
第４４回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 議事概要 
 

１ 日 時 令和３年９⽉１０日（⾦） １６時３０分 １７時 

２ 場 所 本庁３階 第三会議室 

３ 出席者 資料席次表参照 

４ 議事概要 

（１）新型コロナウイルス感染状況等について 【保健福祉局】 

    [感染症対策担当局⻑] 
感染状況・療養状況の分析では、新規感染者は8⽉ 25日から減少傾向にある。しかし、

すべての数値が高い水準にあり、引き続き最大限の警戒をお願いしたい。 

発表日別の感染者の推移では、8 ⽉下旬から減少傾向だが、昨日時点での人口 10 万

人当たりの新規感染者数は 50.9 人で、ステージⅣの指標である 25 人の倍である。 

感染者の療養状況は、ピーク時 900 人を超えていた療養者数は、500 人余りまで減少。

⾃宅療養者数は最大約 700 人から昨日時点で 340 人まで半減。 

ワクチンの割合では、岡山市の人口に占めるワクチン接種者の割合に比べて、感染者に占

めるワクチン接種の割合は依然として低い。ワクチンの効果によるものと考えられるが、ワクチ

ン 2 回接種済者でも感染することは起きているので、引き続きワクチンを接種された方も基

本的な感染対策をお願いする。 

感染者の年代別傾向では、6 ⽉ 30 日以前と比較して、20 歳以下の感染割合が増加。

特に 20 歳代の方、未就学児や小中学生が増加している。中学生以下の感染割合は、6

⽉以前と比べると割合が高い状況が続いており、引き続き対策が必要と考えている。 

中学生以下の感染源は、7 ⽉以降の第 5 波においては 7 割以上が同居家族からの感染

という状況が続いている。 

ワクチンでは、8 ⽉ 30 日から全世代の予約・接種を進めているが、9 ⽉ 7 日時点で全対

象人口 63 万 9 千人のうち、1 回目の接種済者が 60％、2 回目接種済者が 48％と順

調に進捗している。現在の接種状況は 40 代 50 代が多くを占めている。 

9 ⽉下旬からは 30 代以下の若い方へ接種対象をシフトしていくので、接種をより受けやす

くするため、モデルナ社製ワクチンを活⽤して、集団接種会場を拡充することとした。（資料

参照） 

12 歳以上 20 歳未満の 2 回目接種がまだ 6％と他の年代と比較して低調。接種は強制

ではないが、小中学生の保護者に向けて接種による効果と副反応のリスク等について正し

い知識や集団接種会場などの接種機会の拡大の情報を盛り込んだ案内⽂を来週中を目

処に配布する予定。 

引き続き 1 日でも早く希望する全ての方に接種を受けていただけるよう取り組んでいく。 

また基本的感染対策も引き続き徹底していただくとともに不要不急の外出を控えるようお願



いする。 

症状があれば、会社、学校等は休んで、PCR 検査を視野に⼊れた医療機関受診をお願

いする。特に大人は家庭内への持ち込みを防いでいただきたい。 

    [市⻑] 

今ワクチンの１週間の接種回数は全体で何万回くらいか。 

    [感染症対策担当局⻑] 

        3 万２千回と考えている。 

    [市⻑] 
３万２千回に 3,400 回がプラスされるということか。 

    [感染症対策担当局⻑] 

        そのように考えている。 

    [市⻑] 

        保健所⻑から何かあるか。  

 [保健所⻑] 

     全庁を挙げてのご協⼒で何とか対応できている。減少傾向であるが、引き続きご協⼒をお 

願いする。 

（２）岡⼭駅前における⼈流動向について 【政策局】 

    [政策局⻑] 

        時短要請からまん防、緊急事態宣⾔へとレベルアップした中で、この 4 週間の人流は全体

的に減少傾向。桃太郎大通りを 1 週間単位で細かく⾒ると、9 ⽉に⼊った先週は先々週

より微増。 

（３）まん延防止等重点措置に係る取り組みについて 【危機管理室】 

    [危機管理監] 

        まず、市有施設対応について。 

現在、市有の 330 施設は、9 ⽉ 12 日まで臨時休館の措置を⾏っているが、9 ⽉ 13 日

より、⽂化施設・社会教育施設など 229 施設は開館とする。利⽤時間は最大 20 時ま

でとする。ただし、既に予約済みで時間短縮が困難な場合には、20 時を超えての使⽤を

認める。また、観光施設、スポーツ施設及び児童館・児童センターなどの 101 施設は、引

き続き今⽉末までの休館とする。ただし、既に使⽤許可済みのもので中止・延期が困難な

場合には、感染予防策を徹底したうえで使⽤を認める。 

続いて、市主催⾏事の開催に関する方針についてで、開催制限の緩和を⾏う。 

9 ⽉ 12 日までの間に実施される市主催イベントについては、上限人数を収容定員の

50％または 5000 人のいずれか小さい方としているが、9 ⽉ 13 日から今⽉末までの間に

ついては、収容率を大声での歓声・声援等がない場合は100％まで緩和する。開催時間

は引き続き原則 20 時までとする。 



（４）観光イベントの中止・延期について 【産業観光局】 

    [産業観光局⻑] 

「秋のおかやま桃太郎まつり」「第 30 回全国有名朝市フェア」は中止、「岡山城下山陽道

物語」は延期とする。 

    [市⻑] 

延期の案件は具体的にいつというのは決まっているか。 

 [産業観光局⻑] 

時期は未定。開催できるようになれば広報連絡する。 
（５）学校教育活動・社会教育施設について 【教育委員会】 

    [教育⻑] 

