
〇マスクの着用を求めないことを基本とする。
感染拡大に伴いマスクを促す場面であっても，児童生徒や保護者等の
主体的な判断を尊重する

〇様々な事情により，引き続きマスクを着用したい児童生徒へは配慮

〇着用は，個人の判断に委ねることを基本とする。
判断の際は国が示すマスクの着用が効果的な場面(次ページ)等を参照

○本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないようにする
但し，事業者が利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容

〇マスク以外の換気，三密回避，距離の確保，手指衛生等の
基本的な感染対策の励行は引き続き呼びかけ

3月12日まで
〇屋内・屋外，距離・会話の有無に応じた
マスク着用

3月13日以降の対策について

▽ 2月10日に変更された国の「基本的対処方針」において，マスク着用の考え方が見直されたことから

県の要請内容についても同様の変更を行うもの。（見直しに伴う変更以外の要請は継続）

資料1マスク着用の考え方の見直し

1

マスク着用の考え方の見直し内容

3月13日以降

基
本
的
な
考
え
方

屋外 距離有 距離無

会話有 不要 必要

会話無 不要 不要

屋内 距離有 距離無

会話有 必要 必要

会話無 不要 必要

3月31日まで
〇身体的距離が十分に確保できないときは
マスクの着用を指導
（体育や夏場はマスクを外す）

4月1日以降

学
校

乳
幼
児

〇2歳未満のマスクの着用は奨めない

〇2歳以上にマスクの着用を一律には求めない

〇2歳未満のマスクの着用は奨めない

〇2歳以上にマスクの着用を求めない

〇感染不安を抱き，引き続きマスクを着用したい子や親へは配慮

※卒業式に関しては4月1日以前でも
マスクを着用しないことを基本



①着用が効果的な場面

高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため， マスクの着用が効果的な下記の場面では，
マスクの着用を推奨する。
・医療機関受診時
・高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
・通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス（概ね全員の着席が可能であるもの（新幹線，
通勤ライナー，高速バス，貸切バス等）を除く。）に乗車する時（当面の取扱）

・新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時
・高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者の勤務時
②症状がある場合等の対応
症状がある方，新型コロナウイルス感染症の検査陽性の方，同居家族に陽性者がいる方は，
周囲の方に感染を広げないため，外出を控える。
通院等やむを得ず外出をする時には，人混みは避け，マスクを着用する。

3月13日以降の対策について マスク着用の考え方の見直し

2

国が示すマスクの着用が効果的な場面等について



県民への要請内容 【県内全域】

３月1３日以降

【医療体制機能の維持】

○ 発生届の対象とならない方は，検査キットによる自己検査を行うほか，陽性者サポートセンターを利用すること

○ 医療機関への過度な負担を軽減させるため，救急外来及び救急車の利用は適切に行うこと

【感染拡大防止措置】

○ 効果的な換気，手洗い等の手指衛生など， 県民一人ひとりが基本的な感染対策を徹底すること

○ マスクの着用については，個人の判断に委ねることを基本とし，本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないようにすること

○ 感染に備えて，市販薬や抗原定性検査キット，食品，日用品などを準備しておくこと

○ 普段から体調管理に努めるとともに，体調がすぐれない場合には，外出，出勤，登校・登園等を控えること

○ 自身や家族等の身を守るため，感染リスクの高い行動を控えること

○ できるかぎり早期にオミクロン株対応ワクチンの接種を受けること

○ 保護者は，生後６か月～４歳の乳幼児，5～11歳の小児のワクチン接種について検討すること

○ 飲食店を利用する際は，認証店※などの適切な感染対策を講じている店舗等を利用し， 店の求める感染防止対策に協力すること

○ 旅行等，都道府県をまたぐ移動，大規模なイベントへの参加時などには，基本的な感染対策を徹底するとともに，

移動先の都道府県やイベント主催者が要請する感染対策を遵守すること

○ 感染者との接触があった場合は早期に検査を行うこと。帰省等で高齢者や基礎疾患を有する方と接する場合には事前の検査を行うこと。

高齢者施設等を利用されている方は，一時帰宅時等の節目での検査を行うこと。

3

※ 「選ぶ！選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店



飲食店・事業者への要請内容 【県内全域】

飲食店

○ 施設の換気、ＣＯ２センサーの設置、アクリル板の設置等、業種別ガイドラインの遵守を徹底

○ カラオケ設備を提供する場合は、利用者の密の回避、こまめな換気、マイク等の消毒、
歌唱者との十分な身体的距離（1m以上）の確保等、基本的な感染防止策を徹底すること

○ 従業員の体調管理の徹底、入場者の整理、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置等

4

要請先 ３月1３日以降

事業者

【感染拡大防止措置】
○ 在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、人との接触機会の低減に努めること

○ 休憩時間や社員寮等の集団生活の場も含め、人が集まる場所における適切な換気等、感染防止対策を徹底すること
○ 従業者等に対し、飲食店を利用する際は、認証店※などの適切な感染対策を講じている店舗等を利用し、

店の求める感染防止対策に協力するよう促すこと ※ 「選ぶ！選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店

○ マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とし，利用者・従業員に対し，マスクの着脱を強いないこと。
但し感染対策上等の理由等により，マスクの着用を求めることは許容される。

○ 発熱・せき・のどの痛み等、従業員等の体調の悪化が確認された場合には、同居家族等を含め、
外出・移動を控えるよう促すこと

【業務継続体制の確保】
○ 県民生活・県民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、業務継続計画の点検を行い、事業の継続に努めること



イベント主催者等への要請内容 【県内全域】

5

事前手続等
① 「5,000人超かつ収容率50%超」で開催する場合は、「感染防止安全計画※」を策定し、県に提出
② ①以外の場合は、主催者がチェックリストを公表
※「感染防止安全計画」：大規模イベント主催者が、飛沫抑制、手洗・消毒等に係る7項目について具体的な感染防止策を記載する計画

要請 ３月1３日以降

開催制限等

① 「感染防止安全計画」を策定しないイベント（②以外）：以下の人数制限・収容率のいずれか小さい方

②「5,000人超かつ収容率50%超」で 「感染防止安全計画」を策定・県の確認を受けたイベント

人数上限 収容率

収容定員まで 100％

人数上限 収容率

5,000人又は収容定員50％以内のいずれか大きい方 100％

感染防止等

○ イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や、「人と人との距離の確保」、
イベントの開催中や、前後における選手、出演者や参加者等に係る行動管理など、国の通知等も参考として、
基本的な感染防止策を徹底すること

○ 観客の広域的な移動や、イベント等の前後の活動等で生じる感染拡大リスクを抑制するため、
イベント等の前後の活動における基本的な感染対策を徹底すること



施設等への要請内容① 【県内全域】

共通

○ 業種別ガイドラインの遵守

○ 適切な換気、入場整理等による混雑の回避、感染防止策を実施しない者の入場制限、会話等の飛沫による

感染の防止に効果のある措置など、感染防止策の徹底

○ マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とし，利用者・従業員に対し，マスクの着脱を強いないこと。

但し感染対策上等の理由等により，マスクの着用を求めることは許容される。
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大学等

○ 学生に対し、飲食店を利用する際は、認証店※などの適切な感染対策を講じている店舗等を利用し、

店の求める感染防止対策に協力するよう促すこと ※ 「選ぶ！選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店

