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はじめに 
 
 この３年近く、私たちは新型コロナ禍という未曽有の国難に直面した。未知のウイル

スの世界的な流行（パンデミック）との闘いは、試行錯誤を伴う、極めて困難な取り組

みだった。 
 想定を上回る感染拡大に何度も見舞われた。先の見えない長期の行動制限には、多大

な忍耐を強いられた。そうした中、医師や看護師、保健所職員などエッセンシャルワー

カーたちは、患者の命と健康を守るという職務を果たすため、献身的な努力を続けた。

政府や自治体の職員は常に、感染拡大防止と社会経済活動の継続という二律背反の課題

の両立に頭を悩ませつつ、目の前の業務に懸命に取り組んだ——。 
この「山梨県の新型コロナ対応の検証・記録業務に関する報告書」は、こうした様々

な人たちが日々、何を考え、どんな苦闘をしてきたかを綴った記録である。 
読売調査研究機構が、山梨県の委託を受けて検証・記録業務に着手したのは２０２１

年１２月だ。山梨県からは、「県には過去の感染症流行時の記録がほとんど残っておら

ず、新型コロナ対応に大変苦労した。将来、新たな感染症の発生時に、迅速かつ的確な

対処ができるよう、今回の経験や教訓を蓄積したい」と説明された。本機構はすぐに問

題意識を共有した。読売新聞社は、前例のない感染症対応の記録を残す重要性を認識し、

２１年６月に「報道記録 新型コロナウイルス感染症」を刊行していたからだ。 
県幹部からは、「県の良かった施策も、問題のあった対応も、公平に記録・論評して

もらいたい」と注文された。当然のことであり、本機構は第三者の中立的な立場から、

県の対応を正確に記録し、「是々非々」で評価することを心がけた。 
そのため、２２年１月に５人による有識者委員会を設置した。委員長は、総務相や岩

手県知事を務めた日本郵政の増田寛也社長で、委員は、東北医科薬科大学の賀来満夫特

任教授、政策研究大学院大学の竹中治堅教授、中央大学の瀧澤弘和教授、豊前医化株式

会社（甲府市）の豊前貴子社長である。１２月までに開催した５回の会合では、本機構

が調査の進展状況を報告し、各委員からは貴重な専門的助言や提案を頂いた。 
約１年間の業務を通じて気づかされたことの一つは、新型コロナ対応における政府、

都道府県、市町村の関係の難しさである。 
国家の有事である以上、政府には、感染拡大防止などコロナ対策全般で主導的な役割

を果たす責任がある。だが、現実には、病床・宿泊療養施設の確保や感染者の入院調整

などの広範な実務は、都道府県が担う。ワクチン接種の実施主体は市町村である。政府

は、新型インフルエンザ等対策特別措置法上の「基本的対処方針の策定」、「自治体への

通知・事務連絡」、「地方創生臨時交付金など財政支援」の３点セットで自治体の施策を

誘導できても、最終的な権限は都道府県や市町村にある。政府も、都道府県も、市町村

も、コロナ対応を「自己完結」できない関係にある。だからこそ、その３者の緊密な意
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思疎通と連携がなければ、効果的な対処は望めない。 
さらに言えば、都道府県の施策は、医療機関や民間企業、学校、各種団体の協力や、

外出・移動の自粛など住民の行動変容などがなければ、実効性を持たない。新型コロナ

対応では、そうした全ての関係者に対し、いかに説得力のある言葉で訴えかけ、幅広い

協力体制を構築するか、という都道府県の総合調整力が問われたのである。 
この報告書は、全９部で構成されている。 
第１部「概観」は、山梨県で初の感染者が確認された２０年３月から２２年１０月ま

での第１～７波の感染者と死亡者の推移や特徴を詳細に分析している。 
第２部「感染拡大防止策」は、県のコロナ対応の初動や、保健所の体制、社会福祉施

設や学校の動向などを紹介している。感染対策の順守が確認された施設に関して順次、

営業自粛の協力要請を解除するという県独自の「個別解除」方式や、新型インフル対策

の行動計画が存在しながら新型コロナ対応に役立たなかった経緯を明らかにした。２１

年４月に発足した山梨県感染症対策センター（ＹＣＤＣ）の課題も指摘している。 
第３部「医療提供体制（第１～５波）」は、県が「自宅療養はゼロにする」という方

針の下、コロナ病床をいかに確保し、患者の入院調整をどう進めたかを検証した。宿泊

療養施設を確保・拡充した経緯や、医師が常駐する医療強化型宿泊療養施設の実態も記

述した。県内に感染症専門医が１人しかいないという深刻な問題点を指摘し、県が専門

医などの人材育成に取り組み始めた状況についても考察している。 
第４部「オミクロン株への対応」は、感染力の強い変異株の流行により、２２年１月

以降、コロナ禍が新局面に入ったため、第６～７波を独立した部として扱ったものだ。 
感染者の爆発的な増加に対応するため、県が「自宅療養ゼロ」方針を転換し、ホーム

ケア制度を導入した事情や、多発したクラスターへの対応、高齢者・障害者施設の施設

内療養の実態を詳述した。賛否両論を呼んだ学校などでの「新山梨方式」のＰＣＲ検査、

２２年８月の「救急搬送困難事案」の急増、後遺症の問題についても検証している。 
第５部「経済対策」は、コロナ禍による県内経済や雇用への影響、その後の回復状況

について掘り下げた。飲食・宿泊施設の感染対策などに県がお墨付きを与える「やまな

しグリーン・ゾーン認証」制度の導入の経緯やブランド効果、課題などを分析した。政

府の制度と連動した中小企業への融資制度や、飲食店や旅行の支援、コロナ禍を「追い

風」とした２拠点居住戦略についても考察している。 
第６部「ワクチン接種」は、県が「新型コロナ収束の切り札はワクチン」として、厚

生労働、総務両省や山梨大などとの連携や、寮生活を送る生徒らへの機動的な集中接種

により、接種を加速したことを紹介した。１～４回目接種率の全国順位は比較的高いも

のの、全国と同様に、若い世代の接種率が低いことが課題で、５～１１歳の小児接種率

の底上げを図るため、科学的根拠に基づく情報発信の重要性も指摘している。 
 第２～６部が行政の縦割りに応じたテーマを扱っているのに対し、第７、８部は様々

な施策に横串を刺すようなテーマを取り上げた。 
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第７部「情報発信」は、長崎幸太郎知事の記者会見について、県民の行動変容を促す