学校教育活動は 9 ⽉ 30 日までの間、これまでの対応を継続する。 

公⺠館・図書館を含む社会教育施設は開館する。開館時間が 20 時を超える施設は

20 時まで。近水園、旧足守藩侍屋敷遺構、犬島⾃然の家は 9 ⽉ 30 日まで休館。 

学校施設開放事業は引き続き 9 ⽉ 30 日まで中止。 

  [市⻑] 

小中学生がワクチンを打ちに⾏った時に学校を休まざるを得ない状況となった場合の扱い

はどのようになるのか。 

    [教育⻑] 

出席停止となり、欠席とはならない。 

 [市⻑] 

保護者の皆さんには安心していただける。 

（６）保育園等の対応について 【岡山っ子育成局】 

    [岡山っ子育成局⻑] 

保育園、認定こども園、市⽴幼稚園について、緊急事態宣⾔中の内容から変更しない。 

原則、開園とし、可能な保護者に家庭保育をお願いする。また、表のとおり、保育料、副

食費を還付する。期間は 9 ⽉ 13 日から 30 日まで。感染対策を徹底する。 

園内で感染者が確認された際には保健所と協議し、必要に応じ、クラス閉鎖等の対応を

とる。 

        放課後児童クラブ等の対応も同様で、緊急事態宣⾔中の内容から変更しない。 

原則開所とし、小学校の扱いに準じ、小学校が出席停止扱いとした児童には利⽤を控え

ていただく。利⽤児童に感染が確認された場合は、保健所と協議し、クラブの⼀部または全

部閉鎖もある。可能な方には利⽤を控えるよう協⼒をお願いする。利⽤料、おやつ代は日

割りで還付する。 

児童館、児童センター、地域子育て支援拠点事業については、休館、休業とするが、対面

しなくても実施できる電話相談は実施する。少年⾃然の家は臨時休所とする。期間は 9 ⽉



13 日から 30 日まで。  

（７）救急搬送困難事案とコロナ移送の推移について 【消防局】 
    [消防局⻑] 

        ８⽉３０日から 9 ⽉ 5 日の救急搬送困難事案は１件。コロナ患者移送についても３６

件から１６件に減少。６日から更なる減少傾向であり、８⽉１８日から増隊していた救

急隊は、本日１７時１５分で増隊を解除する。今後、感染状況に応じて再度の増隊を

検討する 

（８）職員の出勤者数削減の取組みについて 【総務局】 
    [総務局⻑] 

        人流抑制や接触低減の観点からこれまで⾏ってきた職員の出勤者数削減の取組みについ

て、引き続き、時差出勤、勤務日の振り替え、テレワーク、休暇取得などの取組みを徹底

するよう本日改めて各部署へ通知した。市⺠サービスに影響を及ぼさない範囲で各部署

において積極的に取り組むようお願いする。 

 

