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（1）感染症状況（傾向）



本市の新型コロナウイルス感染症患者の第5波の状況等

11歳以下 9%

12～18歳 12%

19～29歳 29%

30～39歳 15%

40～49歳 16%

50～64歳 13%

65～74歳 3%

75歳以上 3%【年齢構成割合】

経路判明 経路不明 陽性者数合計

人数
（構成割合）

2,777人
（43％）

3,688人
（57％）

6,465人
（100％）

〇 令和3年6月28日以降10月26日までに判明した6,465人の状況
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第5波の振り返り

4/5～4/24
まん延防止等
重点措置の
実施区域
（大阪府）

4/25～6/20
緊急事態
措置実施
期間（大阪府）

4/8～9/30不要不急の外出・移動の自粛要請

4/1～10/24営業時間短縮要請

6/21～8/1
まん延防止等
重点措置の
実施区域
（大阪府）

8/2～9/30
緊急事態措置
実施期間
（大阪府）
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夏休みの感染拡大への備え
ピーク備え 察知 初期 急拡大 変化 警戒

6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日
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4/25～
6/20
緊急事態
措置実施
期間
（大阪府）

6/21～
8/1
まん延防止等
重点措置の
実施区域
（大阪府）

8/2～
9/30
緊急事態
措置実施
期間
（大阪府）

（令和3年6月1日～10月26日）

令和2年と令和3年における新規陽性者数の推移背景（6月後半）

・6月20日で緊急事態宣言が解除された。
・6月21日から7月11日までまん延防止等重点措置の期間に入った。
・第4波の感染者数は落ち着いた一方で、医療体制は厳しい状況が続い
ていた。

・デルタ株も確認され、第5波を厳重に警戒しなければならない。
・感染防止認証ゴールドステッカーの認証店舗であることを要件の1つ
として、19時まで酒類の提供が可能になった。

対応

第6波に向けた改善点と対策

・感染が落ち着いている時期だけでなく、感染拡大期も含めて、職員の業務
が過密にならないよう、継続して対応できる体制を維持する必要がある。

・感染が落ち着いている時期も、感染拡大期と同様の業務はあることから、
必要な人員確保に向けて、OJTによる人材育成を行う必要がある。

・人員動員のタイミングは、「前もって」を意識して検討する。

感染症状況（傾向）

・新規陽性者数は、6月末から徐々に増加し始めた。
・8月に入って急激に増加し、９月以降は急激に減少した。
・1日の新規陽性者数は、8月25日に過去最多235人となった。
・感染者数の増加とともに、新規陽性者のうちデルタ株が確認される割合も
大きくなった。
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・ワクチン接種は、重症化の予防につながるため、重症化リスクの高い
高齢者から計画的に実施した。

・高齢者施設、障害者施設等のクラスター対策のため、施設従事者の
ワクチンの先行接種を開始した。

・保育所、幼稚園、小中学校等に従事する方のワクチンの優先予約を
開始することとした。

・基礎疾患がある64歳以下の方のワクチン接種の予約受付を開始した。
・多くの市内飲食店が認証を申請することが想定され、市としても問い
合わせ等に対して適切に対応した。



若者の感染者数の増加
ピーク備え 察知 初期 急拡大 変化 警戒

直近1週間の新規陽性者の年齢構成割合背景（7月前半）

・4月末から6月末にかけては新規陽性者、感染経路不明者ともに減少
傾向を示すが、7月に入ってからは増加傾向が見られた。

・まん延防止期間が延長され、延長期間中に感染拡大を抑えられるかが
極めて重要であった。

・緊急事態宣言期間をはさんで、まん延防止等重点措置期間となり、
長期間に渡っている。期間が長くなると、どうしても感染防止の
意識が薄れてしまう。

・国からのワクチン供給数が大幅に減少しているため、当初予定して
いた40～49歳の方の予約受付開始を2週間延期することとなった。

対応

・7～8月は、お出かけや旅行等の外出機会が増えるシーズンである。
昨年の感染拡大の教訓を踏まえ、感染の拡大を防止するため、夏に
向けてのお願いを市民の皆様へ発信した。

