制の充実が進む等、４月

当初より、市民を感染症から守るための状況が改善されるとともに、市民の意

識の変容も進み、マスクの常時着用や、手洗いの徹底等、日常的に衛生的な生活

を実施していく習慣が広く定着しつつある。 

 ・学校の受け入れ体制については、市民の篤志による消毒剤の充実等や予備費を

活用した衛生用品の充実が進みつつあり、管理職・養護教諭向けのオンライン

研修が５月 22 日までに完了する予定であるとともに、学校における新しい生活

様式の標準【別添１】も整い、４月当初よりも改善が図られている。 

 ③児童生徒の状況 

 ・長期の臨時休業を経て、児童生徒、保護者の間でも学習保障に対する要望も高ま

っている。

・また、日常生活場面でも、大型連休以後から公園等に外出して活動する児童生徒

が目に見えて増加し、また、悩み相談の窓口では行動制限による児童生徒の不

安の高まりも見られ、児童生徒の日常生活を回復するニーズが高まっている。 
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２．対応方針について 

（１）学校再開の判断 

 ・市民の自粛への協力の効果もあり、当初警戒した特定警戒都道府県からの大き

な影響は現時点で確認できず、また、学校の体制も来週中には一定の整備が進

む見込みが立っている。 

・このため、大型連休中の影響が最終的に確定したのち、５月 25 日（月）から学

校を再開し学校における新生活様式の標準を踏まえて、可能な教育活動から実

施する。 

・学校再開後であっても、感染症の不安を理由に登校が困難な児童生徒は出席扱

いとして取り扱うことができることとする。このために、家庭学習課題でのフ

ォローや、事後的な補充的学習を行う。 

（２）５月中の学校運営について 

 ・長期の臨時休業明けに当たるため、18 日（月）から 22 日（金）までを周知期間

として、登校日等を通じて児童生徒や保護者に対して、新しい学校生活の習慣

を周知するなど学校再開に向けた心構えをつくる。 

 ・25 日（月）から 29 日（金）までは、児童生徒が学校生活のリズムに復調するた

めの期間とするため、半日程度の授業にとどめることを原則とし、各学校が実

態を踏まえて実施形態を決定する。なお、給食は６月から開始する。 

（３）再開後の授業以外の学校生活について 

 ・再開後の学校生活においては、学校における新生活様式の標準をもとに、各学校

での実態に合わせた生活様式を実施する。 

 ・部活動は、６月以降に校内において実施して差し支えないものとする。活動内容

や形態については、生徒や保護者の理解が得られた活動に限定して行うものと

する。 

（４）授業に必要な時間を回復するための措置について 

 ・授業時間を確保するため、本年度に限り、運動会等の学校行事の抜本的縮減を図

り、できるだけ夏季休業期間の縮減や、土曜授業の実施を回避することとする。 

 ・夏季休業期間は、児童生徒が自分の興味関心を伸長するための体験を重ねる大

きな機会であり、市全体の標準としては、８月中におおむね３週間程度とるこ

ととし、各学校が期間を定めるものとする。 

・秋季以降を想定した土曜授業の実施については、発達段階に応じて必要最小限

となるよう実施する。 

（５）再度の感染拡大に備えた措置について 

 ・国内第二波については一定の変化が見えつつあるが、今後、第三波以降の感染の

再拡大の可能性は全く排除できないことから、今後も、臨時休業措置を講じざ

るを得ないおそれは継続する。このため、再度の感染拡大に備えて、より利用し

やすい ICT 技術の活用等、家庭学習の支援体制の継続的検討を行う。 



学校における新しい生活様式の標準 

○体温をはかる。発熱・かぜの症状がある場合は、登校しない。 

 ○マスクをつけて登校する。マスクをしていない友だちがいたら教えてあげる。 

○登校するときは、前後を歩く人との間を１～２メートルあけて歩く。友だち同士で 

交通安全を確認する。 