５ 本部⻑指⽰事項等 

新規感染者数は８⽉２５日から１６日間連続で、前の週の同じ曜日を下回っており、減少傾

向にある。しかし、人口１０万人あたりの新規感染者は５０．９人であり、ステージⅣの目安２

５人の倍。 

感染傾向としては、若年層の感染が増加している。中学生以下の感染者では、約７割が家庭

内での感染であり、家庭にコロナウイルスを持ち込まないよう注意が必要。 

市⺠のみなさんには引き続き、⼿洗い、マスク、３密の回避など、基本的感染防止対策の徹底

をお願いする。また、少しでも症状があれば、ＰＣＲ検査を念頭に、早めに医療機関を受診いただ

きたい。 

ワクチン接種について。 

８⽉３０日から全年代の予約・接種を開始し、順調に進んでいる。 

若年層の方がより接種を受けやすくするため、モデルナ社製ワクチンを活⽤し、集団接種会場を

拡充する。 

また、個別の医療機関の予約枠も順次拡大するので先の時期に予約が⼊っている方などは市ホ

ームページなどをご覧いただき、前倒しの検討をしていただきたい。これにより、１１⽉中旬としている

接種完了を前倒しできると考えている。 

１０代の感染防止の観点から、小中学生の保護者に向けて、ワクチン接種のメリット、デメリット

に関する正確な知識と接種機会拡大の情報を来週中に配布する。 

引き続き、接種を終えた方も含めて感染予防に十分な注意をお願いする。 

各局の対応について。 

緊急事態措置からまん延防止等重点措置への移⾏に伴う対応の変更点について、各局から報



告があった。 

観光施設、スポーツ施設、子どもたちが利⽤する児童館等は引き続き休館する。それ以外で臨

時休館となっていた市有施設は、20 時までの時間制限を設け再開することとした。 

子どもたちの感染が拡大していることから、学校における部活動の休止等の感染防止対策、また

保育園等の減免措置は、9 ⽉ 30 日まで継続する。 

学校開放事業についても 9 ⽉ 30 日まで休止期間を延⻑する。 

消防局からは、コロナ感染者の搬送と救急搬送困難事案は、9 ⽉に⼊ってともに減少していると

の報告があった。 
われわれからのメッセージ。 

政府のコロナ対策本部会議で、年齢別の感染者数について、20 代が最多だが、10 代の感染

者数が増加し、30 代に並んできているとの報告があった。 

ワクチン接種が進む中で、コロナウイルスの感染がより若い世代へシフトしてきている。 

緊急事態措置は解除されたが、この若い世代を守るため、学校における感染防止対策及び保

育園等への対応を 9 ⽉ 30 日まで延⻑することとした。 

子どもたちの感染の大半は、同居家族からの 2 次感染であり、保護者の皆様には、家庭にウイ

ルスを持ち込まない努⼒を、重ねてお願いする。 

今回政府は、緊急事態措置の解除の考え方について、医療逼迫の状況を重視すること、さらに

「医療逼迫の度合いはワクチンの重症化予防による効果が影響する」ことを⽰した。 

すなわち、ワクチン接種により感染者の重症化が予防され、それが医療逼迫を軽減させたことによ

り、緊急事態措置解除の判断に至った、ということ。 

今回の緊急事態措置の解除は、市⺠の皆様が⾏動を⾃粛していただいたことはもちろんである

が、我々が進めてきたワクチン接種もその要因の⼀つであることは間違いない。 

あらためて、すべての世代でワクチン接種を進めることが、日常を取り戻す切り札と考えている。 

9 ⽉下旬から、市内中心部のワクチン集団接種会場に加えて、岡山市⺠病院と淳風会大供ク

リニックを、新たに集団接種会場として開設する。 

若い世代の方々には、⾃分⾃⾝を守るためにも、また日常を取り戻すためにも、積極的にワクチ

ン接種を予約していただきたい。 

われわれは、若い世代をはじめ全ての方に、⼀日も早くワクチンが⾏き渡るように、これからも努⼒

を続けてまいりたい。 
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 １ 開 会 

     

 

２ 議 題 

 

（１）現時点における対応状況等について各局区室から報告 

 

① 保健福祉局 

② 政策局 

③ 危機管理室 

④ 産業観光局 

⑤ 教育委員会 

⑥ 岡山っ子育成局 

⑦ 消防局 

⑧ 総務局 

 

 （２）その他 

 

 

 ３ 閉 会 

 



〇危機管理監

〇

 

（報    道）

保健管理課   危機管理室

新型コロナウイルス対策本部会議配席図
（Ｒ3.9.10 第44回 ）

〇

    〇         ○    



区
分

モニタリング項目
過去１週間

前回の数値
(8月29日時点)

現在の数値
(9月5日時点)

前回との
比較 総括コメント

感
染
状
況

①新規陽性者数
総数
（人口10万人当たり）

689人
(98.4人)

514人
(73.4人)  市中感染が発生しており

最大限の警戒が必要６０歳以上
（総数に占める割合）

42人
(6.1％)

35人
(6.8％)  

②区別
新規陽性者数

北区 282人 207人  
新規陽性者は、人口10万人

当たり７3.4人とやや減少も、ス
テージIVの感染状況は変わら
ず。接触歴不明者は約半数を
占め、市中感染が発生している。

緊急事態宣言が発令され、
新規感染者数は全体的に低下
傾向であるが、患者・療養者数
減少には時間がかかることが
予想される。

各自が強い危機感を持ち、ワ
クチン接種後も感染防止対策を
継続する必要がある。

中区 198人 148人  
東区 131人 97人  
南区 70人 57人  

③新規陽性者における
接触歴不明者

数 321人 230人  
割合（③/①） 47% 45% →

④PCR検査数と陽性率(速報値) 6,137件
(11.2%)

5,236件
(9.8%)  

療
養
状
況

⑤入院患者数 138人 126人  
⑥宿泊療養者数 119人 106人  
⑦自宅療養者数 670人 521人  
⑧療養者数（人口10万人当たり） 132.4人 107.6人  

【岡山市】 感染状況・療養状況の分析（9月5日時点）

警戒レベル

令和3年9月10日
第41回新型コロナウイルス
感染症対策本部会議資料

保 健 福 祉 局
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未接種
86.5%

1回目のみ
接種
6.5%
212人

２回接種

7.1%
230人

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

感染者(3,262人)※に対するワクチン接種者

未接種
46.1%

1回目のみ
接種

10.7%
75,256人

２回接種

43.2%
305,009人

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

人口70万人に対するワクチン接種者

※聞き取りで、ワクチン接種の有無が判明している者(9月9日時点)

※ワクチン接種対象者（63.9万人）に対する接種割合 1回目のみ 11.8％
2回目 47.7%

ワクチン接種
対象外

11歳以下
約67,000人

(9月7日時点)



5歳以下
3.6%
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8.4%
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＜年代別＞感染者の傾向

R3.7月以降の感染者
合計3,414人

R3.6.30までの感染者
合計4,012人

R3.9.9発表分まで

②のうち、8月30日以降
（2学期開始以降）の
感染者 合計668人

【参考】市内の人口割合
5歳以下： 4.9％ 20代 ：10.9％ 50代 ：12.7％ 80代以上： 8.6%

6-15歳 ： 9.1%         30代 ：11.6％ 60代 ：11.2%
16-19歳 ： 3.9% 40代 ：14.7％ 70代 ：12.2% ※統計月報Ｒ３.６月より

②

①

③



令和３年９月７日時点入力済み数値（保健管理課集計）

①対象者数
（人口）

②１回目
接種回数

対人口進捗率
＝②/①

③２回目
接種回数

対人口進捗率
＝③/①

195,000人 174,450人 89% 170,991人 88%

39,000人 30,115人 77% 25,816人 66%

93,000人 57,258人 62% 35,540人 38%

101,000人 53,750人 53% 29,861人 30%

81,000人 29,819人 37% 20,429人 25%

77,000人 28,037人 36% 19,363人 25%

53,000人 6,836人 13% 3,009人 6%

639,000人 380,265人 60% 305,009人 48%

706,000人 380,265人 54% 305,009人 43%【12歳未満を含む全人口に対する接種率】

1 接種回数の数値はVRSのデータによる
2 対象者数はR3.4.1時点の住基人口、年齢区分はＲ4.4.1時点の年齢による
   なお、対象外の12歳未満は67,000人

