
宮城県における新型コロナウイルス感染症対策（案）
令和２年４月２１日現在

Ⅱ 雇用の維持と事業の継続

【課 題】
更なる感染拡大を防ぐための防止策の徹底と，急激な感染拡大に備えた医療提供体制等の整備が急務

経過・現状

・1/15 国内初の感染症患者発生

・1/27 「宮城県新型コロナウイルス感染症対策本部」設置

・1/30 国が「新型コロナウイルス感染症対策本部」設置

全国知事会が「新型コロナウイルス緊急対策会議」設置

・2/4 感染症に関する健康相談窓口(コールセンター)開設

・2/27 「県主催イベント・会議等の考え方について」決定

・2/28 県立学校の臨時休業決定(県立中学校・高等学校3/2～)

・2/29 県内初の感染症患者発生

・3/10 国が「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」決定

・3/11 ＰＣＲ検査実施可能機関を２機関から３機関に拡充

・3/13 特措法改正(新型コロナウイルス感染症に適用3/14～)

・3/17 国の「緊急対応策」に対応した補正予算を議決

・4/3 緊急共同記者会見により知事から県民に外出自粛を要請

・4/7 国が特措法に基づき「緊急事態宣言」を７都府県に発令(～5/6)

国が「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」決定

・4/9 重症度判断，入院調整等を行うための「宮城県調整本部」設置

・4/10 感染症対策に係る市町村長会議をWEB開催

・4/16 軽症者等の宿泊療養施設への受入開始

・4/16 国が「緊急事態宣言」の対象区域を全国に拡大(～5/6）

・4/17 特措法に基づく「緊急事態措置」として外出等の自粛を要請(～5/6)

【課 題】
厳しい環境にある中小・小規模事業者等を支援し，次の段階である経済の力強い回復への基盤構築が必要

【主な対策】
■ 雇用の維持
・時差出勤等の柔軟な働き方の活用促進，休みやすい環境の整備等を経済5団体へ要請

・雇用調整助成金の嵩上げ補助

・新卒者，被解雇者，離職者等に対する支援
■ 資金繰り対策
・中小企業への柔軟な対応を金融機関等に依頼

・県制度融資「セーフティネット資金」,「災害復旧対策資金」等による中小企業者の資金繰り支援

・県制度融資借入事業者に対する保証料の引下げ・利子補給

・県制度融資「農林業経営サポート資金」・「漁業経営サポート資金」による無利子運転資金の融通

■ 事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援
・県産の牛肉，水産物，花き等の消費拡大，販売・経営支援

・中小企業等の早期再起に向けた販路開拓，生産性向上等の取組支援
■ 生活に困っている人々への支援
・生活福祉資金貸付制度（緊急小口資金等）特例貸付原資等の経費への助成

・県内中小企業等勤労者向け緊急生活資金融資制度

【課 題】
感染症拡大収束後は，感染症の影響により大きな打撃を受けた事業活動回復の支援や幅広い地域経済

活性化が必要。また，将来の感染症に対して強靱な経済構造の構築が必要

【主な対策】
■ 地域経済の活性化など観光業等に対する支援
・旅行需要を喚起するキャンペーン等の実施

■ サプライチェーン改革
・海外生産拠点の県内移転に係る経費への助成

■ 農林水産物・食品の輸出力の維持・強化及び国内供給力の強化支援
・農産物の継続的・安定的な供給を図るための体制整備

■ リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速
・ICT教育，遠隔教育の促進 ・事業所，企業等へのテレワーク導入経費等支援

更なる感染拡大の防止と県経済の回復に向けた早急な対策が必要

【主な対策】

■ マスク・消毒液等の確保など感染防止対策

・マスク，消毒液等の購入及び配布並びに購入経費への助成

・マスクの転売規制や衛生用品の入手に係る消費者の冷静な対応を求める周知・広報

■ 検査体制の強化と感染の早期発見

・コールセンターの設置・運営 ・コールセンターの多言語対応

・ドライブスルー形式等PCR検査体制の構築

■ 医療提供体制の強化

・感染症病床以外の病床確保

・帰国者・接触者外来医療機関，感染症指定医療機関及び入院協力医療機関の備品整備等へ

の助成

・軽症者等の療養体制確保（ホテル等借上げ）

■ 福祉サービス提供体制の確保

・職員不足施設への応援職員派遣経費への助成

■ 情報発信の充実

・県政だより等による周知・注意喚起

・感染症予防対策WEBサイトの立上げ・運営

■ 学校の臨時休業及び学校再開を円滑に進めるための環境整備

・放課後児童クラブ等の運営支援

・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー派遣による児童生徒の心のケア

・学習支援WEBサイトの立上げ，自宅学習支援の充実

※「緊急事態宣言」に伴う休業要請等を実施する場合，それに応じた中小の事業者への協力金

給付等（検討中）

Ⅰ 感染拡大防止策と医療提供体制の整備

Ⅲ 次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復・Ⅳ 強靱な経済構造の構築

〔全国知事会〕2/5以降，計14回の緊急提言等により国に要望
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宮城県における新型コロナウイルス感染症対策一覧（案）
令和２年４月２１日現在