・府有施設の営業時間は21時までとしているが、市独自の判断により、
市関連施設については20時までとする対応を継続した。

・基礎疾患のない50～59歳を対象にワクチン接種の予約受付を開始
した。

6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日
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第6波に向けた改善点と対策

・疫学調査や書類送付が一旦遅れだすと、電話での問い合わせが増え、その
対応に追われてしまい、本来の業務がスムーズに行えなくなる。

・若者は、インターネット等で、自身で情報収集することや健康観察の記録
を連絡することは可能であり、HP等での療養に関する情報発信により、
電話での問い合わせを減らすことを検討する。

感染症状況（傾向）

・他の地域での感染拡大に遅れて、本市でも感染が拡大し始めた。
・第4波と同様に、若者間で感染が拡大していた。
・その後は、第4波と異なり、新規感染者のうち高齢者の割合は増える
ことなく、低値で推移した。
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ワクチンによる高齢者の重症患者数の減少
ピーク備え 察知 初期 急拡大 変化 警戒

新規陽性者におけるワクチン接種の状況（65歳以上）背景（7月後半）

・大阪府に4度目の緊急事態宣言が発出されることとなった。堺市内
でも新規感染者数が増加した。

・一方、第4波と違い、高齢者のワクチン接種が進んだため、重症患者
が非常に少なく、医療体制はまだひっ迫はしていなかった。

・本市ではワクチン接種が進んでいるが、40歳代、50歳代にワクチン
接種が行き渡るまでのこの時期は、大きな山場であった。

・緊急事態宣言を出す回数が増すごとに意識が薄くなると考えられた。

対応

・危機意識が薄れており感染者が拡大していた。それに伴い疫学調査も
増え、業務が増加し、人員の増員等、保健所体制の強化を図った。

・HER-SYSやSharePointを活用したデータ管理により、業務、情報共有
の効率化を図った。

・今後、感染者数が第4波を超えるのか、若者から高齢者への感染の波及
が起こるのかを注視していた。

・ワクチン接種率が高くても重症者が増えるのか、ワクチン接種して
いない若者に重症者が出るのかを緊張感を持って見ていった。

未接種（人） 1回以上接種済み（人）
（B）/（A）

実人数
人口10万人あたり

（A） 実人数
人口10万人あたり

（B）

陽性者数 122 500 205 98 0.20

入院者数 86 352 92 44 0.12

重症者数 11 45 5 2 0.05

死亡者数 7 29 6 3 0.10

人口
8月1日時点

接種率から推計

24,416 210,226

未接種

37%

1回接種済み

5%

2回接種済み

58%

〇令和3年8月1日以降10月26日までに判明した 327事例の状況

第6波に向けた改善点と対策

・高齢者でなくても重症化するリスクはあることから、若者のワクチン接種
が広がるよう積極的な啓発を行う必要がある。

・感染者数の増加に伴い、保健師等が行う健康観察や疫学調査とあわせて、
データ入力や書類作成など、事務作業に関する応援も検討する必要がある。

感染症状況（傾向）

・ワクチン接種の広がりから、高齢者の入院者数、重症者数、死亡者数は、
第4波と比較して大幅に減少した。

・医療機関のご協力により、受入病床が確保できていたことから、入院調整
は、第4波と比較してスムーズに行うことができた。
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自宅療養者の増加・入院者数の抑制
ピーク備え 察知 初期 急拡大 変化 警戒

6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日
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重症・入院・宿泊・自宅療養者数の推移背景（8月前半）

・緊急事態宣言が出てから日数が経過しても、新規陽性者数は増加傾向
であった。

・ただ、緊急事態宣言がなければさらに拡大していた可能性もあった。
・緊急事態宣言が延長されたこの期間に感染拡大を抑えるため、強い
意志をもって市として対応を講じる必要があった。