○ 部活動、課外活動、学生寮における感染防止策等について学生等に注意喚起を徹底すること、

特に、部活動等における感染リスクの高い活動については実施を慎重に検討すること

○ 感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等により学修機会を確保すること

○ 学校内での行事は、人と人との間隔を十分に確保する等、適切な開催方法を検討すること

ｲﾍﾞﾝﾄ関連施設
商業施設
遊興施設 等

○ カラオケ設備を提供する場合は、利用者の密の回避、こまめな換気、マイク等の消毒、

歌唱者との十分な身体的距離（1m以上）の確保等、基本的な感染防止策を徹底すること

施設等 ３月1３日以降



施設等への要請内容② 【県内全域】

7

高齢者施設
障害者施設
保育施設等

○ 引き続き，各種事業等（12・13ページ参照）を活用するなどして，
施設従事者等の頻回検査等，感染対策の見直し・強化を図ること

高齢者施設
障害者施設

○ 感染防止に留意した上で面会の再開・推進に努めること

施設等 ３月1３日以降

医療機関
高齢者施設
学校 保育所等

○ 令和４年10月13日の「新型コロナウイルス感染症対策分科会」における提言を踏まえた
適切な感染対策を講じること

医療機関
高齢者施設
障害者施設

○ 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者については，
引き続き勤務中のマスクの着用を推奨する

保育施設等
○ 厚生労働省の「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて」を踏まえた

感染予防に努めること



施設等への要請内容③ 【県内全域】

県立学校

○ 国の「衛生管理マニュアル」に基づく感染対策を徹底すること

○ 部活動は専門家の助言等を踏まえた感染予防対策を徹底した上での活動とし、

特に体調不良者が参加しないこと、三密の回避といった対策を確実に行うこと

○ 部活動の大会や練習試合等については、主催者や競技団体等の作成するガイドライン遵守はもちろんのこと、団

体行動による感染リスクの排除を徹底したうえでの参加とすること

○ 学校教育活動の実施に当たっては，マスクの着用を求めないことを基本とする

○ 感染状況に応じ，児童生徒に対してマスクの着用を促す場面においても，児童生徒や保護者の主体的な判断

を尊重する

○ 様々な事情により引き続きマスクを着用したい児童生徒へは配慮する

8

私立学校等

○ 引き続き感染対策を徹底した上で教育活動を継続すること

○ 相談窓口等（11ページ参照）を活用するなどして感染対策の見直し・強化を図ること

○ 部活動及びマスクの取扱いについては県立学校と同様の対応をとること

施設等 4月1日以降



新型コロナワクチン接種の推進について

ワクチン接種の状況（R5.3.6現在）

●１・２回目接種を完了した１２歳以上の方は，オミクロン株対応ワクチンを１回接種できますので，未接種の方は
できる限り早期の接種をお願いします。

●保護者の方には，生後６か月～４歳の乳幼児，5～11歳の小児のワクチン接種についてもご検討をお願いします。

オミクロン株対応ワクチン接種(12歳以上)

３回目 ４回目 ５回目 計

対象者数 2,060,468人

接種者数 46,492人 416,360人 614,513人 1,077,365人

接種率 2.3% 20.2% 29.8％ 52.3%

小児接種(５～11歳)

1回目 ２回目 ３回目

131,443人

38,427人 37,548人 17,087人

29.2％ 28.6％ 13.0％

乳幼児接種(6か月～4歳)

１回目 ２回目 3回目

68,700人

3,478人 3,011人 854人

5.1％ 4.4％ 1.2%

9

【参考】オミクロン株対応ワクチンの接種歴の確認方法

接種券がお手元
にある場合

接種券と一体となっている接種記録をご確認ください。
接種したワクチンにBA.1又はBA.4/5の記載がなければ，接種歴はありません。

接種券がお手元
にない場合※

最後に接種した際に交付された予防接種済証をご確認ください。
接種したワクチンにBA.1又はBA.4/5の記載があれば，接種歴ありとなります。

※ オミクロン株対応ワクチンの接種歴がないにもかかわらず，接種券がお手元にない場合（送付
されていない，送付されたが失くしてしまった等）は，お住まいの市町村にご相談ください。