発言の推移を考察するとともに、県のホームページ、ＳＮＳ、広告などのメディア活用

や、日本語の壁がある県内在住外国人向けの発信の実態を紹介した。ワクチン接種を県

民に促す情報発信に関する問題と、感染者情報の公開を巡って個人情報保護に配慮しつ

つ感染防止を注意喚起する問題についても分析している。 
第８部「国と地方の関係」は、県の新型コロナ対応の大半の業務が、国の強い関与が

認められている「法定受託事務」であることを踏まえ、政府の通知・事務連絡を巡り、

政府と山梨県に生じた不協和音などを検証した。県と保健所設置市の甲府市の連携が不

十分だったことも指摘している。県と一般市町村の関係や、巨額の地方創生臨時交付金

が県の新型コロナ対応に果たした役割や課題についても考察している。 
本機構は今回、８人の調査チームを編成した。チームは、上席研究員の内田明憲、主

任研究員の園部弘毅、坂上博、富塚正弥、圓入哲也、杉田義文、研究員の佐伯和宏、平

山徹で構成した。 
このうち園部、平山の２人は甲府市に常駐し、残り６人は東京から何度も山梨県に出

張して、長崎知事をはじめ県幹部・職員のほか、県内の市町村幹部・職員や、病院・医

療団体、企業・経済団体、マスコミの関係者などからヒアリングし、資料を集めた。内

閣官房、厚生労働、総務両省の関係者の聞き取りや、他の都道府県の調査も行った。 
ヒアリングは３３８人に４２１回、計４３３時間に上る。県の対応を評価する際の参

考とするため、２２年１月に約１０００人を対象とする電話方式の県民意識調査を実施

したほか、１～６月に県内の２７市町村長、病院・医療団体、企業・経済団体に対する

３種類のアンケート調査を行った。 
調査が本格化した２２年１月は、オミクロン株による第６波が猛威を振るう中、本機

構が話を聞きたい相手ほど職務に忙殺されているなど、調査が困難な時期もあった。し

かし、多くの関係者は、調査の趣旨に理解を示し、時間をさいてヒアリングに協力して

くださった。この場を借りて、深くお礼を申し上げたい。 
この報告書が、コロナ問題を様々な観点から考え直すきっかけになれば幸いだ。 
なお、報告書に登場する人物の肩書は、すべて当時のもので、必要に応じて現職を併

記した。報告書の図表で出典のないものは、すべて県の調査・資料によるものである。 
 
                     ２０２２年１２月 
                     読売調査研究機構上席研究員 
                     内田明憲 
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 第１部 概観  

 

山梨県内では２０２０年３月６日に新型コロナウイルスの感染者が初めて確認され

た。２２年１０月まで約２年８か月の累計感染者は１０万３１６６人で、県民のほぼ８

人に１人が感染したことになる。２２年１０月末公表時点の死亡者は１７０人。都道府

県別では感染者、死亡者とも４４位だった。 

人口１０万人あたりの感染者は１万２７３７人（全国平均１万８３２８人）で全国３

８位、同じく死亡者は２１.０人（同３８.４人）で全国３７位となる。感染者は全国平

均の６９％、死亡者は５５％で、いずれも低く抑えられたと言える。第７波の２２年８

月の感染者は３万５０２８人、死亡者は５７人で、月別ではいずれも最多となった。 

第１波では、２０年４月１６日から５月１４日まで緊急事態宣言が発令され、第５波

では、２１年８月２０日から９月１２日までまん延防止等重点措置が１８市町村に適用

された。県は当初から「感染者に自宅療養はさせない」との方針を打ち出し、人口１０

万人あたりでは全国トップレベルのコロナ病床数と宿泊療養施設の室数を確保したが、

オミクロン株で感染者が急増した２２年１月から自宅療養（ホームケア）を導入した。 

一方で、県は早い時期から「感染拡大防止と社会経済活動との両立」を目標に掲げ、

感染防止策を講じた飲食・宿泊施設を認証する独自の制度などを通じて、経済をできる

だけ回していく方策を進めた。２２年９月末時点の全県民に対するワクチンの３回目の

接種率は６７.２％（全国平均６５.４％）で全国２３位となっている。 

 

第１章 感染者の推移と県の対応 

第１節 第１～７波の感染者と死亡者 

県内の感染拡大の波は２２年１０月までに、全

国と同様、７回あった。県は各波の期間について

明確に定めていないが、この報告書では便宜上、

２０年３～６月を第１波、２０年７～９月を第２

波、２０年１０月～２１年３月を第３波、２１年

４～６月を第４波、２１年７～１２月を第５波、

２２年１～６月を第６波、２２年７～１０月を第

７波と呼ぶことにする。 

第１～５波にあたる約１年１０か月間はアル

ファ株やデルタ株が流行し、感染者は５１６４

人、死亡者は２８人に上った。１０万人あたりの

感染者は６３８人、死亡者は３.５人だった。第６

波にあたる２２年１～６月は感染力の強いオミ
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クロン株が急拡大し、感染者は２万９３６５人、死亡者は４０人に達した。１０万人あ

たりの感染者は３６２５人で第１～５波の５.７倍に上ったが、死亡者は４.９人と１.

４倍にとどまった。感染者に占める死亡者の割合は第１～５波の０.５４％に対し、第

６波は０.１４％と少なかった。感染力は極めて強いものの、重症化しにくいというオ

ミクロン株の特徴が表れている。 

第７波にあたる２２年７～１０月は、オミクロン株の中で感染力のより強い系統「Ｂ

Ａ.５」が主流となり、爆発的に感染が急拡大した。４か月間の感染者は６万８６３７

人、死亡者は１０２人に上った。１０万人あたりの感染者は８４７４人、死亡者は１２.