 ○たくさんの人が集まっている場所には、近づかない。 

○学校に着いたら手を洗う。 

○登校前に家で体温をはかってくるのを忘れたときは、教室に行く前に職員室や保健 

室で体温をはかる。 

・児童生徒を時間差登校させたり、校舎への出入口を複数箇所用意したりして校門 

や昇降口での密集を避ける。 

○風が強くなければ、教室の窓を全部あけ、風が流れるようにする。 

教室の窓を全部あけることができないときは、教室の四すみの窓を開け、扇風機を 

使うなどして、風が流れるようにする。 

 ○自分の席と友だちの席との間は、１～２メートルあける。 

 ○友だちや先生と話すときは、大きな声を出さないようにする。 

○体調が悪いときは、すぐに先生に申し出る。 

・児童生徒ができるだけ向かい合わないような形で教育活動を行う。 

・面積の広い特別教室を使ったり、隣の教室を同時に使ったりして、密集を減らす。 

・小学校低学年に対しては、１～２メートルの間隔を実感できるような指導を行う。 

・学年や学級ごとに分散登校させ、午前・午後に授業を振り分けるなど、過度に密 

な状況を作らない。 

・大きな声を出すような活動は先送りする。 

・体調の悪い児童生徒は、保健室等で体温を測り、体温や体調の具合に応じて、保 

健室での静養後、保護者の迎えにより帰宅させる。行動履歴や一緒に行動してい 

た友だちを確認する。 

 ○教室の窓を全部あけて、教室の空気を入れ換える。 

朝、家を出る前 

家を出る・学校に着く 

授業中 

休み時間 

３つの密を避ける。  

換気の悪い     多数が集まる   間近で会話や発声をする 

「密閉空間」    「密集場所」   「密接場面」 

密にならないよう、時間と心にゆとりを！！

※自校の実情に応じて作成し、各学 

級に掲示すること。 

※新たな対応が必要になった場合 

は、内容を更新すること。

破線の枠内は、教職員が配慮する事項



 〇人がたくさんさわる場所をさわらない。さわった後は手を洗うことを習慣にする。 

○手洗い場やトイレで並ぶときは、友だちとの間を１～２メートルあける。 

○運動場で遊んだり、教室や図書館ですごしたりするときは、友だちと密にならな 

いようにする。 

 ○休み時間が終わり、教室に戻る前に、しっかりと手洗いする。 

・特別活動などを通じて、屋外で密集せずに遊ぶ方法（縄跳びや散歩など）や屋内 

での過ごし方（読書、折り紙、パズルなど）を児童生徒と一緒に考える。児童生 

徒自ら学級のルールを決めて実行するなど、児童生徒の主体性や創意工夫を引き 

出し、参画意識を高める。 

・休み時間などに密になっていないかどうかを、教職員が輪番制で見届ける。 

 ○授業が終わったら、手を洗い、給食に関係する仕事以外の場面では、自分の席に座 

って声を出さないで静かに待つ。 

 ○給食当番は、食缶などを受け取りに行く前・配膳する前に手洗いや消毒をする。 

○配ぜんする給食当番は、ビニール手袋をする。 

 ○給食当番が配ぜんしなくてよい物（牛乳やふりかけなど）は、自分で取りに行く。 

○給食を配ぜんしてもらうときは、４～5 人ずつで取りに行く。配ぜんで並ぶときは、 

並んでいる友だちとの間を１～２メートルあける。 

○おかわりは、先生にやってもらう。 

・小学校１年生の配ぜんについては、当面の間、教職員が行う。 

・給食の配ぜんに不安を持つ児童生徒の保護者に弁当持参を依頼する。 

・食事前に、食べる量の調整は行わない。（食べ残しは、食後に食缶に戻す。） 

○ほうきやバケツは、自分自身でそうじ用具置き場に取りにいったり、返しにいった 

りする。 

○友だちが使っているそうじ用具を、友だちから借りない。 

○鼻をかんだり、つばき（だ液）がついたりしたティッシュペーパーなどのごみを捨 

てるためのビニール袋を家から持ってくる。 

○ティッシュペーパーなどのごみが入ったビニール袋を捨てるときは、ビニール袋の 

口をしばって、教室のごみ箱などに捨てる。 

○教室などのごみ袋を回収するときは、ビニール手袋をつけるか先生にやってもらう。 