所管

部局 課室

Ⅰ　感染拡大防止策と医療提供体制の整備

1
１．マスク・消毒液等の確保な
ど感染防止対策

医療機関・社会福祉施設等に対する衛生資材等（マスク，消毒薬等）の確保 保健福祉部 保健福祉総務課　ほか 2513

2 私立幼稚園に配布する保健衛生用品（子ども用マスク・消毒液等）の確保支援 総務部 私学・公益法人課 2264

3 公立幼稚園に配布する保健衛生用品の購入 教育庁 義務教育課 3646

4 小中学校等に対する保健衛生用品（マスク，消毒液等）の購入及び配布 教育庁 義務教育課 3646

5 県立学校における感染症対策（消毒等） 教育庁
高校教育課
特別支援教育課

3620
3714

6
県有体育施設における施設の利用者向けのアルコール消毒液の購入及び配布・
空調機器設置による感染防止対策

教育庁 スポーツ健康課 3662

7
美術館,東北歴史博物館,図書館における感染防止のためのアルコール消毒液及
びマスクの購入

教育庁
生涯学習課
文化財課

3651

8 消費生活センターにおける消費者相談体制の強化のための物品の購入 環境生活部 消費生活・文化課 2524

9 県主催会議等開催時における衛生用品（マスク等）の購入 環境生活部 原子力安全対策課 2607

10 御遺体搬送・火葬従事者及び葬祭事業者等に支給するマスク，手袋等の購入 環境生活部 食と暮らしの安全推進課 2645

11
議会来庁者等に対する保健衛生用品（消毒液・非接触体温計等）の購入及び注
意喚起等

議会事務局 議会事務局総務課 3571

12 感染予防に係る衛生用品の購入 警察本部
装備施設課
留置管理課
運転免許課

022-
221-0431

13 マスクの転売規制について（各市町村への通知，県ホームページへの掲載） 環境生活部 消費生活・文化課 2523

14
マスク等衛生用品について消費者の冷静な対応等の広報（県ホームページへの
掲載）

環境生活部 消費生活・文化課 2523

15
みやぎ男女共同参画相談室での面接相談の原則中止
（R2.4.8～県ホームページへ掲載）

環境生活部 共同参画社会推進課 2568

16
消費生活センターでの面談相談の原則中止
（R2.4.8～県ホームページへ掲載）

環境生活部 消費生活・文化課 2524

17 県発注工事及び設計業務の受注者の意向による一時中止措置等

農政部
水産林政部
土木部
企業局
教育庁

農政総務課
水産林業政策室
事業管理課
水道経営課
施設整備課

2886
2496
3186
3416
3351

18 銃刀法に規定する検査及び講習の延期又は中止 警察本部 生活安全企画課
022-

221-0431

19 風営法に規定する風俗営業管理者講習の延期又は中止 警察本部 生活安全企画課
022-

221-0431

20 警備業法に規定する検定，審査及び講習の延期又は中止 警察本部 生活安全企画課
022-

221-0431

21
更新期間の末日までに更新できない可能性がある者に対する運転免許証有効期
間延長の措置

警察本部 運転免許課
022-

221-0431

22
新型コロナウィルスへの感染等の恐れを理由に運転免許を失効させた者に対す
る運転免許試験の一部免除の措置

警察本部 運転免許課
022-

221-0431

23
県有施設での開催イベント等を中止した場合の使用料返金等（R2.2.20～
R2.6.30）

全庁対応 財政課 2313

24
２．検査体制の強化と感染の早
期発見

コールセンターの設置・運営 保健福祉部
健康推進課
疾病・感染症対策室

2624
2632

25 コールセンターの多言語対応 経済商工観光部 国際企画課 2972

26 感染症の検査，入院及び疫学調査の着実な実施 保健福祉部 疾病・感染症対策室 2632

27 ドライブスルー形式によるＰＣＲ検査の検討 保健福祉部 疾病・感染症対策室 2632

28 宮城県調整本部での搬送調整 保健福祉部 医療政策課 2622

内線番号等項　　目 概　　要

【 別表 】
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宮城県における新型コロナウイルス感染症対策一覧（案）
令和２年４月２１日現在