６人で、第１～５波と比べると、それぞれ１３.３倍、３.６倍となった。第７波の感染

者に占める死亡者の割合は０.１５％と第６波とほぼ同じだった。 

 第８波にあたる２２年１１月の感染者は２万２４０５人、死亡者（１１月末発表時点）

は２６人で、月別ではどちらも８月に次いで多かった。 

 

第２節 各波での県の対応 

１週間累計の新規感染者数を時系列でみると、第１波（２０年３～６月）のピークは

２０年４月上旬の２１人。４月１６日には緊急事態宣言が山梨県を含む全国に拡大され

た。県は、８０のコロナ専用病床を県内の病院に確保するとともに、軽症者向けの宿泊

療養施設の第１号として北杜市のホテルの客室を借り上げた。確保病床が少ないことも

あって、病床使用率は４月下旬のピーク時で４５％と高くなった。５月には、感染予防

策を講じた飲食店や宿泊施設を県が独自に認証する「やまなしグリーン・ゾーン認証」

など、感染抑止と経済振興の両立を目指す構想が打ち出された。 

第２波（２０年７～９月）のピークは８月上旬で、週次感染者は３０人だった。県は

段階的にコロナ病床を増やし、８月下旬には１１の重点医療機関に計２８５床を確保し

た。この結果、病床使用率はピーク時でも１０％台と低く抑えられた。 

第３波（２０年１０月～２１年３月）を迎えた２０年１１月、県は感染拡大に備えて、

病院や診療所が発熱患者を診療する１８４の「診療・検査医療機関」（発熱外来）をス

タートさせた。週次感染者のピークは２１年１月上旬で、第２波の５倍超の１５９人に

上った。２１年１～３月には２度目の緊急事態宣言が１１都府県に発令されたが、山梨

県は対象外だった。２月からは医療従事者を対象に１回目のワクチン接種が始まった。

病床使用率は１月上旬、行動制限が必要な目安とされる５０％を初めて超えたが、２月

以降は１０％未満に下がった。 

第４波（２１年４～６月）のピークは６月上旬で、週次感染者は２２０人と第３波を

上回った。２１年４～６月には３度目の緊急事態宣言が１０都道府県に発令されたほか、

初の「まん延防止等重点措置」が複数の府県に適用されたが、山梨県はいずれも適用が

見送られた。４月１日には感染症対策の司令塔となる「山梨県感染症対策センター（Ｙ

ＣＤＣ）」が発足。米国疾病対策センター（ＣＤＣ）の「山梨版」と位置づけられた。６
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月には、障害者施設や高校の学生寮などで大規模なクラスター（５人以上の感染集団）

の発生が相次いだ。病床使用率は５月中旬に３０％を超えた。 

第５波（２１年７～１２月）は、従来のアルファ株より感染力、毒性ともに強いデル

タ株がかつてないスピードで広がった。１日の新規感染者は８月２０日に初めて１００

人を超え、週次感染者は８月下旬、第４波のピークの３倍に迫る６００人に上った。病

床使用率は８月２２日に過去最高の８２％に達し、危機的状況を迎えたが、２日後に病

床を６２床増やしたことで６０％台に下がった。８月２０日から９月１２日までは、山

梨県にまん延防止等重点措置が初めて適用された。医師を２４時間常駐させる「医療強

化型」の宿泊療養施設の運用を始め、軽快した患者を退院・退所させて自宅で療養させ

る「退所後ケア」を導入したのもこの時期だ。１０～１２月は感染が再び沈静化し、感

染者ゼロの日が最長の２５日間も続いた。 

第６波（２２年１～６月）では、デルタ株をはるかにしのぐ感染力を持つオミクロン

株が爆発的な勢いで拡大し、コロナ感染は新局面を迎えた。１月２７日には１日の新規

感染者が４３９人とピークに達し、１月末の週次感染者は２３６４人と、第１～５波の

１年１０か月の累計感染者（５１６４人）の半数に迫った。県は医療機関の逼迫を防ぐ

ため、「自宅療養はしない」という従来の方針を見直し、１月２０日から「ホームケア」

という名の自宅療養を開始した。１月末には病床使用率が７２％に達したものの、病床

や宿泊療養施設を拡充して乗り切った。ホームケアの対象者は段階的に拡大され、第６

波では感染者のほぼ半数が利用した。県は４月から「ウィズコロナ」を念頭に、経済活

動の拡大に段階的にカジを切り、６月からは県民への行動自粛要請を大幅に緩和した。 

第７波（２２年７～１０月）は、感染力の強いＢＡ.５が急拡大し、第６波を大きく

上回る勢いで感染者が増えた。週次感染者は８月下旬には９０００人台に達した。８月

は１日１０００人を超す日が続き、１８日には１６６２人とピークを迎えた。県はより
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多くの感染者を自宅療養させるため、２～４９歳の軽症者らを対象に、ホームケアの仕

組みを簡略化した「ホームケア・ライト」制度を導入した。重点医療機関を追加指定し

て病床を増やすことで、病床使用率を最大６０％に抑えた。８月には救急医療が逼迫し、

医療・消防関係者が「救急車の利用には慎重を期すように」と訴える異例の共同メッセ

ージを発出した。９月２６日以降は、感染者の「全数把握」が全国一斉に簡略化された。

感染者発生届の対象は高齢者らに限定され、対象外の軽症者らは「健康フォローアップ

センター」に自ら登録して自宅療養するという新たな運用が始まった。 

 