新型コロナワクチン接種数（実績）について

区   分

【高 齢 者】
６５歳以上

１２歳以上２０歳未満

６０歳以上６５歳未満

５０歳以上６０歳未満

４０歳以上５０歳未満

３０歳以上４０歳未満

２０歳以上３０歳未満

合   計 

令 和 ３ 年 ９ 月 １ ０ 日

第４４回新型コロナウイルス

感 染症対 策本 部会議資 料

保 健 福 祉 局



① 現在、市内中心部に設置している集団接種会場について、１０月４日接種分からファイザー社製ワクチンを
    社製     切 替 、接種回数を現在の２倍にあたる３００回／日に拡大する。
   日曜日 接種時間  現在 １５時 ２０時 １０時 ２０時 拡大   
（日曜日以外は、現状どおり）

②、③ ９⽉中 市⺠病院及 淳風会大供     内 市集団接種会場 新  設置      社製  
チンによる接種を開始する。

番号 新規・継続 接種場所 予約開始
（予定） 接種開始 接種回数

（目安）

① 継続・拡充 市内中心部（ｲｺｯﾄﾆｺｯﾄ４階） ９⽉１３日（⽉） １０⽉４日（⽉）

3,400回/週② 新規 岡山市⽴市⺠病院 ９⽉１３日（⽉） ９⽉２５日（⼟）

③ 新規 淳風会大供クリニック 受付中 ９⽉１７日（⾦）

接種場所等

１ モデルナ社製ワクチンを活用した市集団接種会場の拡充 令 和 ３ 年 ９ ⽉ １ ０ 日
第 ４ ４ 回 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
感 染 症 対 策 本 部 会 議 資 料
保 健 福 祉 局

２ 個別医療機関での予約枠の拡充及び予約の前倒し

市       供給量 ⾒直  個別医療機関 予約枠も順次拡大されます。まだ予約がとれていない方、
１２⽉以降 予約     方    岡山県共通予約     市       接種医療機関    覧
いただき、積極的に予約及び予約の前倒しをご検討ください。

- 2 -
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10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5

H31（Ｒ1） 33,726 37,835 33,355 35,462 32,998 28,222 9,143 32,318 36,295 29,931 26,158 29,520 27,760 31,610 36,186 36,049 33,225 28,354 30,492 24,057 25,258 32,785 31,729 28,533 26,133 28,625 25,501 26,538

R2 17,910 18,010 21,271 21,533 17,710 21,742 19,474 15,027 21,037 21,351 20,799 20,399 24,557 20,099 17,366 24,608 23,582 24,826 25,179 25,747 22,581 21,459 25,442 23,406 21,983 23,308 23,184 24,254

R3 15,888 20,538 19,136 18,188 16,501 17,407 14,295 15,820 14,005 17,216 15,279 19,106 19,586 14,885 14,910 15,350 16,254 14,422 19,167 14,788 11,046 15,501 16,020 17,967 14,209 18,015 14,203 12,318

の推計通行人口の推移

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5

H31（Ｒ1） 42,574 42,930 46,035 47,283 41,571 34,303 7,918 42,401 46,155 33,247 30,080 37,671 33,092 38,167 38,803 43,778 40,756 34,227 33,831 32,783 30,741 42,035 36,169 36,922 28,003 30,775 28,444 27,120

R2 23,090 25,392 21,785 26,361 20,736 28,098 25,609 20,608 23,260 24,784 23,735 25,122 26,719 26,308 21,131 25,772 23,671 27,095 27,883 28,890 27,258 27,802 24,300 26,946 25,173 24,758 28,156 29,090

R3 18,511 25,290 22,202 20,496 20,089 20,386 18,613 17,497 16,380 20,588 16,445 19,955 22,422 17,197 16,225 16,010 18,149 16,506 19,416 15,766 13,364 15,501 14,930 16,366 13,638 17,163 15,273 14,508

の推計通行人口の推移

岡山駅前の市役所筋と桃太郎大通り（左記対象範囲）を0 24時に通行した人数をそれぞれカウントした。

岡山駅前における人流動向（GPS位置情報ベース）

対象範囲

（人）

７日間平均 15,462

７日間平均 15,340

（人）

７日間平均 20,798

７日間平均 23,291

７日間平均 18,641

７日間平均 17,422

※「KDDI Location Analyzer」を利用して分析。auスマートフォンユーザーのうち個別同意を得たユーザーを対象に、個人
を特定できない処理を行って集計し、全人口に対するユーザーの割合から拡大推計し人数を算出している。

データ提供：KDDI・技研商事インターナショナル「KDDI Location Analyzer」

対象条件

※ 携帯電話基地局データに基づく推計滞在人口には単なる居住者人口も含まれるが、GPSデータに基づく推計通行
人口（当該資料）には単なる居住者は含まれない。

※R3年は速報値での集計であり、後日、値が変わる場合がある。

７日間平均 15,134

７日間平均 16,491

７日間平均 16,557

令和 ３ 年 ９月 １０日
第44回新型コロナウイルス
感染症対策本部会議資料

政 策 局

７日間平均 26,604

時短要請（8.4 まん延防止等重点措置（8.20 8.26） 緊急事態宣言（8.27



 
 
 

 

市有施設の臨時休館等について 
 
  

岡山市が対象となっている緊急事態措置が９月１３日からまん延防止等重点措置に移行
することとなり、その期間が９月３０日までとなった。 

これを受けて、市有施設の対応を下記のとおりとする。 
 

記 
 
１．引き続き休館する施設 

 １）対象施設の要件 
・ 県外からの集客が見込まれる施設。 

・ 使用する中で、密接、密集を避けられない施設。 

・ 主に子どもたちが利用する施設。 

 ２）具体の施設 
  ・ 観光施設、スポーツ施設、児童館・児童センターなど（１０１施設） 

 
２．臨時休館を終了する施設 

 １）具体の施設 
  ・ 文化施設、社会福祉施設、社会教育施設など（２２９施設） 

 ２）その他 
  ・ 最大２０時までの開館とする。 

 

 

