
 

第４０回栗原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１０月２８日（木） 

                        午後４時３０分～ 

                    場 所 栗原市役所ほか（Web会議） 

 

 

次    第 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 案  件 

 （１）市内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について 

 （２）新型コロナウイルス感染症リバウンド防止徹底期間の終了について 

 （３）市主催または共催のイベント・会議等開催方針（案）について 

 （４）市所有施設の利用・貸出しについて 

 （５）新型コロナウイルスワクチン接種状況について 

 （６）その他 

 

 

３ 閉  会 

 



№ 所　　　　　属 氏　　　　名 備　　　考 場　　所

1 市長 佐　藤　　　智 本　部　長 本庁舎4階委員会室

2 副市長 佐　藤　克　彦 副本部長 本庁舎4階委員会室

3 教育長 佐　藤　新　一 副本部長 金成庁舎（教育長室）

4 病院事業管理者 平　本　哲　也 副本部長 栗原中央病院（管理者室）

5 総務部長 伊　藤　郁　也 本庁舎4階委員会室

6 企画部長 三　塚　裕　一 本庁舎4階委員会室

7 市民生活部長 髙　橋　征　彦 本庁舎4階委員会室

8 農林振興部長 菅　原　良　昭 本庁舎4階委員会室

9 商工観光部長 高　橋　正　淑 本庁舎4階委員会室

10 建設部長 三　塚　　　満 本庁舎4階委員会室

11 上下水道部長 佐　藤　　　修 金成庁舎（201会議室）

12 教育部長 白　鳥　嘉　浩 金成庁舎（201会議室）

13 会計管理者 佐　藤　光　明 本庁舎4階委員会室

14 議会事務局長 伊　藤　利　男 本庁舎4階委員会室

15 農業委員会事務局長 二階堂　　　賢 金成庁舎（201会議室）

16 医療局長 小　松　弘　幸 栗原中央病院

17 消防長 宮　内　徳　康 消防本部

18 危機管理監 佐　藤　明　広 本庁舎4階委員会室

19 監査委員事務局長 伊　藤　寿　浩 金成庁舎（201会議室）

20 築館総合支所長 國　井　　　浩 築館総合支所

21 若柳総合支所長 熊　谷　武　浩 若柳総合支所

22 栗駒総合支所長 佐々木　　　章 栗駒総合支所

23 高清水総合支所長 佐　藤　徳　昭 高清水総合支所

24 一迫総合支所長 菅　原　由　美 一迫総合支所

25 瀬峰総合支所長 髙　橋　昭　弘 瀬峰総合支所

26 鶯沢総合支所長 後　藤　孝　義 鶯沢総合支所

27 金成総合支所長 髙　橋　一　久 金成総合支所

28 志波姫総合支所長 伊　藤　仁　志 志波姫総合支所

29 花山総合支所長 大立目　正 孝 花山総合支所

第４０回栗原市新型コロナウイルス感染症対策本部員　名簿

（令和３年１０月２８日（木）午後４時３０分～、Web会議）



【令和3年10月の発生状況】
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【月別の感染症患者の発生数】
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資　料　１

栗原市内における新型コロナウイルス感染症の新規患者の状況

（令和3年10月27日現在）
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正しい情報を得るために
厚生労働省ホームページ

「新型コロナウイルス感染症について」を閲覧できます。

新型コロナ
ウイルス
感染症

令和3年11月

感染対策再点検！ 新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症の変異株は、強い感染力を有しています。ワクチン