・本市では重症化リスクが高い年代からワクチン接種を進めており、
若い世代の感染比率の増加が懸念された。

・子どもの感染の多くが親からの感染という傾向があり、親世代の感染
が抑えられれば、子どもへの感染を一定抑えられる可能性があった。

・夏休み終了後の学校再開に向けて、子どもの学びを止めないために、
これまで以上の対策を行い、学校での感染拡大を防ぐことが重要で
あった。

対応

・パルスオキシメーターの配付や医師、看護師による相談体制を整えて
いるが、さらに必要となる状況が生じても早急に対応できる状態で
あった。

・事務作業は増加したが、大阪府と行っていた宿泊療養に関する調整が
システム化され、スムーズに行えるようになった。

・子どもを守る、学校現場を守る、学びの環境を守るため、学校園に
ついての対策を構築した。

・夏休み終了後の学校再開時には、教職員がこの思いを理解しながら
対応にあたり、児童、生徒、保護者の皆様の理解を得られるよう
丁寧な説明を心がけた。

・基礎疾患のない40～49歳を対象にワクチン接種予約受付を開始した。

6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日
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第6波に向けた改善点と対策

・医師による健康相談、看護師の訪問による重症化予防や早期対応、民間
救急救命士による患者搬送、濃厚接触者である家族等の宿泊施設利用支援
など、自宅療養者への支援体制を整えてきた。

・抗体カクテル療法や経口薬の承認等の状況に応じて、医療機関と連携し、
初期治療による重症化予防の自宅療養支援体制を強化する必要がある。

感染症状況（傾向）

・感染者数の急増に伴い、療養者数も急増した。
・重症者数は、入院者数のピークから少し遅れてピークを迎えたが、第4波
と比較して大幅に減少し、大阪府のコントロールのもと、入院、宿泊
調整は、ひっ迫はないが、自宅療養者が1,500人近くまで増加した。

・症状が軽症であっても、療養者数が多く、緊張した状況が継続した。 7



疫学調査対象者の増加

発生届受理から疫学調査開始までの日数背景（8月後半）

・活動的な若年層（中学生・高校生を含む）の感染事例が増加し、接触
者が多く、調査範囲も広くなった。

・高齢者の陽性者は少なく、介護施設等の調査は減少するものの、課外
活動での感染事例が確認され、調査対象が多くなる一因であった。

・陽性者数増加により、受診相談センターへの問合せが増加した。
・PCRセンター等での受検が増え、医療機関以外で陽性が判明する
ケースが増加した。

・デルタ株の影響からか、同居家族が全員陽性のケースも確認され、
感染力は強いと考えられた。

第6波に向けた改善点と対策

・保健所の人員体制については、第4波と同程度の状況であれば対応できる
と考えていたが、今後は、感染拡大の兆候が見えた段階で速やかに人員
体制を強化する必要がある。

・業務のひっ迫状況について、適宜、担当者は報告、周りは把握に努める
よう、お互いに意識する必要がある。

感染症状況（傾向）

・8月に入り、感染者数、聞き取り件数の増加から、発生届受理から疫学
調査開始までの平均日数が増加し始めた。

・発生届の内容から、重症化リスクが高い方から優先して連絡をとるように
していたため、保健所からの連絡が数日かかる方もいた。

・9月からは、保健所体制強化の効果もあって、平均で1日未満となった。

対応

発生届受理日
新規陽性者数
7日間累計
（人）

疫学調査体制
（人）

平均日数
（日）

7月 5日 ～ 7月11日 61 10 0.3

7月12日 ～ 7月18日 92 10 0.3

7月19日 ～ 7月25日 170 14 0.3

7月26日 ～ 8月 1日 333 20 0.8

8月 2日 ～ 8月 8日 418 25 0.9

8月 9日 ～ 8月15日 635 25 0.9

8月16日 ～ 8月22日 879 33 1.5

8月23日 ～ 8月29日 1,311 36 2.1

8月30日 ～ 9月 5日 1,040 45 1.4

9月 6日 ～ 9月12日 701 70 0.8

9月13日 ～ 9月19日 385 30 0.5

9月20日 ～ 9月26日 168 25 0.3
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変化ピーク備え 察知 初期 警戒急拡大