３．実施期間 

  ・ 令和３年９月１３日（月）から令和３年９月３０日(木)までとする。 
※ なお、感染の状況等により、期間を変更することがある。 

 

４．その他 

・ 上記の１．に該当するもののうち、すでに使用許可済のもので、中止・延期が困

難な場合には、業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を徹底したうえで使用

を認める。 

・ 上記の２．に該当するもののうち、時間短縮が困難な場合には、２０時を超えて

の使用を認める。 

令 和 3 年 ９ 月 1 0 日 
第 44 回新型コロナウイルス 
感 染 症 対 策 本 部 会 議 資 料 
危 機 管 理 室 



引 続 臨時休館  市有施設

足守プラザ 北区 観光振興課
備中足守まちなみ館 北区 観光振興課
藤⽥千年治邸 北区 観光振興課
たけべ八幡温泉 北区 観光振興課
建部町産業観光物産案内所 北区 観光振興課
かながわＳＡＫＡＧＵＲＡ 北区 観光振興課
岡山市造山古墳ビジターセンター 北区 観光振興課
岡山市ももたろう観光センター 北区 観光振興課
半⽥山植物園 北区 庭園都市推進課
河原邸 北区 御津支所 総務⺠生課
近水園 北区 ⽂化財課
旧足守藩侍屋敷遺構 北区 ⽂化財課
たけべの森公園 北区 庭園都市推進課
岡山市⽴犬島⾃然 家 東区 生涯学習課
犬島公園 東区 庭園都市推進課
⻁口池野営場 南区 観光振興課
足守テニスコート 北区 スポーツ振興課
野山テニスコート 北区 スポーツ振興課
野山武道館 北区 スポーツ振興課
吉備津弓道場 北区 スポーツ振興課
二日市公園テニスコート 北区 スポーツ振興課
二日市スポーツ広場 北区 スポーツ振興課
福谷スポーツ広場 北区 スポーツ振興課
津島スポーツ広場 北区 スポーツ振興課
吉備の中山スポーツ広場 北区 スポーツ振興課
御津グラウンドゴルフ場 北区 スポーツ振興課
建部町総合スポーツセンター 北区 スポーツ振興課
建部町Ｂ＆Ｇ海洋センター 北区 スポーツ振興課
建部町農村教養⽂化体育施設 北区 スポーツ振興課
御津スポーツパーク 北区 スポーツ振興課
承芳ふれあい広場 北区 スポーツ振興課
⼀宮浄化センタースポーツ広場 北区 ⼀宮浄化センター
旭⻄排水        広場 北区 下水道経営企画課
岡山⻄部総合公園（仮称） 北区 庭園都市推進課
健康みつ２１公園 北区 庭園都市推進課
国際児童年記念公園    森 北区 庭園都市推進課
岡山市日応寺⾃然の森
（日応寺⾃然の森公園） 北区 地域子育て支援課

牟佐スポーツ広場 北区 スポーツ振興課
桑野スポーツ広場 中区 スポーツ振興課
⻯之口    広場 中区 スポーツ振興課
財⽥スポーツ広場 中区 スポーツ振興課
岡山市東山プール 中区 スポーツ振興課
東山テニスコート・バレーボールコート 中区 スポーツ振興課
平井排水センタースポーツ広場 中区 下水道経営企画課
奥市公園 中区 スポーツ振興課
操山公園 中区 庭園都市推進課

体育施設・野球
場・テニスコート・
サッカー場・総合
運動公園　等

観光施設

区分 施設名 所在区 担当課



百間川緑地 中区 庭園都市推進課
おまちアクアガーデン 中区 庭園都市推進課
⻄大寺武道館 東区 スポーツ振興課
瀬⼾町   艇庫 東区 スポーツ振興課
上道公園野球場 東区 スポーツ振興課
瀬⼾町総合運動公園 東区 スポーツ振興課
瀬⼾町江尻      東区 スポーツ振興課
東岡山スポーツ広場 東区 スポーツ振興課
上南剣道練習場 東区 スポーツ振興課
政⽥サッカー場 東区 スポーツ振興課
東部健康増進施設 東区 環境施設課
浅越スポーツパーク 東区 環境施設課
⻄大寺緑花公園 東区 庭園都市推進課
六番川水 公園 東区 庭園都市推進課
吉井川第１緑地 東区 庭園都市推進課
瀬⼾吉井川緑地 東区 庭園都市推進課
向州公園 東区 スポーツ振興課
興除テニスコート 南区 スポーツ振興課
藤⽥錦スポーツ広場 南区 スポーツ振興課
藤⽥都スポーツ広場 南区 スポーツ振興課
藤⽥都六区    広場 南区 スポーツ振興課
灘崎野球場 南区 スポーツ振興課
灘崎体育センター 南区 スポーツ振興課
当新⽥公園サッカー場 南区 スポーツ振興課
岡山市⽴市⺠屋内温水   南区 スポーツ振興課
当新⽥健康増進施設 南区 環境施設課
浦安総合公園 南区 庭園都市推進課
山⽥グリーンパーク 南区 スポーツ振興課
灘崎町総合公園 南区 庭園都市推進課
なださきレークサイドパーク 南区 庭園都市推進課
小串    広場 南区 スポーツ振興課
岡山市大井児童館 北区 地域子育て支援課
岡山市清輝児童センター 北区 地域子育て支援課
岡山市富原児童館 北区 地域子育て支援課
岡山市三門児童センター 北区 地域子育て支援課
岡山市馬屋下児童館 北区 地域子育て支援課
岡山市平津児童館 北区 地域子育て支援課
岡山市北    児童館 北区 地域子育て支援課
岡山市ふれあい児童館 中区 地域子育て支援課
岡山市浜川原児童館 中区 地域子育て支援課
岡山市財⽥児童センター 中区 地域子育て支援課
岡山市旭東児童センター 中区 地域子育て支援課
岡山市宿毛児童館 東区 地域子育て支援課
岡山市久保東児童館 東区 地域子育て支援課
岡山市児童館ゆう遊プラザ 東区 地域子育て支援課
岡山市⻄大寺    児童館 東区 地域子育て支援課
岡山市植松児童館 南区 地域子育て支援課
岡山市片岡児童館 南区 地域子育て支援課
岡山市七区児童館 南区 地域子育て支援課
岡山市興除児童館 南区 地域子育て支援課
岡山市大曲児童館 南区 地域子育て支援課
岡山市錦児童館 南区 地域子育て支援課
岡山市⻄    児童館 南区 地域子育て支援課
岡山市南ふれあい児童館 南区 地域子育て支援課