接種後も感染しないとは限りません。「３密（密閉、密集、密接）」を避け、「人

と人との距離の確保」「マスク着用」「手洗い」等、感染予防のルールを守り、

感染リスクの高い行動は控えましょう。

～自分のため、みんなのため、
　　　　　　　　　　そして大切な人のために～

「３つの密～密閉・密集・密接～」を避けましょう「３つの密～密閉・密集・密接～」を避けましょう

・換気の悪い密閉空間、多くの人が密集している場所では、感染拡大のリスク

が高まります。一つでも「密」を避けて、「ゼロ密」を心がけましょう。

・寒くなると、ついつい「換気」を忘れがち。

　日中は３０分ごとにドアや窓を開け、５分程度の換気を行いましょう。
・人と人の距離は２メートル以上空けましょう。

正しくマスクを着用しましょう正しくマスクを着用しましょう

・食事の前後や仕事の合間、ちょっとした休憩のときにマスクを外していませんか。

ワクチンを接種しても、人と接する場面や会話をするときはマスクを着用しましょう。

・マスクは鼻にすき間なくフィットさせ、しっかりと着用しましょう。　　　　　　

防御効果の高さから、できれば不織布マスクがよいでしょう。

こまめに手洗い・手指の消毒をしましょうこまめに手洗い・手指の消毒をしましょう

・冬場は手洗いが不十分になりがち。手のひらだけ、指先だけの手洗いになって

いませんか。流水と石けんで１回３０秒、しっかりまんべんなく洗いましょう。

・手すりやドアノブ、スイッチなど共用物に触った後、帰宅後、食事の前後など

はこまめに手を洗いましょう。

・テレビのリモコン等、家の中でもみんなが触れる場所や物は、こまめに消毒しましょう。

外出や移動、会食の場面に気をつけましょう外出や移動、会食の場面に気をつけましょう

・感染情報を把握し、感染が拡大している地域への不要不急の移動は極力控えましょう。

　また、発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えましょう。

・会食は人数が増えるほど感染リスクが高まります。普段一緒にいる人以外の人との飲食の際は注意しましょう。

・会食は短時間で深酒をせず、大声を出さず、会話のときはマスクを着用しましょう。

日頃の「健康管理」を大切にしましょう日頃の「健康管理」を大切にしましょう

・バランスの良い食事や十分な睡眠を心がけ、適度な運動で体力を維持しましょう。

・身体がだるい、熱がある、のどに違和感があるなど、いつもと体調が異なるときは、

学校や仕事を休み、外出を控え、すみやかにかかりつけ医に相談してください。

 栗原市・栗原市医師会・栗原薬剤師会・宮城県栗原保健所・栗原地区地域医療対策委員会 栗原市・栗原市医師会・栗原薬剤師会・宮城県栗原保健所・栗原地区地域医療対策委員会

厚労省 コロナ 検索
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参考　厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ＆A、インフルエンザQ＆A　（令和３年10月現在の情報をもとに作成しています）

【問い合わせ先】栗原市市民生活部健康推進課　電話 0228（22）0370
　　　　　　　　お住まいの地区の保健推進室

インフルエンザ

感染性胃腸炎

手洗いの、５つのタイミング

飛沫感染：感染者の飛沫（くしゃみ、咳

つば等）と一緒に飛んだウイルスを、口や

鼻から吸い込むことで感染します。

接触感染：感染者がくしゃみや咳をする際に手で

押さえなかった場合、周りの物にウイルスがつ

きます。他の人がその部分を触れ、ウイルスが

ついた手で口や鼻を触ることで感染します。

栗原市・栗原市医師会・栗原薬剤師会・宮城県栗原保健所・栗原地区地域医療対策委員会栗原市・栗原市医師会・栗原薬剤師会・宮城県栗原保健所・栗原地区地域医療対策委員会

発熱等の症状のある方　医療機関を受診する前に、心がけていただきたいこと

◆発熱等の症状がある方は、かかりつけ医等のお近くの医療機関に必ず電話をしてください。

　症状を伝え、受診方法を相談しましょう。

◆かかりつけ医等がいない方や相談先がわからない方は、下記に電話をし受診先を相談してください。

宮城県「受診・相談センター（コールセンター）」　24時間受付　☎022-398-9211
栗原市「一般健康相談電話」平日午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分　☎0228-22-2326　