・陽性者に対するファーストタッチによる健康調査を速やかに行い、
疫学調査の効率化を図るために、疫学調査、受診相談や健康フォロー
に携わる保健師、看護師を各区からの応援や人材派遣等により増員
した。

・8月下旬には、医療関連専門職の応援、9月上旬には局外の事務職の
応援、また、対人援助の専門職であるケースワーカーの応援により、
保健所体制を強化した。

・妊婦の方を優先しワクチン接種を開始した。
・39歳以下のワクチン接種の予約受付を開始した。



クラスターの確認

クラスターの発生状況（施設数）背景（9月前半）

・日々の新規陽性者数が200人を超える状況の中で過去最多の新規陽性者
数となる8 月末から、やや減少傾向に入った。

・一方で、入院者、重症者に関しては新規陽性者数のピークを過ぎても
増加することが懸念された。

・気を緩めれば再び感染の拡大局面に入り、医療体制のひっ迫につなが
るので、この間の対策が特に重要と考えた。

・緊急事態宣言期間が9月30日まで延長された。

対応

発表名称 第1～4波 第5波

医療施設関連 12施設 0施設

児童施設関連 5施設 4施設

高齢者施設関連 12施設 4施設

企業事業所関連 2施設 2施設

行政機関関連 1施設 0施設

学校関連 3施設 6施設

集合住宅関連 3施設 0施設

障害者施設関連 3施設 2施設

大学クラブ関連・スポーツ団体関連 0施設 5施設

第6波に向けた改善点と対策

・学校関連のクラスターも確認されており、子どもたちの学び、過ごす場を
守るために、保護者や教職員をはじめ、周りの大人達などがウイルスを
持ち込まないことが大切である。

・クラスターが確認された場合は、迅速に対応し、最小限に抑え込む必要が
あり、普段から関係者とは情報共有、連携を徹底する必要がある。

感染症状況（傾向）

・医療施設関連、高齢者施設関連のクラスターは減少しているが、学校関連
等でのクラスター事例が増加した。

・クラスターを含めて、職場の休憩室、更衣室での談話、路上等での集団
での会話など、マスクを外す機会での感染の可能性が考えられた。

9

ピーク備え 察知 初期 変化 警戒急拡大

・感染対策の意識と行動が重要であることは変わりない。市民や企業
への呼びかけに実効性を持たせるため、具体的に理由や場面を示し、
実際の感染防止の行動につながるように呼びかけた。

・クラスターが発生した高齢者施設等にコーディネータを派遣し、感染
対策の助言を行った。

・陽性者が複数発生した施設の発生動向を注視し、速やかにクラスター
対応ができるよう備えた。

・土曜日に児童、生徒のワクチン優先予約、接種受付を実施した。
・市内の小中学校等に勤務する市外在住の小中学校教員等（認定こども
園、幼稚園、支援学校教員など）も市内の個別接種会場での接種を
開始した。



活動の急増による再拡大への警戒
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新規陽性者数・感染経路不明率・検査数・陽性率の推移背景（9月後半）

・緊急事態宣言が9月30日をもって解除された。
・堺市の感染状況を見ると、最も新規陽性者が多かった8月下旬に比べる
と大幅に減少しているが、ゼロに向かってさらに急激に減り続けてい
るという状況ではなかった。

・ワクチン接種は順調に進んでおり、重症者が大幅に少なくなったこと
を見ると確実に効果は出ている。

・一方で、希望者への2回接種が完了するのは10月末であり、1か月以上
ある。この間、注意を呼びかけながら感染の再拡大を極力抑えるよう
に取り組まなければならない。