３回目以降の接種券がお手元にある方，秋以降に３回目以降の接種を受けていない方は，オミクロン株対応
ワクチンの接種を受けていない可能性があります。ご不安な方は，以下を参考に自身の接種歴をご確認ください。
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※ 市町村教育委員会に対しても，上記の取組を依頼する。

教育現場の感染防止対策の徹底について（県立学校）

◆部活動における対策の徹底
専門家の助言等を踏まえた感染予防対策を徹底した上での活動とする。特に，体調不良者が参加しないこと，３密回避といった対策は確

実に行う。
大会や練習試合等については，主催者や競技団体等の作成するガイドライン遵守はもちろんのこと，バスでの長距離移動や，飲食等を含

む団体行動による感染リスクの排除を徹底したうえでの参加とする。

◆基本的な感染防止対策の確実な実施
国の衛生管理マニュアルに基づく感染対策を確実に実施する。

○マスクの取扱いについて（４月１日以降）
・学校教育活動の実施に当たっては，マスクの着用を求めないことを基本とする。

・感染状況に応じ，児童生徒に対してマスクの着用を促す場合においても，児童生徒や保護者等の主体的な判断を尊重する。
・様々な事情により引き続きマスクを着用したい児童生徒へは配慮する。



教育現場の感染防止対策の徹底について（私立学校等）
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○ 私立学校に対する要請事項

・引き続き感染対策を徹底した上で教育活動の継続を依頼
・部活動及びマスクの取扱いについては，県立学校と同様の対応を依頼

○ 私立学校等に対する支援

① 新型コロナウイルス感染症防止対策相談窓口の設置
感染クラスターが発生したり，感染対策の充実に取り組もうとする幼稚園等からの相談

窓口を開設し，専門的見地から指導・助言，研修講師の派遣等を提供する支援事業を継続

②県内の幼稚園（公立・私立問わず）の教職員等に対する検査体制の整備
県内で感染拡大又は感染が高止まりしている場合に各施設において教職員等に対し

検査を実施できるよう抗原検査キットを配付

 対象：県内の幼稚園(公立・私立問わず)，私立の小・中・高等学校
 内容：電話・メールによる相談，研修講師派遣



保育施設等における感染防止対策の徹底について

・保育所等からの相談への助言（301回実施）

・依頼に応じて出張研修会を開催（29回実施）

※令和2年11月～令和５年2月

濃厚接触者となった保育士について，検査を行い陰性が確認された

場合の待機期間を短縮

→毎日検査により，陰性の場合は保育士等が出勤できる

●感染防止対策相談・支援事業
（宮城県看護協会に委託）

感染防止

●事業継続に向けた危機管理体制 事業継続

相談先：県看護協会（080-7722-7662）

保育施設等では，陽性者が発生し，休園も見られるものの，保育が継続されており，引き続き感染対策を行い，
必要に応じてこれらの事業を活用し，保育の継続を図っていただくようにお願いします。

●検査体制の強化 早期探知

【問合せ先】子育て社会推進課 ☎022-211-2529

職員向け検査キットの配布により，感染状況を的確に把握し，必要

な感染拡大防止策を早期に実施（仙台市除く）

・クラスター等が発生した保育施設等へ頻回検査用キットを配布
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【参考】感染者発生施設等における対応状況
令和４年１月～令和５年２月（３月６日時点（休園開始月で集計））

※対象：保育所，認定こども園，地域型保育事業，認可外保育施設の508施設(仙台市除く）

延べ施設数

計
休園状況
（構成比）

年 R4 R5

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

全面休園 16 52 62 29 14 7 16 42 8 6 18 13 6 1 290 37.6%

一部休園 1 12 23 26 19 13 49 97 47 28 75 64 22 5 481 62.4%

計 17 64 85 55 33 20 65 139 55 34 93 77 28 6 771 



高齢者・障害者施設における感染防止対策の徹底について

利用者又は職員に感染者が発生した場合や濃厚接触者である利用者に対応
した事業所に対し，感染機会を減らしつつ，必要なサービスを継続するために必
要な「かかり増し経費」を補助