「インフルエンザ予防接種」
予防接種の効果は、発症する可能性を減らし、

かかった時に肺炎などの重症化を防止すること

です。予防接種をしてから効果

がでるまで２週間程度かかる

ため、流行がはじまる前に接種

しましょう。

冬の感染症にご注意 インフルエンザ＆感染性胃腸炎
インフルエンザは、感染すると３８度以上の高熱、咳、のどの痛み、頭痛

関節痛、筋肉痛などの全身症状が現れます。重症化すると、肺炎やインフル

エンザ脳症などを合併する恐れもあります。高齢者や妊婦、乳幼児、慢性疾

患のある方は重症化しやすいといわれるため、注意が必要です。

「手洗い」「咳エチケット」「日頃の健康管理」「予防接種」の予防対策に
努めましょう。

感染性胃腸炎は、ウイルスなどの微生物を原因とする胃腸炎の総称です。

ノロウイルスやロタウイルスなどの感染により発生し、腹痛や下痢、おう吐な
どの症状を引き起こします。脱水症状を起こすこともあります。

感染性胃腸炎の予防対策
・手洗いを十分行いましょう。多くは手指や食品を介しての経口感染です。

　・食品は中心部が85～90℃で90秒以上で加熱しましょう。

・調理器具は洗剤で洗った後、塩素系漂白剤に浸して消毒しましょう。

感染経路

公共の場所から

帰った時 咳やくしゃみ、

鼻をかんだ時

ご飯を食べる時

前と後！

病気の人の

ケアをした時

外にあるものに

触った時



 

 

 

令和３年１１月１日以降の 

市主催または共催のイベント・会議等の開催方針（案）について 
 

 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び宮城県の開催方針に基づき、市主催また

は共催のイベント・会議等の開催方針を次のとおりといたします。引き続き、感染防止対策につ

いて、皆様の御理解・御協力をお願いいたします。 

 なお、患者発生状況や国・県の動向を踏まえ、見直しする場合があります。 

 

１ 市主催のイベントについて（式典、講演会、研修会等） 

 イベントの開催は、新型コロナウイルス感染症感染防止対策の徹底を前提といたします。 

全てのイベントについて、適切な感染防止策が整わないイベントは原則、中止又は延期を含め

慎重な対応をいたします。 
 

【催物開催の目安】 以下の「人数上限」か「収容率」のいずれか小さい方 

人数上限 収容率 

5 , 0 0 0 人 又 は 

収容定員５０％の 

いずれか大きい方 

 大声での歓声、声援等が 

 ないことを前提とするもの 

 大声での歓声、声援等が 

 想定されるもの 

１００％以内 

（席がない場合は、適切な間

隔） 

５０％（※１）以内 

（席がない場合は、十分な間

隔） 

 （※１）異なるグループ間では座席を１席空け、同一グループ（５人以内に限る）内では 

座席間隔を設けなくてもよい。すなわち、収容率は５０％を超える場合がある。 

 

【地域の行事、広域的なお祭り等】 

イベントの性質 収容率等について 

地域の行事・展示会等 
（入場や区域内の適切な行動確保が可
能、名簿等で参加者の把握が可能） 

上記【催物開催の目安】に準拠 

全国的・広域的なお祭り等 
（入場や区域内の適切な行動確保が困
難、名簿等で参加者を把握困難） 

十分な人と人との間隔を設ける。 
間隔の維持が困難な場合には、開催について慎重
に判断する。 

 

 

 

 

 

資 料 ３ 



 

２ 市主催の会議（審議会、説明会等）について 

  実施する場合は、感染防止対策を徹底いたします。 
 

 

 

【イベント及び会議等を開催する場合の留意事項】 

 ◇手洗いの徹底、会場の入り口等にアルコール消毒液を設置する 

 ◇マスクの着用 

及び咳エチケットの励行を呼びかける 

 ◇こまめに換気を行う（１時間ごとに５～１０分） 

 ◇開場及び入退場時、休憩時間や待合場所等における三密（密閉・密集・密接）を徹底して 

  回避する 

 ◇イベント等の前後や休憩時間などの交流等を極力控えるよう呼びかける 

 ◇人と人との間隔をできるだけ確保する 

 ◇大声を伴うイベントでは、隣席との身体的距離の確保（同一のグループは座席を空けず、

異なるグループ又は個人間は１席（立席の場合は１ｍ、会話の際には１.9ｍの距離をとり、

会話の時間は短くする）空ける） 

 ◇会場内での会食は、短時間で大声を出さず、会話のときはマスクを着用する 

 ◇参加者に接触確認アプリの活用を促したり、参加者の連絡先等の把握を徹底する 

 ◇参加者に発熱等の症状がある者は、参加を控えるよう事前に伝える 

 ◇2 週間以内に海外（感染流行国）又は国内の感染流行地域へ旅行・出張した方には、参加

を控えていただくよう事前に周知することを検討する 

 ◇高齢者や基礎疾患がある方は人混みをできる限り避けるよう呼びかける 

 

民間団体等が実施するイベント・会議等につきましても、この方針に基づき対応をお願いいた

します。 

なお、地域の行事で、特定の地域からの来場を見込み、参加者がおおよそ把握できるものにつ

いては、感染防止対策を講じた上で開催可能といたします。 

 