・2回接種した方が感染し、クラスターが発生している状況がある。気を
緩めてしまうと、一気に感染拡大する事態にもなりかねない。

対応
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第6波に向けた改善点と対策

・医療関係者のご協力により、感染者数増加に対して対応できる体制は、
整ってきている。

・自宅療養者への支援体制については、医療機関との積極的な連携のもと、
治療を行い介入することで、重症者を減少させる体制につなげることが
重要と考えられる。

感染症状況（傾向）

・陽性率も低値となっており、感染者数は10月に入っても抑えられてい
る。

・緊急事態宣言解除後も、再度の感染拡大の兆候は見られない。

検査数
（件）

陽性率（7日間移動平均）
（％）

新規陽性者数
（人）

感染経路不明率（7日間移動平均）
（%）

新規陽性者数と感染経路不明率の推移

検査数と陽性率の推移
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ピーク備え 察知 初期 変化 警戒急拡大

・本市のコロナ対策は、必要に応じて対策を変える等、感染状況を注視
しながら、臨機応変な対応が必要であった。

・課題であった外出困難者へのワクチン接種を含め、希望する市民への
ワクチン接種は10月中に完了できる見込みであった。

・接種をまだ完了していない方のため、ワクチン接種の予約可能な個別
接種会場をコールセンターにて案内を行った。

・職域接種等で2回目の接種ができなかった方の接種を開始した。
・感染状況は落ち着いてきており、抗体カクテル療法といった効果が
見込まれる治療法も導入が進められてきていた。
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（2）保健所の職員体制



取組など 成果

人員体制強化

・庁内の応援職員の増員と育成

（事務、ケースワーカー、保健師等専門職）

・看護大学生のインターン、看護大学教員の雇用

・人材派遣職員を増員

・ファーストタッチによる健康調査を実施することに

より、疫学調査を重点化、迅速化

・即戦力となり職員の負担軽減

・研修会の開催を通じ、人材育成の機会を創設し、

第6波の備えとなる

執務環境整備（執務室の拡張及び移転）

・「受診相談センター」、「医療機関受診調整」、

「疫学調査」、「陽性者フォローアップ」

・庁内LAN端末、携帯電話等の借上

・業務の分業化と人材の投入で、業務の効率化を

図ることができた

・人材を機動的に配置するスペースやリソースを確保

24時間入院調整・相談支援体制の強化

・シフト制、時差出勤等の導入

・保健所・応援職員の増員（医師・保健師等）

・24時間入院調整・相談支援体制の確保

・夜勤業務の負担軽減

入院調整を行うため「大阪府入院フォローアップセン

ター」への職員派遣

・府内医療機関や他圏域の医療機関等との広域的な入院

調整や連携方策の経験

・本市職員が様々な症例を経験することで知見を

収集・蓄積

・大阪府との連携強化

保健所等体制の強化

12

※ワクチンチームを除く



ステージ 1日の陽性者数 体制 体制強化方法等

Ⅰ
20人未満

（第1波並み）
100人
所属65人、応援10人、人材派遣25人

○最低限必要な体制を確保

Ⅱ
20人以上
50人未満

（第２・3波並み）

110人
所属65人、応援15人、人材派遣30人

○専門職等の応援職員増員
○執務室確保等の環境整備
○保健所業務の人材育成
○入院、宿泊療養調整の早期対応

Ⅲ
50人以上
100人未満

（第4波並み）

125人
所属65人、応援25人、人材派遣35人

○専門職等の応援職員増員
○疫学調査体制の強化
○緊急時の体制強化
○自宅療養支援機関との連携と体制強化

Ⅳ
100人以上が3日連続

（第4波の最大値が継続）
135人
所属65人、応援30人、人材派遣40人

○専門職、ケースワーカー等の増員
○人材派遣職員の増員対応
○疫学調査体制の強化
○緊急時の体制強化
○自宅療養支援機関との連携と体制強化

Ⅴ
・100人以上が7日以上

・200人以上
185人
所属65人、応援40人、人材派遣80人

○疫学調査を重点化、迅速化
○専門職、ケースワーカー等の増員
○人材派遣職員の増員対応
○入院調整（夜間）の体制強化

通常業務に遅延が発生する状況（第5波を超える状況）

Ⅵ
・200人以上が4日以上

・300人以上
220人
所属65人、応援75人、人材派遣80人

○疫学調査を重点化、迅速化
○専門職、ケースワーカー等の増員
○人材派遣職員の増員対応
○入院調整（夜間）の体制強化

第6波に向けた体制についての考え方 ※ワクチンチームを除く
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（3）市民への発信