 ○そうじが終わったら、手を洗う。 

・教室のごみ箱には、ふたをつける。 

○家に帰るときは、前後を歩く人との間を１～２メートルあけて歩く。友だち同士で 

交通安全を確認する。 

○家に着いたら、すぐに手と顔を洗う。シャワーをあびたり、お風呂に入ったりで 

きるならば、体を洗う。 

 ○バランスの取れた食事をとったり、夜しっかりと寝たりして、からだを病気から守 

るしくみ（免疫力）を強くする。 

・放課後、手すり・ドアノブ・スイッチ等の高頻度接触部位の消毒を行う。 

給食の時間 

そうじ・ごみ処理 

学校を出る・家に着く 



５月１５日 危機対策本部会議 市長コメント 

国の非常事態宣言の解除を踏まえて、新しいフェーズに移りましたが、静岡市は市

民に一番近い基礎自治体として、静岡市はオール静岡市役所でコロナウイルスに立

ち向かっていくという決定をしました。 

先ほどの保健福祉長寿局長からの報告にもありましたように、静岡市では、５月 

１日から、新たな感染者が発生しない日が続いており、これはひとえに、市民の皆さ

んの感染予防へのご協力のおかげであると思っています。本当に市民の皆さんのご

協力に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

これからは「感染拡大の防止」と「社会経済活動の維持」という両立のしがたい２

つを両立していくべく最大限の努力をしていくことに尽きるかと思います。 

私は、先日の定例記者会見において、新型コロナウイルス感染症対策を任されてい

る自治体の役割は、市民の皆さんの２つの「Ｌｉｆｅ」を守ることであると申し上げ

ました。 

１つ目のＬｉｆｅは、「生命、いのち」のＬｉｆｅ、もう 1 つのＬｉｆｅは、

「生活、くらし」のＬｉｆｅです。今年の１月から私たちのウイルスとの闘いは始ま

ったわけではありますが、この宣言解除の日までは、どちらかというと感染しない、

そして感染させないという感染拡大防止に重きを置いて、全力で取り組んできたわ

けであります。 

（次ページあり） 



しかしその取組の課程の中で静岡市内の飲食店を始め、中小事業者の皆さんに休

業要請をせざるを得ないなど、地域の営業活動や経済活動をストップさせることに

なってしまいました。これは全国的な傾向ではありますが、識者によればリーマンシ

ョック以上の経済的な打撃になっていくだろうという見立てもある中で、静岡市は

暮らしを守っていかなければなりません。 

今後想定される経済活動の停滞が招く失業者の増加や生活困窮者の発生をなるべ

く最小限にしていく努力を続けていかなければなりません。 

私たちは、その観点から新型コロナウイルスの脅威から皆さんの「いのち」を守る

だけでなく、地域経済の衰退という、より大きな脅威から皆さんの「くらし」を守ら

なければなりません。 

「いのちを守ろう、くらしを取り戻そう」というスローガンで私たちはこれからの

フェーズ臨んでいきたいと思っております。 

本日、公共施設を順次再開するとともに、学校の臨時休業措置を今月の２５日から

段階的に解除することを発表しました。これも「くらし」を取り戻すための一歩です。 

新型コロナウイルスとの戦いはこれからも続きます。油断すればまた緊急事態を

迎えてしまうかもしれません。 

私も静岡市職員も、市民の２つのＬｉｆｅを守るため、このウイルスと立ち向かっ

ていく所存でありますので、市民の皆さんにも、これからも、新しい生活様式の元、

感染予防を怠ることなく、日々の生活を取り戻せるよう、経済活動、社会活動を再開



していただきたいと思います。 

「エール静岡」というキャッチフレーズの元、偏見や差別ではなく、お互い助け合っ

て支えあって、そして応援をし合う。 

「エール静岡」という合言葉でこれからも静岡市民とコロナウイルスとの共存に挑

戦していきたいと思います。 

市民の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 