第２章 感染者の分析 

第１節 居住地 

感染者の全数把握の簡略化に伴い、２２年９

月２６日を境に、感染者の居住地が把握できな

くなった。同日までの全感染者（９万５１７２

人）を地域別でみると、甲府市を含む中北地区

と峡東地区が多く、峡南地区は少ない。 

２７市町村別で最多は甲府市の２万４１１７

人で、全県の約２５％を占めた。以下は、甲斐

市の９５２９人、笛吹市の７９３５人、南アル

プス市の７３７３人、富士吉田市の６０８９人

の順。最も少ないのは丹波山村の２３人で、小

菅村の３９人、早川町の４２人、道志村の１３

５人などが続く。 

人口１万人あたりの感染者数は、県全体で１

１７５人。市町村別では昭和町の１５１７人が

最も多かった。若い子育て世代が多いうえ、ワ

クチン接種率が低いことも影響しているとみら

れる。近郊に富士山や富士五湖など観光地を抱

え、県外からの訪問者の多い富士北麓地区では、

鳴沢村を除く５市町村が１３００人台と多く、

２～６位を占めた。 

このほか、甲府、甲斐、都留、中央、笛吹の

５市も県全体を上回った。笛吹市には有名な温

泉街があり、都留市は学生が多く居住する。最

も少なかったのは早川町の３８３人。市部では、

北杜市の８２２人が最少だった。 
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第２節 症状 

２２年９月末までの全感染者の陽性判明時の症状は、軽症が９３％、無症状が６％で

合わせて９９％を占めた。中等症は９９８人で１％、重症は３人にとどまった。 

軽症とは、せきは出ても息苦しさはなく、肺炎にはなっていない状態のこと。強い喉

の痛みを伴うこともある。中等症とは、血中酸素の値が低下し、息苦しさや肺炎が認め

られ、入院が必要な状態を指す。重症とは、自力呼吸が難しく酸素投与が必要となり、

高度な医療が行える施設への転院が検討されるような状態だ。陽性判明時は症状が出に

くいため、ほとんどが軽症か無症状だが、時間の経過とともに中等症や重症に陥るケー

スもある。 

中等症は高齢者に多く、７０代以上が６６％を占めた。高齢になるほど中等症になる

リスクも高く、感染者に占める中等症患者の割合は７０代で５％、８０代で１０％、９

０代以上で１７％だった。無症状の割合も高齢になるほど高く、６０代までは１０％未

満だが、７０代以上は１０～１６％を占めた。一方、ワクチン未接種者が多い１０歳未

満の中等症は３７人で、１０～３０代よりも多かった。 

 

第３節 年代 

２２年１０月末までの全感染者を年代

別でみると、全体的に若い世代に多く、５

０歳未満が全体の７割超を占めた。 

感染者が爆発的に増加した第６～７波

で２０歳未満の感染者が非常に多かった

ことや、若い世代ほどワクチン接種率が低

く、「３密」を避けるなどの自発的な行動

抑制が限定的なことが影響しているとみ

られる。 

２０～４０代の割合は２０歳未満とほ

ぼ同じ１５％弱だったが、５０代は１０.

９％、６０代は６.８％、７０代は４・５％

と高齢になるほど割合が減り、９０歳以上

は１.４％だった。ワクチン接種率が高い世代ほど、感染者も少なく抑えられたとみら

れる。 

 

第４節 クラスター 

県内では、学校や社会福祉施設を中心にクラスター（５人以上の感染集団）の発生が

相次いだ。２０年は１３件（１１５人）にとどまったが、第４～５波の２１年４～９月

は３２件（５１５人）と多発し、中でも飲食店・遊興施設が９件と目立った。 
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２１年１０～１２月の発生はゼロだったが、

２２年に入ると、オミクロン株の流行により

再びクラスターが急増。２２年１～１０月は

３０７件（５７８２人）に達した。月別では２

２年２、３、８月がいずれも４９件で並び、感

染者数は８月の１２１０人が最多だった。２

２年１０月末時点の累計は３５２件（６４１

２人）。 

発生場所で最も多かったのは、高齢者施設

などの社会福祉施設で、１２３件（２３５９人）

に上った。次いで小中高校や大学などの学校

関係が７９件（１３０９人）、幼稚園・保育所

などが６９件（９３５人）。医療機関は２２年

になって相次ぎ、２８件（１０８８人）。１件

あたりの平均の感染者数は社会福祉施設の１９人、学校関係の１７人に対し、医療機関

は３９人と約２倍となった。 

 

第５節 死亡者 

県内の死亡者は２２年１０月末公表分までで

１７０人（男性９３人、女性７７人）に上った。

この中には、死亡後の検査で感染が判明した人

や、感染して入院後に持病が原因で死亡した人も

含まれている。２０年は１１人、２１年は１７人

だったが、２２年は１４２人と急増した。月別で

は２２年８月の５７人が最多で、全死亡者の約３

割が集中した。 

年代別では、６０代以上が９５％を占め、６０

歳未満は７人にとどまった。８０代の５８人（３

４％）が最多で、次いで９０代の５０人（３２％）、

７０代の２９人（１７％）、６０代の２２人（１

３％）など。８０代以上が６６％を占め、高齢者

の重症化リスクの高さが裏付けられた。 

全死亡者の７割近くは何らかの基礎疾患があり、６割はワクチンを２回以上接種して

いた。最終療養先（死亡場所）は、病院が１２４人で７３％を占めた。高齢者施設など

の施設内が２１人、自宅が３人。残る２２人は死亡後に感染が判明した。 
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第２部 感染拡大防止策 

 
【概況】 

山梨県の新型コロナウイルス対応は、「ゼロからのスタート」（長崎知事）だった。他

の都道府県も同様の状態だったとはいえ、２０２０年２月にクルーズ船の感染者受け入

れを厚生労働省から要請された際、県内に対応できる病床がほとんどないことが判明し

た。結果的には、その時点から県がコロナ対策に取り組んだことで、３月に県内初の感

染者が確認される前に初動体制の構築に動くことができた。 
その後、県は、試行錯誤を重ねながら、積極的疫学調査やウイルス検査の体制の強化

に力を入れた。感染拡大に伴い、保健所の業務負担が大幅に重くなったため、応援職員

を増強する一方、相談業務や患者や検体の搬送などを民間企業に外部委託することで、

感染拡大期を何とか乗り切った。 
 県は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、県民の外出自粛や事業者の営業