○啓発にあたっての視点やポイント等
・第5波の特徴や傾向
（若い世代の感染増、学校関係のクラスター増、マスクを外す場面での感染など）
・夏休みやお盆に伴う人流の活発化、外出増に伴う家族以外との飲食

・ワクチン接種による「気の緩み」、ブレイクスルー感染など

○実施した内容（主なもの）
①市独自の重点啓発・呼びかけ（市HP、SNSでの発信）
②啓発ポスター・チラシ用データの作成、市HPへの掲載
③企業と連携した取組
・包括連携協定を締結する企業と連携した啓発活動
・市内事業所への在宅勤務（テレワーク）等の呼びかけ強化
・ワクチン接種の推奨、体調不良の場合は無理に出勤しない・させないことを呼びかけ

④特に若い世代に向けた効果的な発信（SNSによる）
・具体の感染事例について、イラストも交えて紹介

引き続き各媒体の特性も踏まえ、時宜を得た内容を効果的に発信
15

市民への発信・啓発など



実施例 ① 実施例 ②

実施例 ③ 実施例 ④

16

市民への啓発
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（4）感染対策



取組など
実績

第1波～4波 第5波

医師による健康相談（昼間1人/日）
・医師会の当番医師による電話診療での健康相談
・当番医師を増員し、第4波と比べて体制を強化

実績:2件
事業開始:R3.5.31
輪番制（医師2人）

実績:1件
輪番制（医師15人）

大阪府相談・往診事業（夜間等） 【大阪府事業】
・コロナ自宅療養者に対する、電話診療・往診による健康相談

実績:0件
事業開始:R3.5.20 

実績:48件

自宅療養支援医療機関による往診 【大阪府事業】
・市内医療機関の往診、その後の訪問看護による医療的ケア

実績:0件
事業開始:R3.5.26 

実績
往診:13件
訪問看護:4件

看護師による訪問看護（2人1組/日）
・訪問による症状の確認、服薬指導等の健康観察

実績:2件
事業開始:R3.5.20
輪番制（看護師10人）

実績:18件
輪番制（看護師15人）

民間救急救命士による患者搬送
・入院調整が決まった患者等の搬送を含めた患者対応を実施

搬送実績:294件
事業開始:R2.6.1

搬送実績:444件

連携実績:30件
事業開始:R3.5.1

連携実績:6件

酸素濃縮器の確保
・医師の診療の際に必要となるケースに備えた確保

ー
確保台数:５台
事業開始:R3.7.1

パルスオキシメーター配布
・自宅療養中の健康観察のためのツールとして全自宅療養者へ配布

実績:1,182個
事業開始:R3.2.3

実績:2,804個

自宅療養応援パック事業
・陽性者等への食料品や生活必需品等の物資配送

実績:6,751人分
事業開始:R2.5.14

実績:3,249人分

濃厚接触者である家族等の宿泊施設利用支援
・陽性者が自宅療養する場合、家族等に基礎疾患等の重症化が特に懸念される濃厚

接触者が宿泊施設利用することで感染リスクを軽減

実績:0件
事業開始:R3.５.12 

実績:3件

自宅療養者支援体制
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■抗体カクテル療法支援体制

■新型コロナウイルス受入医療機関（小児・妊婦）

※府内においては、短期入院型医療機関を9施設、医療型宿泊施設を3施設設置

重症化予防のための医療提供体制の充実

19

区分 項目 市内施設数

入院医療機関 病院 19

外来診療医療機関 病院 6

バックアップ病院 病院 5

区分 対象 市内施設数

小児受入病院（市独自）

0～5歳未満 3

5歳以上～10歳未満 4

10歳以上～15歳未満 5

妊婦受入病院 出産対応可 1



※高齢者施設等集中検査、変異株スクリーニング検査を除く

検査の実施状況

20
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1日最大検査件数：1743件（8/25）

区分 検査件数（6/28～10/26） 主な対象者等

①衛生研究所 23,406件 濃厚接触者等

②民間検査機関 21,622件 濃厚接触者等

③医療機関 173,897件 発熱者等

④高齢者施設等集中検査 48,504件 施設の従事者

⑤変異株スクリーニング検査 1,485件 デルタ株