所管

部局 課室
内線番号等項　　目 概　　要

【 別表 】

29
職場における新型コロナウイルス感染症の予防について（県職員への通知）
（R2.2.28）

総務部 職員厚生課 2248

30 ３．医療提供体制の強化
帰国者・接触者外来医療機関及び感染症指定医療機関、入院協力医療機関の体
制整備（設備・備品補助）

保健福祉部 疾病・感染症対策室 2632

31 軽症者等の療養のための民間宿泊施設の確保 保健福祉部 疾病・感染症対策室 2632

32 有症患者の受入可能な感染症病床以外の病床の確保 保健福祉部 医療政策課 2614

33
４．福祉サービス提供体制の確
保

新型コロナウイルスの感染等により職員が不足する社会福祉施設等の応援職員
への支援

保健福祉部 長寿社会政策課　ほか 2554

34 聴覚障害者が受診等の際に活用できる遠隔手話サービスの導入 保健福祉部 障害福祉課 2541

35 介護施設等における感染予防対策への支援 保健福祉部 長寿社会政策課 2549

36 ５．情報発信の充実
県政だより，新聞，ラジオ等による相談・支援窓口等に関する県民向け広報の
実施

総務部 広報課 2283

37
知事定例記者会見や県ホームページ（新型コロナウイルス感染症予防対策サイ
ト）,フェイスブックでの周知・注意喚起

総務部 広報課 2281

38 学習支援のためのＷＥＢサイト立ち上げ 教育庁 義務教育課 3646

39
新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法について注意喚起
（県ホームページへの掲載）

環境生活部 消費生活・文化課 2523

40
「新型コロナウイルス対応」のための職場に役立つWEBセミナーの実施
（R2.3.13～）

経済商工観光部 雇用対策課 2772

41
県内水産加工事業者等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る外国
人技能実習生の在留資格の情報提供

水産林政部 水産業振興課 2954

42 県内市町村及び事業者等への新型コロナウイルス感染症に関する周知 全庁対応 － －

43 県内社会福祉施設等への感染予防に関する周知 保健福祉部 社会福祉課　ほか 2516

44 国民健康保険等に関する各種通知 保健福祉部 国保医療課 2564

45 指定自動車教習所に対する新型コロナウイルス感染症予防対策の徹底 警察本部 運転免許課
022-

221-0431

46
６．学校の臨時休業及び学校再
開を円滑に進めるための環境整
備

児童生徒の心のケア（スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー派
遣）

教育庁
義務教育課
高校教育課

3646
3620

47 児童生徒の学びの保障（課題，教材等郵送） 教育庁 特別支援教育課 3714

48 児童生徒の心のケア（スクールカウンセラー派遣） 教育庁 特別支援教育課 3714

49 学習支援のためのＷＥＢサイト立ち上げ 教育庁 義務教育課 3646

50 臨時休業による自宅学習支援の充実化 教育庁 教職員課 3631

51 臨時休業による学校給食休止に伴う緊急対策 教育庁 スポーツ健康課 3666

52 就職指導期間の短縮に伴う就職達成セミナーの充実 教育庁 高校教育課 3620

53 修学旅行の中止や延期に伴うキャンセル料等への支援 教育庁 高校教育課 3620

54
本人や家族の感染，学校の臨休校等への対応に伴う県職員の休暇等の措置
（R2.2.28）

総務部 人事課 2228

55 国からの臨時休業の要請に沿った対応をお願いする県内私立学校等への通知 総務部 私学・公益法人課 2264

56 臨時休業による私立学校の学校給食休止に伴う給食費の返還への支援 総務部 私学・公益法人課 2264

57 放課後児童クラブ及び放課後等デイサービスの運営支援 保健福祉部 子育て社会推進室　ほか 2529

58

※　新型インフルエンザ等対策
特別措置法に基づく施設使用制
限への対応

「緊急事態宣言」に伴う休業要請等を実施する場合，それに応じた中小の事業
者への協力金給付等（検討中）

環境生活部
保健福祉部
経済商工観光部

－ －
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宮城県における新型コロナウイルス感染症対策一覧（案）
令和２年４月２１日現在

所管

部局 課室
内線番号等項　　目 概　　要

【 別表 】

Ⅱ　雇用の維持と事業の継続

59 １．雇用の維持
経済5団体に対し，「時差出勤」等の柔軟な働き方の活用促進，休みやすい環
境の整備，雇用維持及び雇用調整助成金等の積極的活用について要請
（R2.2.26）