自粛への協力を要請し、第６波が落ち着く２２年４月までは主に人流を減らすことで感

染拡大防止に努めた。コロナの初動段階で県が独自の施策として打ち出したのが「個別

解除方式」だ。２０年５月の緊急事態宣言解除後も、県はデパートやパチンコ店、集客

施設などに自粛要請を続ける一方、業界団体などが作ったガイドラインの適切な順守が

確認された施設や店舗に対する要請を個別に解除した。この考え方が飲食店などの「や

まなしグリーン・ゾーン認証制度」につながった。 
２１年４月には、県のコロナ対策の司令塔となる「山梨県感染症対策センター」（Ｙ

ＣＤＣ）が発足した。ただ、初年度は、急増するコロナ感染者の対応に追われ、情報収

集・分析・発信や専門人材の養成など、ＹＣＤＣが本来取り組むべき一部の業務には手

が回らなかった。 
 
第１章 初動対応 
第１節 クルーズ船の患者受け入れ 
 ２０年１月１５日、日本国内でコロナ感染者が初めて確認された。中国・武漢に渡航

していた神奈川県在住の中国人男性だった。中国の春節を控えた時期であり、山梨県は、

中国人観光客らへの対応として、県内のホテル・旅館などに手指消毒液を配布したほか、

外国人の受診体制を整備した。１月２９日には、知事をトップとする「県新型コロナウ

イルス感染症対策会議」を発足させるとともに、コロナに関する相談ダイヤルを開設し、

県民の不安解消に努めた。 
県の感染症対応体制の脆弱さが露呈したのは、コロナの集団感染が起きた横浜港に停

泊中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の患者受け入れ要請がきっかけだった。

最終的に県内では８病院で計２４人を受け入れたが、この過程では紆余曲折があった。 
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 県が２月９日、厚労省からの要請を受け、本来は受け入れ可能なはずの県内の感染症

指定医療機関である７病院の計２８床を調査したところ、すぐにコロナ患者を受け入れ

ることができる病床は３病院で計６床しかないことが分かった。 
 「なんでそんな状況なのか。このままでは県内で感染が起きた時に対応できない」 
 この報告を深刻に受け止めた長崎知事は、小島良一福祉保健部長（現・感染症対策統

轄官）に対し、早急に解決するよう指示した。感染症指定医療機関には厚労省から１床

当たり、第１種は最大６２９万円、第２種は最大２０５万円（陰圧設備あり）または１

５８万円（陰圧設備なし）の運営費補助金が実績に応じて支払われていた。だが、確保

病床が別の用途に使われていたり、医師や看護師の十分な訓練が行われていなかったり

したため、すぐに対応できる病床は少なかった。 
 それでもできる限り要請に応えるため、県と指定医療機関が調整した結果、１１日に

県立中央病院（甲府市）と大月市立中央病院（大月市）で計３人を受け入れることにな

った。 
その後もクルーズ船での感染者は拡大した。厚労省は１２日付で、指定医療機関以外

の患者の受け入れを県に要請した。受け入れ先を探すために厚労省医政局長らが直接、
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病院に電話するケースもあった。こうした状況に、長崎知事は１４日、山梨大医学部付

属病院（中央市）を訪問し、島田眞路学長に協力を依頼して、了承を取り付けた。 
同じ１４日には、富士温泉病院（笛吹市）から県に「軽症であれば、受け入れは可能」

との申し出があった。１７日に峡東保健所職員が現地を訪問し、構造上・体制上の問題

がないことを確認。この日の夜、富士温泉病院に患者１０人が運び込まれた。 
だが、到着後の検査で、１０人のうち８人に肺炎像が確認され、３人が重症であるこ

とが判明した。これを受け、１９日に県内ただ１人の感染症専門医である県立中央病院

総合診療科・感染症科の三河貴裕部長や、感染制御に詳しい山梨大病院感染制御部の井

上修特任教授、県健康増進課や峡東保健所の職員らが富士温泉病院に集まり、対応を協

議した。富士温泉病院には重症患者に対応する高度な医療設備がない。三河、井上両医

師らはこの場で、患者のレントゲン写真などを確認しながら、転院先を振り分ける調整

を行った。その日のうちに、重症患者３人を県立中央病院と山梨大病院、市立甲府病院

（甲府市）に転送。２０日に中等症患者１人を北杜市立甲陽病院に移した。 
富士温泉病院での入院調整で混乱した反省を踏まえ、県は２０日、コロナ患者の入院

先を調整する常設機関「ＣＯＶＩＤ―１９入院調整専門家会議」を設置した。井上、三

河両医師に加え、厚労省成田空港検疫所長などを歴任し、２０日付で知事政策補佐官に

任命された峡東保健所の藤井充所長らがメンバーとなった。この時点では、県内でコロ

ナ感染者は確認されていなかったが、県幹部は「結果的に、その後のコロナ対応の予行

演習となった」と振り返る。 
 
第２節 組織体制の整備 
第１項 総合対策本部 

３月６日のコロナ感染者の県内初確認に伴い、県は１１日、１月に設置していた対策

会議を「県新型コロナウイルス感染症関係総合対策本部」（本部長・知事）に格上げし

た。総合対策本部には、２６日の政府対策本部の設置に伴い、新型インフル特措法に基

づく県対策本部の機能が追加された。 
 総合対策本部は知事、副知事、部局長級職員らがメンバーだが、幹部間の連絡の場に

とどまっていた。迅速にコロナ対応に取り組むには、入院調整や宿泊療養施設の確保、

物資調達、情報収集などの実働部隊を設ける必要があった。そこで、４月７日に医療対

策本部を設置し、総合対策本部の下に紐づけた。５月５日には、医療対策本部を組み込

む形で総合対策本部を再編。総合調整、経済、医療の３部体制となり、各部の下に部局

横断の職員による様々な業務別の班を設けた。 
 初動段階でのコロナ対応で中心的な役割を担ったのは、福祉保健部の健康増進課だ。

総合対策本部の中核として、①相談・外来・検査体制の整備、②病床確保と入院調整、

③感染予防対策・情報提供――などの業務を担当し、県の４保健所の司令塔機能も担っ

た。健康増進課はがん・難病対策や健康づくりなども所管していたが、通常業務のほと
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んどを中断し、福祉保健部の他の課などの応援職員の協力を得て、２１年４月に「山梨

県感染症対策センター」（ＹＣＤＣ）が設置されるまで、コロナ対応に追われた。 
 

 
  