栗原市新型コロナウイルス感染症対策本部 



市所有施設の利用・貸出しについて《令和３年１１月１日（月）以降》

№ 所管 施設区分 代表的な施設名
現在の利用方針

（R3.10.1～10.31）
今後の方針

（R3.11.1以降)

企画部 市民活動支援センター
感染防止対策を徹底した上での利用といたします。
なお、施設内での飲食は、水分補給を除き自粛していただきま
す。

老人憩いの家

生活センター等

農村環境改善センター等

コミュニティセンター

山の駅くりこま

直売所くりでん　等

企画部 くりはら交流プラザ（エポカ２１） 感染防止対策を徹底した上で、通常営業いたします。

ハイルザーム栗駒

金成温泉金成延年閣

花山温泉温湯山荘

栗駒コテージ

花山青少年旅行村

企画部 くりでんミュージアム

細倉マインパーク

栗駒山麓ジオパークビジターセンター

サンクチュアリセンターつきだて館

感染防止対策を徹底した上での利用といたします。
なお、施設内での飲食は、水分補給を除き自粛していただきま
す。

感染防止対策を徹底した上で、通常営業いたします。

適切な感染対策を徹底した上で、通常営業いたします。
ただし、カラオケ設備は利用自粛といたします。

感染防止対策を徹底した上で、通常営業いたします。

感染防止対策を徹底した上で、通常どおり開館いたします。

1 集会所等

市民生活部
農林振興部
企画部

4 観光施設等

商工観光部

商工観光部

2
食糧品等、日常生活に関わ
る施設

商工観光部
農林振興部

3 温泉宿泊施設等

資料４

1



№ 所管 施設区分 代表的な施設名
現在の利用方針

（R3.10.1～10.31）
今後の方針

（R3.11.1以降)

公民館
（この花さくや姫プラザ、瀬峰
テアリホール、一迫ふれあい
ホール、みちのく伝創館を含
む）

けやき会館

栗原文化会館

若柳総合文化センター　

伊豆沼交流センター

栗原市立図書館
・公民館図書室

金成歴史民俗資料館　等

一迫埋蔵文化財センター
（山王ろまん館）

山王考古館

千葉周作ゆかりの家

仙台藩花山村寒湯番所跡

若柳総合体育館　等

小田ダム湖畔パークゴルフ場

若柳川南河川公園

栗駒三迫川河川公園

商工観光部 若柳ふるさとの森

感染防止対策を徹底した上での利用といたします。

感染防止対策を徹底した上での利用といたします。

5 教育部 社会教育施設 感染防止対策を徹底した上で、通常どおり開館いたします。

7
公園（パークゴルフが可能
な公園）

社会体育施設6 教育部

建設部
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№ 所管 施設区分 代表的な施設名
現在の利用方針

（R3.10.1～10.31）
今後の方針

（R3.11.1以降)

8 教育部 小・中・義務教育学校
小・中・義務教育学校
　全１８校

部活動について、大会に向けた練習試合等は県内または隣県と必
要最小限の範囲で可といたします。

9 教育部 放課後児童クラブ
築館放課後児童クラブ
　外　１１ケ所

感染防止対策を徹底した上で、通常開所いたします。

10 教育部
幼稚園
（預かり保育を含む）

築館幼稚園　外 感染防止対策を徹底した上で、通常通り実施いたします。

11 市民生活部
保育所
（地域型保育を含む）

築館保育所　外 感染防止対策を徹底した上で、通常開所いたします。

12 市民生活部
保育所（子育て支援セン
ター）

築館子育て支援センター　外 感染防止対策を徹底した上で、通常開所といたします。

13 教育部 学校開放
小・中・義務教育学校
　全１８校

感染防止対策を徹底した上での利用といたします。

14 市民生活部 斎場 くりはら斎苑

くりはら斎苑の利用について（お願い）の周知

・飲食時は感染リスクが高まることから、斎苑内での飲食
　される際は黙食、マスク会食を心がけていただきますよ
　うご協力をお願いします。
・発熱など、体調が優れない方は、ご利用をお控えいただき
  ますようご協力をお願いします。
・感染予防のため、マスクの着用、手指消毒、手洗い、うが
  い等の徹底をお願いします。
・待合室等の換気のため、室内の温度管理が十分でない場合
  がありますのでご理解願います。