合宿所・研修所 岡山市⽴少年⾃然 家 北区 地域子育て支援課

児童館・児童セ
ンター



臨時休館 終了 20時   時間短縮   市有施設

岡山シティミュージアム 北区 岡山シティミュージアム
岡山空襲展⽰室 北区 福祉援護課
岡山市環境学習センター「めだかの学校」 北区 生涯学習課
高松城址公園資料館 北区 庭園都市推進課
岡山市⽴歴史資料館足守⽂庫 北区 ⽂化財課
岡山市埋蔵⽂化財センター（展⽰室） 中区 ⽂化財課
岡山市御津郷⼟歴史資料館 北区 ⽂化財課
岡山市瀬⼾町郷⼟館 東区 ⽂化財課
岡山市灘崎歴史⽂化資料館 南区 ⽂化財課
旧旭東幼稚園園舎 北区 ⽂化財課
岡山市渋染⼀揆資料館 中区 人権推進課
岡山コンベンションセンター 北区 プロモーション・MICE推進課
岡山シンフォニーホール 北区 ⽂化振興課
岡山市⺠会館 北区 ⽂化振興課
⻄川     北区 生涯学習課
⻄部       北区 環境施設課
岡山市山上  交流館 北区 環境施設課
御津ふれあいプラザ 北区 区政推進課
建部町⽂化センター 北区 区政推進課
岡山市勤労者福祉センター 北区 産業振興・雇⽤推進課
岡山市⻄消防署 消防防災    北区 ⻄消防署
岡山市⽴市⺠⽂化   中区 区政推進課

岡山市福祉⽂化会館 中区 区政推進課
地域子育て支援課

岡山市人権啓発センター 中区 人権推進課
岡山市中消防署・水防センター 中区 中消防署
東部リユースぷらざ 東区 東部リサイクルプラザ
岡山市灘崎⽂化センター 南区 区政推進課
岡山市⽴中央図書館 北区 中央図書館
岡山市⽴幸町図書館 北区 幸町図書館
岡山市⽴伊島図書館 北区 伊島図書館
岡山市⽴足守図書館 北区 足守図書館
岡山市⽴御津図書館 北区 御津図書館
岡山市⽴建部町図書館 北区 建部町図書館
岡山市⽴視聴覚      北区 視聴覚ライブラリー
⻄大寺緑花公園緑 図書室 東区 ⻄大寺緑花公園緑 図書室
岡山市⽴瀬⼾町図書館 東区 瀬⼾町図書館
岡山市⽴浦安総合公園図書館 南区 浦安総合公園図書館
岡山市⽴灘崎図書館 南区 灘崎図書館
岡山市障害者体育センター 北区 障害福祉課
岡山市瀬⼾町健康福祉 館 東区 保健福祉企画総務課
北        北区 福祉援護課
岡山ふれあいセンター 中区 福祉援護課
⻄大寺        東区 福祉援護課
⻄        南区 福祉援護課
南ふれあいセンター 南区 福祉援護課

社会福祉施設

区分 施設名 所在区 担当課

博物館・美術
館 資料館

⽂化センター・
ホール・展⽰施設

図書館



岡山市ウェルポートなださき 南区 福祉援護課
岡山市御津⽼人福祉    北区 高齢者福祉課
岡山市建部町⽼人福祉    北区 高齢者福祉課
岡山市建部町在宅福祉        北区 高齢者福祉課
岡山市⽴岩井⽼人憩 家 北区 高齢者福祉課
岡山市⽴大井⽼人憩 家 北区 高齢者福祉課
岡山市⽴清輝⽼人憩 家 北区 高齢者福祉課
岡山市⽴富原⽼人憩 家 北区 高齢者福祉課
岡山市⽴松尾園 北区 高齢者福祉課
岡山市⽴財⽥⽼人憩 家 中区 高齢者福祉課
岡山市⽴宿毛⽼人憩 家 東区 高齢者福祉課
岡山市⽴雄神⽼人憩 家 東区 高齢者福祉課
岡山市⽴興除園 南区 高齢者福祉課
岡山市⽴川張⽼人憩 家 南区 高齢者福祉課
岡山市⽴彦崎⽼人憩 家 南区 高齢者福祉課
岡山市⽴都⽼人憩 家 南区 高齢者福祉課
岡山市⽴都六区⽼人憩 家 南区 高齢者福祉課
岡山市⽴錦六区⽼人憩 家 南区 高齢者福祉課
岡山市浮⽥ふれあいプラザ 東区 高齢者福祉課
岡山市古都ふれあいプラザ 東区 高齢者福祉課
岡山市吉井川ふれあいプラザ 東区 高齢者福祉課
岡山市植松⽼人       南区 高齢者福祉課
岡山市⻄高崎       南区 高齢者福祉課
岡山市福祉交流   三友 北区 人権推進課
岡山市福祉交流   大井 北区 人権推進課
岡山市福祉交流   岡輝 北区 人権推進課
岡山市福祉交流   建部 北区 人権推進課
岡山市福祉交流   富原 北区 人権推進課
岡山市福祉交流   旭東 中区 人権推進課
岡山市福祉交流       中区 人権推進課
岡山市福祉交流     中区 人権推進課
岡山市福祉交流   山南 東区 人権推進課
岡山市福祉交流   雄神 東区 人権推進課
福祉 店 元気 輪 北区 障害福祉課