 健康増進課に業務が集中したのは、福祉保健部内の職務分担によるものだ。医師会対

応などを含む医療体制の整備全般を医務課が、個別疾病については健康増進課がそれぞ

れ所管していた。健康増進課はコロナ対応で病床確保や入院調整、情報集約などを担当

し、医師会との調整も主導した。コロナ感染の拡大に伴い、業務はどんどん膨張してい

った。総合対策本部が班体制になった後は全庁が協力する体制になったが、当時の担当

者は「『コロナは健康増進課』という雰囲気だったので、健康増進課以外の当事者意識
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がなかなか高まらなかった」と振り返る。 
 健康増進課には福祉保健部内を中心に応援職員が入ったが、必要だったのは個別の業

務に専従で取り組めるチームだった。宿泊療養施設の確保に関しては、知事直轄の知事

政策補佐官をトップとする「宿泊療養班」が新設された。知事政策局政策調査グループ

と福祉保健部の衛生薬務課がこの業務を健康増進課から引き取った。それ以外のほとん

どの医療面の業務は、健康増進課が関与する形になっていた。県幹部は「宿泊療養班は

地元調整からホテルの確保まで、短期間で対応できた。平時の職務分担にこだわらず、

早い段階から業務を分散させて、専従体制を敷いた方がもっとスムーズにいったかもし

れない」と指摘する。 
 
第２項 業務継続計画（ＢＣＰ）と応援体制 
 県には防災局が地震などを想定して作成した自然災害業務継続計画（ＢＣＰ）が既に

あったが、感染症対応のＢＣＰは作成していなかった。このため、県行政経営管理課は

２０年４月、職員の多くがコロナの感染者や濃厚接触者となり、出勤できなくなること

を想定して、応急対応として既存の自然災害ＢＣＰを参考に県庁内の各課に全業務一覧

と、非常時も継続が必要な優先業務と休止可能な業務を分類・整備するよう求めた。 
各課はその後も各年度初めには分類を見直している。感染が急拡大した際は、休止業

務の職員らを総合対策本部や保健所などの応援に派遣した。ただ、その後も、感染症対

応に特化したＢＣＰは作成されていない。 
 
第３節 役に立たなかった行動計画 

実は、県は１４年２月、新型インフルエンザ等対策行動計画を作成していた。１２年

に成立した新型インフル特措法に、政府の行動計画に基づき、都道府県の行動計画の作

成が規定されていたためだ。県は２０年初頭、この行動計画を改めて精査したが、渡邊

和彦副知事は読売調査研究機構のヒアリングで、「実態に合っておらず、あまり役に立

たなかった」と打ち明ける。 
行動計画は全９２ページで、分量的には相当長い。①未発生期、②海外発生期、③県

内未発生期、④県内発生早期、⑤県内感染期、⑥小康期――と段階別に実施すべき事項

などが一応は書かれているが、一般的な内容に終始していた。１５年３月にはガイドラ

インも作成したが、厚労省が示した「ひな型」に基づいているものの、実際に感染者が

出た場合、医療機関にどう振り分けるかなど、肝心の具体的な運用方法が示されていな

い。医療現場の意見も反映されていなかった。マスクや医療用機材などの確保に言及し

ていたが、備蓄量の記載はない。実際、コロナ発生時に県の備蓄はほとんどなかった。

０９～１０年に流行した新型インフルは山梨県へほとんど波及しなかったため、行動計

画に対する県庁内の関心や優先度が低かったことが影響したとみられる。 
もっとも、こうした状況は、山梨県に限らず、政府や全国の自治体に共通していた。
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県は、この行動計画に見切りをつけ、総合政策部（現・知事政策局）を中心に全庁的な

初動体制の整備を進めた。 
 
第４節 重大感染症危機管理協議会 
 一部の関係者以外にはほとんど知られていないが、県がコロナ禍前、重大感染症に対

応するための準備を進めた時期もあった。１６年度に重大感染症緊急医療ネットワーク

整備事業として県予算を組み、１７年度から３か年計画（１６年度に一部前倒し）でハ

ード、ソフト両面の感染症医療体制の見直しに着手していたのだ。 
１４～１５年の国内外でのエボラ出血熱の発生を受けた厚労省の事務連絡（１６年６

月２９日付）を踏まえ、県内の医療体制を確認したところ、多くの課題が見つかった。

具体的には、①重大感染症発生時の一般患者受け入れ（診療）体制ルールの未整備、②

関係機関の連携体制が未構築、③外部からの医療従事者の応援体制が未整備、④専門的

知識を持つ医療従事者の不足――の４点だ。いずれも１４年作成の県の新型インフル対

策行動計画には詳述されていない内容だ。 
 こうした課題を解決するため、県は１７年２月、県医師会や、県内の感染症指定医療

機関（県立中央、市立甲府、北杜市立甲陽、山梨厚生、富士川、大月市立中央、富士吉

田市立の７病院）、感染症の専門家、保健所、消防、警察などがメンバーとなる「重大

感染症危機管理協議会」を設置し、第１回会合を開いた。その場で、①感染症指定医療

機関の体制の検討・見直し、②重大感染症の発生時の関係機関との連携、ルール作り、

③重大感染症の発生時に備えた訓練や研修方法――などが協議事項として示された。 
 協議事項で示された問題意識は、コロナ対応にも確実に役に立つ内容だ。協議会には、

山梨大病院の井上医師や県立中央病院の三河医師も参加していた。１７年度は、中北保

健所の古屋好美所長（現・甲府市保健所長）や井上、三河両医師らを中心に医療機関の

役割分担などを決めるマニュアル作成に向けた議論を進めた。医療、消防、行政関係者

らを対象とした「やまなし感染症対策セミナー」も３回開いた。 
 セミナーでは、感染のシミュレーションに基づいたグループワークを実施。「感染率

２５％・致命率２％」の新型インフルエンザが発生したと想定し、各保健所管内の医療

資源などを踏まえ、①患者の症状から治療の優先度を決めるトリアージをどう行うか、

②多数の外来・入院患者にいかに対応するか、③患者をどう搬送するか――などの課題

について議論した。 
 １８年３月には、２回目の全体会合を開き、進捗状況を報告した。ところが、その後、

全体会合が開かれることはなかった。当時の担当者は「マニュアルがまとまらなかった

ので、全体会合を開く環境が整わなかった」と話す。１８年度もセミナーを２回開催し、

保健所単位の会議や訓練も行われたが、県全体としての感染症医療体制の見直し作業は

進まなかった。 
 せっかく着手した重大感染症対策がしりすぼみとなった理由について、小島感染症対
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策統轄官は「コロナ前は、感染症に対する危機意識は低く、優先順位が低かった」と振