〇こころの電話相談（堺市こころの健康センター）
開設時間：月～金 9時～12時、12時45分～17時（祝日、年末年始を除く）

相談実績（R3.7.1～9.30） 主な相談内容 特記事項

R3.7月 33件
8月 25件
9月 18件

（こころの電話相談への入電のうち、
新型コロナに関連する相談件数）

・ワクチン接種に関する不安
・外出自粛等に関するストレス相談
・コロナ禍での不安、生活に関する相談

等

初めての緊急事態宣言が発令された令和2
年4月は160件、5月は107件と多数の相談
が寄せられたが、徐々に減少し、現状は約20
～30件/月の相談実績となっている。

〇新型コロナこころのフリーダイヤル（大阪府・大阪市との共同事業）※令和2年10月より事業開始

開設時間：毎日 9時～17時（土日祝、年末年始も実施）

相談実績（R3.7.1～9.30） 主な相談内容 特記事項

大阪府全体 うち堺市民（※）

R3.7月 534件 12件
8月 606件 9件
9月 574件 24件

※全体件数のうち、居住地が堺市と判明した件数

・感染に関する不安やストレスについて
・医療相談・受診について
・コロナに関する質問（ワクチン接種等）
・経済的な支援に関すること

等

令和2年10月開設当初の約100～200件
/月の相談件数が徐々に増加し、令和3年5
月以降、約500～600件/月で推移。
うち、堺市民からの相談は約10～30件/月
の相談実績となっている。

新型コロナウイルス感染症で不安やストレスを抱える方について、主に下記の相談窓口において対応。
悩みを聴くことで不安を和らげ、相談内容に応じた助言、適切な相談窓口の案内等を行った。

こころの健康相談

※相談実績は1か月単位で集計

※相談実績は1か月単位で集計
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データ元：R3.10.27時点でVRSに登録されている1回目の接種日ワクチン接種



接種会場
接種

開始時期
会場数 接種曜日

接種
ワクチン

1か月間の
最大接種回数

R3.10.27までの
接種回数

個別接種会場
集団接種会場（医療機関）

R3.5.19 約330か所
医療機関の診療日
（主に月～土）

ファイ
ザー

約187,000回 665,831回

集団接種会場（地域会場） R3.5.1 9か所 月～土・日・祝
ファイ
ザー

約59,000回 236,125回

大規模接種会場 R3.6.22 1か所 月～土・日・祝
モデル
ナ

約21,000回 92,759回

「国・府の大規模会場」、「職域」、「他市での接種」 177,595回

〇接種体制

〇接種実績（R3.10.27現在）

対象者数（R3.1末人口） 接種実績 接種率

750,216人
1回目 605,981回 80.8%

2回目 566,329回 75.5%
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ワクチン接種
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（5）第6波に向けた改善点と対策



○年末年始における感染拡大の警戒

○追加接種（3回目接種）の実施

○米メルク社が経口抗ウイルス薬の緊急使用許可を米食品

医薬品局（FDA）に申請。今後、数ヶ月以内に世界中で

緊急使用申請の見込み

○人の海外との往来

○新種変異株への警戒

背景
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【目標】
重症化を抑制し、医療・保健・救急体制のひっ迫を回避

○民間検査機関を活用した行政検査のより効率的な実施体制の構築

○疫学調査の重点化による陽性者・濃厚接触者の健康管理の迅速化

○入院、宿泊療養、大規模医療・療養センターへの適時適切な医療的管理への引継ぎ

○抗体カクテル療法等の初期治療による重症化予防

○訪問等による自宅療養支援の充実（往診、訪問看護、外来診療）

○追加接種（3回目接種）の実施準備

○経口抗ウイルス薬の承認に向けての情報収集

○新種変異株を検出する検査体制の確保

第6波に向けた改善点と対策
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