社会教育施設 全公⺠館（公⺠館３７館・分館２１館） 全区 ⽣涯学習課

岡山市御津下畑活性化センター 北区 農林水産課
岡山市御津星原資源利活⽤施設 北区 農林水産課
岡山市御津農産物加工施設 北区 農林水産課
岡山市建部町⻑尾農村活性化    北区 農林水産課
岡山市御津五城活性化センター 北区 農林水産課
岡山市御津木工芸センターログハウス匠 北区 農林水産課
岡山市サウスヴィレッジ 南区 農林水産課
岡山市城下地下広場 北区 交通政策課
岡山市宇垣コミュニティセンター 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市大⽥活性化センター 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市男⼥共同参画社会推進    北区 ⼥性 輝      推進課
岡山市馬屋下コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市御南コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市平津コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市福谷コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市弘⻄コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市深柢コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市出石コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課

農業振興・農村
活性化施設

その他施設



岡山市大野コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市鯉山コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市伊島コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市南方コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市内山下コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市岡南コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市⿅⽥コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市高⽥コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市津島コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市横井コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市庄内コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市牧石コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市陵南コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市三軒屋ふれあい会館 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市足守コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市馬屋上コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市桃丘コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市⻄コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市清輝コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市牧山コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市宇⽢⻄地区コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市五城地区コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市宇⽢東地区コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市御津南地区コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市⾦川地区コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市葛城地区コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市竹枝コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課
岡山市平井コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課
岡山市旭⻯コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課
岡山市高島コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課
岡山市⻯之⼝コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課
岡山市旭操コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課
岡山市東山公園集会所 中区 市⺠協働企画総務課
岡山市旭東コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課
岡山市富山コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課
岡山市財⽥コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課
岡山市操南コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課
岡山市宇野コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課
岡山市浮⽥コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市犬島コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市古都コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市朝日コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市御休コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市豊コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市⻄大寺南コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市平島コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市可知コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市太伯コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課



岡山市開成コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市大宮コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市⻄大寺コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市雄神コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市幸島コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市角山コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市政⽥コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市城東台コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課
岡山市甲浦コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市⼩串コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市東畦コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市浦安コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市箕島コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市曽根コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市芳⽥コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市南輝コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市第一藤⽥コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市福⽥コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市興除コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市芳泉コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市第二藤⽥コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市第三藤⽥コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市福島コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市灘崎コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市迫川コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課
岡山市七区コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課



 
 
 

 
 

岡山市主催行事等の開催に関する方針について 

 

岡山市が対象となっている緊急事態措置が９月１３日からまん延防止等重
点措置に移行することとなり、その期間が９月３０日までとなった。 

これを受け、岡山市主催行事等について、開催の目安を下記のとおりとする。 
 

記 
 
１．催物開催の目安 

 

時 期 イベントの類型及び収容率 人数上限 
開催時間 

短縮 

９月１３日～

９月３０日 

大声での歓声・声援

等がないことを前

提 と し う る も の 

※1 

大声での歓声・声援

等が想定されるも

の ※2 

５，０００人 原則２０時 １００％以内 ５０％以内 

(席がない場合は 

適切な間隔) 

(席がない場合は 

十分な間隔) 

※1：クラッシック音楽コンサート、演劇等、舞踊、伝統芸能、演芸、公演・式典、展示会 等 

※2：ロック・ポップコンサート、スポーツイベント、ライブハウスでのイベント 等 

 

 

２．催物の開催にあたっての留意事項 

 

・ 業種別ガイドライン遵守徹底に努めること。 
 

 

令 和 ３ 年 ９ 月 １ ０ 日 
第 44 回新型コロナウイルス 
感 染 症 対 策 本 部 会 議 資 料 
危 機 管 理 室 

＊収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度(両方の条件を満たす必要) 



 
 

 

令 和 ３ 年 ９ 月 １ ０ 日 

第４４回新型コロナウイルス 

感 染 症 対 策 本 部 会 議 資 料 

産 業 観 光 局 

 

 

 

 

「秋のおかやま桃太郎まつり」「第３０回全国有名朝市フェア」の中止と 

「岡山城下山陽道物語」の延期について 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の事業を中止・延期するこ

とにいたしました。 

 

〇秋のおかやま桃太郎まつり〔中止〕 

【予定していた事業の概要】 

 開催日：令和３年１０月９日（土）・１０日（日） 

  会 場：石山公園、旧内山下小学校、ＲＳＫ山陽放送 

   内 容：飲食ブース出店、ステージイベントなど 

  主 催：おかやま桃太郎まつり運営委員会（岡山市などで組織） 

 

〇第３０回全国有名朝市フェア〔中止〕 

【予定していた事業の概要】 

 開催日：令和３年１０月３日（日） 

  会 場：京橋西詰旭川河川敷及び堤防緑地一帯 

  内 容：県外からの出店販売、トラック産直市など 

  主 催：京橋朝市魅力アップ事業実行委員会（岡山市などで組織） 

 ※通常の京橋朝市１０月市（主催：京橋朝市実行委員会）の開催は未定です。 

 