り返る。三河医師は「県庁内の人事異動があり、体制が変わったことで協議会の動きが

鈍くなった」と指摘する。 
 当初は、「１７年度にマニュアルを作成し、１８年度にそれに基づく訓練を実施し、

１９年度にマニュアルの見直し作業を行う」というスケジュールを想定していた。しか

し、実際に対応可能なマニュアルの作成には、病床や診療にあたる医師や看護師を確保

する方法や手順を決めておく必要がある。コロナの初動では、感染症指定医療機関でさ

え、すぐに対応できる病床は少なかった。未知の感染症に対する関心が低かった当時、

県医師会や医療機関との調整は容易ではなく、県の担当者の人事異動に加え、福祉保健

部内でも慎重意見が出たことなどで、マニュアル自体が完成しなかった。１９年２月に

長崎知事が就任した後も、この協議会の議論が引き継がれることはなかった。 
 それでも、この協議会で中心的な役割を果たしていた井上、三河両医師が今回のコロ

ナ専門家会議のメンバーに選ばれたこと、また、１８年度以降も各保健所単位で関係者

を集めた感染症対策の会議や訓練を行っていたことで、「お互い顔の見える関係作りが

できていたので、コロナ対応が潤滑に進んだ」（ある保健所課長）との指摘もある。こ

の間の取り組みが全く役に立たなかったわけではないと言える。 
 
第５節 緊急事態措置の発表 
 全国的なコロナの感染拡大を受け、政府は２０年２月下旬、イベント自粛や学校の臨

時休校を相次いで要請した。県も政府に足並みをそろえ、２月２７日に県立施設の臨時

休館や、県主催イベントの中止・延期などを発表した。 
 ３月２７日には、①感染拡大防止と医療提供体制の整備、②県民生活に与える影響の

最小化、③県内経済の安定化・反転攻勢に向けた対策――を柱にした総合対策を発表し

た。２月補正予算に１４億５４２８万円を計上し、ＰＣＲ検査体制の強化やコロナ病床

確保、人工呼吸器などの整備、信用保証料の半減による企業支援などに取り組んだ。 
４月７日に東京、大阪など７都府県に新型インフル特措法に基づく緊急事態宣言が発

令され、１６日には山梨県を含む全都道府県が対象になった。これを受け、長崎知事は

１９日、県としての緊急事態措置の内容を発表した。①生活の維持に必要な場合以外の

外出や、県境をまたいだ移動の自粛、②感染リスクの高い施設の使用停止、③催し物の

開催停止――などを県民に要請した。大型連休前の２４日には、県外在住者に観光やレ

ジャー、不要不急の帰省などのための来県自粛を要請した。２８日には、新潟、長野、

山梨、静岡の４県知事が「苦渋の決断です！観光地へのお越しは自粛願います」とする

共同宣言を発出した。 
政府は５月４日、緊急事態宣言を同３１日まで延長した。しかし、感染者が減少傾向

にあった山梨県は、感染拡大防止と社会経済活動の両立にいち早くカジを切った。５日

には、外出自粛要請を緩和するとともに、感染拡大予防ガイドラインの策定を各業界団
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体などに要請した。９日には、感染症に強い「超感染症社会」への移行戦略となる「や

まなしグリーン・ゾーン構想」のスタートを表明。１４日に山梨を含む３９県で緊急事

態宣言が解除されると、長崎知事は１９日、グリーン・ゾーン構想の方向性として、利

用者の安心・信頼を得るための飲食店の「認証制度」を創設することを表明した。 
 
第６節 物資の確保 
第１項 備蓄計画 

新型インフル特措法１０条は、都道府県知事らに「政府行動計画、都道府県行動計画

の業務計画で定めるところにより、必要な医薬品その他の物資及び資材を備蓄し、整備

しなければならない」と規定している。だが、法令や政府行動計画は、個人防護具（Ｐ

ＰＥ）などの具体的な品目や数量には言及していない。１４年作成の山梨県の行動計画

も同様だ。長崎知事は「感染症対応としての県の備蓄はほぼ存在しなかった」と話す。 
病院には医療用マスクや防護服などの一部の衛生物資の備蓄はあったが、それだけで

は足りない。県は、様々なツテをたどり、入手に努めた。特に２０年２～３月頃は、あ

らゆるコロナ関連の物資が市場でも不足しており、県内企業に加え、県外や中国、ベト

ナムなどの企業にも打診した。東京都にお願いして、医療用ガウン５００枚を譲っても

らったこともあった。使用期限が迫っているガウンだったが、医療機関などに配布し、

当座の不足をしのいだ。当時、総合政策部長だった渡邊副知事は「とにかく大変だった。

あらゆる方面にあたって、かき集めたというのが実態だ」と振り返る。 
 県は３月２６日、衛生物資の確保供給体制を構築するために、産業政策課長がトップ

を務める「物資班」を設置した。物資班はその後、総合対策本部の医療部に組み込まれ

た。産業政策課が指揮したのは、本来の担当である福祉保健部がコロナ対応に追われて

いたうえ、自然災害時に物資を供給する担当だったためだ。 
 まず取り組んだのは、マスクなどを中心に集まった寄付物品や、県の購入品、政府か

らの支給品などを庁内の会議室などに保管し、医療機関などに配送する作業だった。 
 当時、物資班には、どの病院にどの物資があり、どれだけ不足しているかという情報

がなく、各病院に問い合わせて調査した。その後、全国の医療機関から医療資材の備蓄

状況などを厚労省に報告するシステム（Ｇ－ＭＩＳ）が稼働したため、各病院の物資不

足状況を迅速に把握できるようになった。その結果、医療機関の個別の要請を待たずに、

県が物資を配布する「プッシュ型支援」に取り組んだ。 
 ５月の連休明けからは、産業政策課が持続化給付金などに対応するため、物資班は福

祉保健総務課の担当に替わった。この頃になると、保管場所の県庁の会議室などが物資

であふれるようになったため、購入物資などはできる限り医療機関などに直接配送した。 
 子ども用マスクが不足していたことを受けて、県は５月から「手作りマスクプロジェ