＜高齢者施設＞
【直接派遣】
県内協力団体及び派遣協力施設から，感染症が発生した施設に対し職員を
派遣
【間接派遣】
感染症が発生した施設に対し，関連法人等から応援職員を派遣した場合，
その派遣元の施設における職員不足を補うため，協力団体から職員を派遣

●感染症発生施設への支援
（応援職員派遣）

事業継続

＜障害者施設＞
県内の障害児者入所施設等で感染症が発生した際のセーフティネット機能として，
当該施設運営法人24法人と有事の応援職員派遣体制を構築

軽症又は無症状の介護が必要な高齢の感染者の受け入れ
介護職員，看護職員が24時間体制で対応
（医師はオンコール対応）
令和3年3月1日運用開始（804人受入）

(３/６時点）

●施設の感染抑止に向けた支援 感染防止

感染症対策の研修会のほか，感染管理認定看護師を施設に派遣し，ゾーニ
ング等感染症対策の助言の取組等

●ケア付き宿泊療養施設 事業継続

●サービス継続等に係る補助 感染防止 事業継続

職員等を対象とした頻回検査等の実施支援（抗原定性検査）
（R4:延べ94,186件）（R3:延べ256,751件） （2/24時点)

●検査体制の強化 早期探知

【問合せ先】
長寿社会政策課 ☎022-211-2552 障害福祉課 ☎022-211-2558高 障

【問合せ先】

長寿社会政策課 ☎022-211-2556 障害福祉課 ☎022-211-2558高 障

【問合せ先】

長寿社会政策課 ☎022-211-2549 障害福祉課 ☎022-211-2558高 障

【問合せ先】

長寿社会政策課 ☎022-211-2556

【問合せ先】

長寿社会政策課 ☎022-211-2554

【問合せ先】

障害福祉課 ☎022-211-2558

高齢者・障害者施設においては，これまでも対策を実施いただいているところではありますが，これらの事業を活用するなど，感染対策を徹底して
いただくようお願いします。
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障

高●サービス継続等に係る補助 感染防止 事業継続

●施設等における面会時の感染防止対策

感染防止対策を講じた上で面会を積極的に実施している施設の事例や実施
方法等について情報発信

【問合せ先】

長寿社会政策課 ☎022-211-2549 障害福祉課 ☎022-211-2558高 障

事業継続



テレワーク・時差出勤等の更なる推進 【県内全域・事業者への要請】

14

✓職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、出勤者数の削減の目標を定め、
在宅勤務（テレワーク）の活用や休暇取得の促進等の取組を推進すること。

✓職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を
強力に推進すること。

緊急事態
措置

まん延防止等
重点措置

✓ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）の活用や休暇取得の促進等により、
出勤者数の削減の取組を推進するとともに、
接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進すること。

国の基本的対処方針

その他地域 ✓ 在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進すること。

事業者に対する要請内容

○ 在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、人との接触機会の低減に努めること

▽現在の感染状況や医療提供体制等を踏まえ、要請内容を「その他地域」レベルに緩和



令和５年３月１３日から
これまで屋外では原則不要、屋内では原則着用としていましたが

新型コロナウイルス感染症対策

マスク着用は個人の判断が基本となります

※事業者の判断でマスク着用を求められる場合や従業員がマスクを着用している場合があります

基礎疾患を有する方高齢者 妊婦

作成：令和５年２月１０日

マスク着用が効果的です

ご自身を感染から守るために

重症化リスクの高い方が感染拡大時に混雑した場所に行く時

ただし、以下のような場合には注意しましょう

本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、
個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします

慢性肝臓病
がん
心血管疾患 など

マスクを着用しましょう

周囲の方に、感染を広げないために

受診時や医療機関・
高齢者施設などを訪問する時

通勤ラッシュ時など混雑した
電車・バスに乗車する時

2010664hi
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