〇岡山城下山陽道物語〔延期〕 

【予定していた事業の概要】 

  開催日：令和３年１０月９日（土）～１２日（火） 

会 場：表町商店街 

   内 容：岡山城歴代城主や山陽道の歴史・役割のパネル展示など 

  主 催：おかやま桃太郎まつり運営委員会（岡山市などで組織） 

 

 

問い合わせ先：岡山市観光振興課（TEL:086-803-1332） 



 

 

９月１３日以降の学校教育活動・社会教育施設について 

 
 ９月１３日以降の学校教育活動・社会教育施設については、以下のとおりとす

る。 

 なお、今回の対応は現時点のものであり、今後の感染状況により変更すること

がある。 

 

○学校教育活動については、９月３０日までの間、これまでの対応を継続する。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇社会教育施設（公民館・図書館等）については、開館する。 

 ただし、開館時間が２０時を超える施設は、９月３０日までの間、２０時まで

とする。また、１３日が通常の休館日の場合は、１４日から開館。 

 なお、近水園、旧足守藩侍屋敷遺構及び犬島自然の家については、９月３０日

までの間、休館とする。 

○学校施設開放事業については、引き続き、９月３０日までの間、中止とする。 
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【学校教育活動について】 

○校外行事（宿泊を伴う行事を含む）や運動会等の校内行事は、延期または中止とする。 

○授業においては、これまで感染対策を講じたうえで実施していた音楽の合唱等、感染

リスクの高い学習活動は、行わないこととする。 

○部活動については、原則休止とする。 

  ※上位大会につながる公式戦・大会に参加する場合にのみ、該当の部活動については、

主催者の感染防止のためのガイドラインを遵守するとともに、感染防止対策を講じ

たうえでの参加を認める。 

※公式戦・大会における負傷・事故防止等のための必要最低限の活動を除く。 

   ※他校との練習試合等、校外での活動は実施しない。 

【校内で感染が確認された場合の措置について】 

 保健所と協議し、必要に応じて学級、学年閉鎖、場合によっては臨時休校の対応を取

ることとする。 

  なお、その場合はプリント学習だけではなく、タブレット端末を使った取組ができる

ようにする。 

【出席停止等の取扱いについて】 

児童生徒の感染が判明した場合または児童生徒が感染者の濃厚接触者に特定された

場合等、出席停止の措置を取る。 

教職員についても、風邪症状等がある場合には、出勤を控えるよう周知徹底する。 



 

 

 

 

 

９月１３日以降の保育園等の対応について 

 

 

１ 対象施設 保育園、認定こども園、市立幼稚園 

 

２ 各施設の対応（緊急事態宣言中の対応から変更なし） 

緊急事態宣言解除後も引き続き次のとおり対応する。 

(1) 原則、開園する。 

(2) 家庭での保育等が可能な保護者に対し家庭での保育をお願いする。 

この場合の保育料等の取扱いは、次のとおりとする。 

種別 保育料（３歳未満児） 副食費(３歳以上児) 

保育園 日割り還付(１日以上) 各月６日以上欠席の場合、半

額減免 認定こども園 

市立幼稚園   

(3) 感染防止に関する取組の更なる周知徹底 

 

３ 対応を行う理由 

感染拡大防止のため 

 （園児、保護者、職員を含めた市中感染拡大防止） 

 

４ 期間 令和３年９月１３日（月）から９月３０日（木）まで 

        （今後の感染状況により変更する場合あり） 

 

５ 感染症対策について【継続して実施する主な取組】 

(1) これまで行ってきた登園前の検温、手洗いや消毒の徹底、３密を避ける工夫、

風邪症状等の体調不良時には登園や出勤（園の職員）を控えてもらう等の感染

対策については、子どもの安全を確保するため、引き続き徹底して行うものとする。 

(2) 園内で感染者が確認された場合には、保健所と協議し、必要に応じて、クラス閉

鎖・休園等の対応をとっていくものとする。 
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１　各施設の対応（緊急事態宣言中の対応から変更なし）

種別 利用料 おやつ代 期間

放課後児童クラブ 開所

・緊急事態宣言解除後も引き続き、通常どおり
の開所とする。
・小学校の扱いに準じ、小学校が「出席停止」扱
いとした児童は利用を控えていただくとともに、
小学校が学級閉鎖等の対応を取った場合の対
象児童は利用できない取扱いとする。
・利用児童に感染が確認された場合は、保健所
と協議し、クラブの一部または全部を閉所する
場合がある。
・引き続き、可能な方には利用を控えるよう協
力をお願いする。

日割還付
（１日以上）

日割還付
（１日以上）

市立児童館・児童センター 臨時休館

地域子育て支援拠点事業 臨時休業

少年自然の家 臨時休所

２　理由

　宣言解除後も引き続き、最大限の感染拡大防止を図りつつ、社会生活を維持するためのセーフティネットとしての役割を果たしていく必要があるため。

９月１３日以降の放課後児童クラブ等の対応

対応

・感染拡大防止のため休館・休業とするが、直
接対面しなくても実施できる電話相談について
は実施する。

9月13日(月)～9月30日(木)
（今後の感染状況により変更する

場合あり）



（１週間単位）
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第４波
ピーク時 7月19 9月5日

増隊 (5/19 6/4)

■ 病院交渉４回以上（Ａ） ■ 現場滞在時間３０分以上（Ｂ）
■ ＡかつＢ（救急搬送困難事案） 新型コロナ患者移送

（件）

第３波
ピーク時

救急搬送困難事案とコロナ移送の推移

令 和 ３ 年 ９ 月 １ ０ 日
第４４回新型コロナウィルス
感 染 症 対 策 本 部 会 議 資 料
消 防 局

増隊 (8/18 )

増隊解除：９月１０日（金）１７時１５分をもって増隊を解除する


