
 

 

第17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３年９月29日（水） 

   午後４時30分から午後５時まで 

会場 静岡庁舎 新館８階 市長公室 ほか 

 

次  第 

 

１. 開 会 

 

 

２.【報告事項】  

   市内の感染状況等について             ・・・【資料１】 

   ワクチンの接種状況について            ・・・【資料２】 

 

 

３．【報告事項】 

   新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策事業について・・・【資料３】 

 

 

４.【今後の対応について】 

    地域消費促進策                   ・・・【資料４】 

 

 

５．【今後の対応への考え方】 

   本部長発言 

 

 

６．閉 会 
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（静岡市YouTubeチャンネルでライブ配信いたします。）
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資料２



【目的】
市民や事業者に人流の抑制、要請内容の遵守を積極的に呼びかけ、全市民の感染防止に対する意識の向上と
感染予防行動につなげることで、感染者数の抑制と医療のひっ迫状況を回復・改善させる。

新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策事業について

①重点地域（職員巡回 不要不急の外出自粛等の声かけ、啓発品のマスク配布、時短営業等の確認）

②その他のエリア（消防車両による巡回 不要不急の外出自粛等の広報・周知活動）

実績 延べ411人が巡回(庁内22局等から動員)
声掛け1,900回 マスク配布999枚 要請に応じていない店舗を４８店確認 （27日時点）

◎職員が自ら声かけを行ったことで、市民から感染拡大防止対策の協力に賛同していただけた。
◎路上での飲酒、不要不急の外出など、リスクの高い行動に対する抑止力となった。
◎全庁から職員を動員し、広域的に事業を実施することで、市の取組みを広く周知することができた。

実績 消防局職員 延べ906人、消防車両延べ238台が巡回（27日時点）

実施概要
期間 ９月13日～ 30日(18日※を除く17日間) 全日20時～21時(１時間)
場所 葵区両替町・呉服町周辺など７エリア
体制 延べ527人(庁内全局(24局)等から動員)が巡回予定（消防局除く）

実施概要
期間 ９月16日～ 30日(18日※を除く14日間) 全日20時～21時(１時間)
場所 消防管轄の23エリア
体制 消防局職員延べ1,043人、消防車両延べ276台が巡回予定

資料３

※18日は台風14号接近の恐れがあったため中止



1.出発式の様子(13日) 2.市⾧による見回り
(13日、両替町)

3.職員による見回り①(青葉公園)

5.消防車両による広報

6.配布したマスク

新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策事業の見回りや声かけの様子

4.職員による見回り②(日本平)



９月 10月 11月 12月 １月 2月 ３月

当初の予定 ２回目の延⾧

今後の地域消費促進策

・予算額：2.2億円
・商店街、大型店等が行う消費促進事業に
対する助成（49団体から申請受付済み）
・実施時期は申請団体ごと異なる
・事業例：1,000円の買物に対し、次回使用

できる300円分クーポンを配布

・予算額：4.23億円
・モバイル決済サービスを活用
・１回あたりの支払額の20％のポイント
付与（上限1,000ポイント）

・予算額：１億円
・中心市街地エリアの商店街、大型店対象
・1,000円の買物につき、くじを１枚配布、
抽選で地場産品などの景品を贈呈

１回目の延⾧

11/19～12/18

○ 「くらし」を守るための経済対策として、引き続き消費者や商業者に感染対策の徹底を呼びかけながら、まずは身近な買い回りを促し、地域消費を喚起
していく。

○ そのために、これまで進めてきた各事業の実施時期の延⾧や時期の見直しなどの調整を行い、 感染状況を見極めつつ即時に実施できるよう準備を進めて
いく。

当初の予定

10/1 ：宣言解除

11/7：第４クール終了

実施時期変更

緊急事態宣言等を受け、各商業者団体が
当初の計画通り事業が実施できなかった
ことを踏まえ、事業の実施期間を12月末
まで延⾧
（事業の実施期間や事業スキームは、各商業者
団体が独自に設定
例：⾧田地区５団体は、11月に実施予定）

冬の街中の賑わい創出
と消費促進を図るため
の事業を実施
（１月中）

ワクチン接種の第４クールの終了（11/7）
後、速やかに事業を実施

１、２の事業による
購買意欲の高まりを
維持し、切れ目なく
対策を継続

資料４