15

建設部
市民生活部
企画部
農林振興部
商工観光部

大型遊具のある公園等の屋
外市所有施設

築館薬師山児童遊園、築館成田児童遊園、
くりはら田園鉄道公園芝生広場、栗駒上野
児童遊園、栗駒山麓ジオパークビジターセ
ンター、一迫牛渕公園、瀬峰野沢農村公
園、瀬峰泉谷農村公園、瀬峰上富農村公
園、瀬峰大境山農村公園、細倉マインパー
ク、鶯沢千刈田公園、金成けやき公園、志
波姫御蔵西農村公園、花山ミズバショウ公
園

感染防止対策を徹底した上で、公園等の屋外市所有施設にある大
型遊具の使用を可といたします。

新堤自然公園

金田森公園

16 建設部
野外炊事場のあるキャンプ
可能な公園

適切な感染防止対策を講じた上で、公園の利用及び野外炊事場の
使用を可といたします。
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令和3年10月26日現在

　1回目接種済み 　2回目接種済み

接種率 接種率

高齢者（65歳以上） 27,907人 25,610人 91.8% 25,310人 90.7%

12歳以上64歳以下 33,812人 27,456人 81.2% 21,594人 63.9%

合　計 61,719人 53,066人 86.0% 46,904人 76.0%

※デジタル庁ワクチン接種記録システム（VRS）の令和3年10月27日午前8時30分現在の登録情報を集計したもの。
※「対象者数」は、接種券の発送者数であるが、令和3年度内に12歳に到達する者（未発送者）も含まれる。

　また、転入者等への接種券の発送により、「対象者数」は変動することがあります。

≪参考≫医療従事者等の接種状況

　1回目接種済み 　2回目接種済み

接種率
（参考値）

接種率
（参考値）

医療従事者 1,980人 1,974人 99.7% 1,931人 97.5%

高齢者施設等従事者 1,937人 1,765人 91.1% 1,685人 87.0%

※厚生労働省ワクチン接種円滑化システム（V‐SYS）の実績を集計したもの。
　V‐SYSの人数は、市内で接種している全ての人数となるため、市外住所地の医療従事者等が含まれる。
※医療従事者、高齢者施設等従事者のV-SYSへの実績登録が令和3年7月30日をもって終了しましたので、
　令和3年8月2日段階の数値を参考として掲載しています。
※上記理由により、接種率はあくまで参考数値となる。なお、対象者数の根拠は以下のとおり。
　　・医療従事者…栗原保健所からの提供人数（新採・異動者分が含まれています）
　　・高齢者施設等従事者 …栗原市接種計画の人数（新採・異動者分が含まれています）

栗原市新型コロナウイルスワクチン接種状況について

対象者 対象者数

対象者 対象者数

資料５



　1回目接種済み 　2回目接種済み

接種率 接種率

27,907人 25,610人 91.8% 25,310人 90.7%

60代
（65～69歳）

6,297人 5,880人 93.4% 5,808人 92.2%

70代 10,391人 9,726人 93.6% 9,644人 92.8%

80代 7,867人 7,167人 91.1% 7,086人 90.1%

90代 3,215人 2,744人 85.3% 2,685人 83.5%

100代以上 137人 93人 67.9% 87人 63.5%

33,812人 27,456人 81.2% 21,594人 63.9%

10代
（12～19歳）

4,139人 3,096人 74.8% 2,209人 53.4%

20代 4,534人 3,303人 72.8% 2,244人 49.5%

30代 5,584人 4,160人 74.5% 2,756人 49.4%

40代 7,560人 6,215人 82.2% 4,445人 58.8%

50代 6,971人 6,098人 87.5% 5,517人 79.1%

60代
（60～64歳）

5,024人 4,584人 91.2% 4,423人 88.0%

61,719人 53,066人 86.0% 46,904人 76.0%

※デジタル庁ワクチン接種記録システム（VRS）の令和3年10月27日午前8時30分現在の登録情報を集計したもの。
※「対象者数」は、接種券の発送者数であるが、令和3年度内に12歳に到達する者（未発送者）も含まれる。

　また、転入者等への接種券の発送により、「対象者数」は変動することがあります。

合　計

栗原市新型コロナウイルスワクチン接種状況について≪年代別≫

対象者 対象者数

高齢者（65歳以上）

12歳以上64歳以下