経済商工観光部 雇用対策課 2771

60
ＮＰＯ法人向けの相談窓口の案内開始（R2.3.12～みやぎＮＰＯ情報ネットへ
掲載）

環境生活部 共同参画社会推進課 2576

61
ＮＰＯ法人の運営等に関する問題点と対応方法についての情報を県ホームペー
ジに掲載（R2.4.13～）

環境生活部 共同参画社会推進課 2576

62
就職活動が困難な状況にある学生や解雇された若者等の再就職に向けた人材育
成

経済商工観光部 産業人材対策課 2764

63 雇用調整助成金の嵩上げ補助 経済商工観光部 雇用対策課
022-

797-4661

64 離職者及び令和3年3月新卒者向けの合同企業説明会の実施 経済商工観光部 雇用対策課 2772

65 ２．資金繰り対策
県制度融資「セーフティネット資金」及び「災害復旧対策資金」等による中小
企業者の資金繰り支援

経済商工観光部 商工金融課 2744

66 制度融資を借り入れた事業者に対する保証料引き下げ 経済商工観光部 商工金融課 2744

67 東京アンテナショップの運営法人に対する経営安定化に向けた資金繰り支援 農政部 食産業振興課 2815

68
県制度融資「農林業経営サポート資金」による無利子の運転資金を融通，農業
経営相談窓口設置

農政部
水産林政部

農業振興課
林業振興課

2835
2912

69
県制度融資「漁業経営サポート資金」による無利子の運転資金を融通，相談窓
口設置

水産林政部 水産業振興課 2935

70 金融機関等に対し，中小企業者への柔軟な対応について依頼（R2.2.25） 経済商工観光部 商工金融課 2744

71
３．事業継続に困っている中
小・小規模事業者等への支援

事業者の売上を回復させ，地域経済を活性化させるための商店街等地域ぐるみ
による取組への支援

経済商工観光部 商工金融課 2746

72
中小企業向け専門家経営相談，官公需における配慮要請，国の生産性革命推進
事業に係る周知

経済商工観光部 中小企業支援室 2745

73
中小企業の経営や資金計画など課題解決のため専門家やアドバイザーが課題解
決のための助言

経済商工観光部 中小企業支援室 2745

74
中小企業の経営資源や雇用，技術を次世代へ引継ぎ，地域のサプライチェーン
を維持するため事業承継の取組の後押し

経済商工観光部 中小企業支援室 2742

75
業況が悪化し，経営の維持向上に支障をきたしている中小企業等が早期の再起
を図るために行う販路開拓や生産性向上などの取組への支援

経済商工観光部 中小企業支援室 2742

76
県制度融資「農林業経営サポート資金」による無利子の運転資金を融通，農業
経営相談窓口設置【再掲】

農政部
水産林政部

農業振興課
林業振興課

2835
2912

77 農業大学校における人材育成のための研修用機械・設備の導入支援 農政部 農業振興課 2836

78 園芸作物・牛肉の販売・経営支援 農政部
園芸振興室
畜産課

2843
2851

79
県制度融資「漁業経営サポート資金」による無利子の運転資金を融通，相談窓
口設置【再掲】

水産林政部 水産業振興課 2935

80 漁業者向け専門家経営相談 水産林政部 水産業振興課 2935

81 県内水産関係団体等の学校給食への食材提供などの取組への支援 水産林政部 水産業振興課 2954

82
４．生活に困っている人々への
支援

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少するなどした県内中小企業等に
勤務する方向けの緊急生活資金融資制度

経済商工観光部 雇用対策課 2771

83 緊急小口資金等特例貸付の実施 保健福祉部 社会福祉課 2519

84 住居確保給付金による支援の拡充 保健福祉部 社会福祉課 2517

85
国民健康保険における新型コロナウイルス感染者に対する傷病手当金による対
応

保健福祉部 国保医療課 2565

86
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民
健康保険料の減免

保健福祉部 国保医療課 2565

87
新型コロナウイルス感染症の影響によって家計が急変した世帯の学生に対する
高校生等奨学給付金の支給

教育庁 高校教育課 3620
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Ⅲ　次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復

88
地域経済の活性化など観光業等
に対する支援

旅行需要を喚起するキャンペーン等の実施 経済商工観光部 観光課 2895

89 教育旅行等における農林漁家民泊への誘客 農政部 農山漁村なりわい課 2866

Ⅳ　強靱な経済構造の構築

90 １．サプライチェーン改革 海外から県内へ生産拠点を移転しようと企図する製造業の企業への支援 経済商工観光部 産業立地推進課 2734

91
２．農林水産物・食品の輸出力
の維持・強化及び国内供給力の
強化支援

農産物の販路拡大や継続的・安定的な供給を図るための体制整備 農政部 みやぎ米推進課 2844

92
３．リモート化等によるデジタ
ル・トランスフォーメーション
の加速

就労系障害福祉サービス事業所でのテレワーク導入支援 保健福祉部 障害福祉課 2541

93 ＩＣＴやロボット技術の導入による感染症予防対策の実施 保健福祉部 障害福祉課 2544

94 テレワークを実施するための導入経費及びオンライン研修等の受講料への支援 経済商工観光部 新産業振興課 2479

95 遠隔教育についての環境整備 教育庁 教育企画室 3612

96 GIGAスクール構想の加速による学びの保障 教育庁
高校教育課
特別支援教育課

3620
3647
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