クト」を始めた。コロナ禍のあおりを受けた障害者就労支援施設の支援も兼ねて、県が

布製マスク製作を各支援施設に発注し、９月までに約２万７０００枚を保育園、幼稚園、
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児童養護施設に配布した。 
 ６月に入ると、物資供給が一段落したため、長崎知事は、衛生物資の備蓄計画の作成

を指示した。２０年１２月末までに３か月分以上を確保する計画で、①医療機関は院内

在庫が逼迫した場合、②社会福祉施設は３２施設でクラスターが発生した場合――をそ

れぞれ想定したものだ。 
まず医療機関や社会福祉施設などに調

査し、１か月分の必要量を推計・算出し

た。その結果を基に、サージカルマスク２

０９万４４００枚、Ｎ９５マスク７万５

６００枚、アイソレーションガウン２５

万７６００着、手袋６８７万５０００枚、

フェイスシールド７万４８００枚、防護

服５０００着、ゴーグル６万５６００個

などを確保・備蓄した。 
 

第２項 流通備蓄の導入 
２２年９月２８日に富岳通運（甲府市）が県内最大級の物流拠点となる「山梨中央ロ

ジパーク」（中央市）の営業を開始することに伴い、県は「流通備蓄」という新たな仕

組みをスタートさせた。県がロジパーク内に倉庫を借りて、必要な衛生物資を備蓄。仲

卸業者に委託し、通常時は備蓄相当分を民間に流通させながら在庫管理する方式だ。緊

急時には、備蓄相当分からクラスター発生施設や医療機関などに配布する。ＹＣＤＣの
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感染症対策企画グループが制度設計した。２２年９月補正予算で１８１９万円を計上し、

まずは手袋とフェイスシールドから始め、順次、対象を広げていく予定だ。 
 県が備蓄しているマスクやガウンなどは使用期限があるために、３～５年のサイクル

で買い替えが必要となる。流通備蓄の場合、管理料や出庫・検品料はかかるが、一度だ

け購入すれば、その後の買い替えが不要になるという利点がある。県の試算では、２８

年度に流通備蓄の累積費用が現在の備蓄方式を下回り、全体のコストが逆転するという。

感染症対策企画グループの植村武彦感染症対策企画監は「膨大な物資を常に新しい状態

で備蓄でき、長期的にはコスト削減にもつながる」と説明する。 
 
第２章 保健所体制 
第１節 実働体制の強化 
第１項 行政改革の対象 
 保健所は地域住民の健康を支える中核施設で、地域保健法に基づき都道府県や政令市、

中核市などに設置されている。 
１９９４年に保健所法が地域保健法に改正されたことに伴い、保健所の業務は大きく

変わった。地方分権の流れに沿ったもので、母子保健分野など住民に身近な保健サービ
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スは、市町村の設置する保健センターに移譲された。保健所は引き続き、残る広域的・

専門的な業務を担った。コロナ禍前は、保健所の役割は今ほど重視されておらず、事実

上、行政改革の対象となり、施設や人員が減らされた。保健所は９６年度時点で全国に

８４５か所あったが、２０２０年度時点では４６９か所に集約された。 

 山梨県でも、０６年度に８つあった保健所を統廃合し、中北（甲府市）、峡東（山梨

市）、峡南（富士川町）、富士・東部（富士吉田市）の４保健所体制となった。県の担当

者は「身近な住民サービスが市町村に移譲されたことなどに加え、保健所が集約された

ため、保健所職員は３割程度減った」と話す。 

 １９年４月に甲府市が特例市から中核市へ移行したことに伴い、甲府市保健所が甲府

市を、県中北保健所（韮崎市）が残る韮崎、南アルプス、北杜、甲斐、中央の５市と昭

和町をそれぞれ管轄することになった。 

 正規職員の数は２２年４月時点で、中北が５１人、峡東が３２人、峡南が３０人、富

士・東部が４５人、甲府市保健所が４１人で、応援職員などで対応したため、コロナ禍

前からほぼ変動していない。 
 
第 2 項 広範な業務 
 ２０年以降のコロナとの闘いで、県内の保健所は極めて広範な業務を担った。県民か

らの電話相談に始まり、感染の疑いのある人の検体採取・搬送や、陽性となった患者の

移送、感染ルートを探る積極的疫学調査、濃厚接触者の健康観察、患者の入退院の支援

などだ。峡南保健所の岩佐敏所長は「当初は民間企業への外部委託を行っておらず、あ

らゆる業務を保健所で完結しなければならず、とても大変だった」と振り返る。 
 県は、患者数や相談件数の大幅な増加などに伴う保健所業務の逼迫を踏まえ、保健所

の応援体制の強化に取り組んだ。まず２０年４月から保健師・看護師ＯＢ２０人を会計

年度任用職員として採用し、県の４保健所に配置して相談ダイヤル業務を支援した。さ

らに、４保健所を現地対策本部と位置づけ、近隣の出先機関職員（中北２１人、峡東、

峡南、富士・東部各１５人）が応援に入った。１１月からは保健所の負担軽減のため、

検体搬送や患者移送を民間企業に委託した。 
 富士・東部保健所の中根貴弥所長は「外部委託が進んだことで保健所の業務は軽減さ

れた。富士・東部保健所の管轄は広い。上野原市で採取した検体を、保健所職員がＰＣ

Ｒ検査を行う甲府市の県衛生環境研究所に運ぶのに、１時間以上かかる時もあった」と

話す。 
 ２１年夏の第５波で保健所業務が逼迫したことを受け、厚労省は１０月１日に保健所

体制の強化を求める事務連絡を出し、１１月末までに計画を立てるように求めた。これ

を受け、県と県の４保健所は、感染の５段階のフェーズ（局面）に従って、本庁などか

らも応援職員を派遣する体制を組んだ。１２月には６５人の応援職員を対象とした研修

会を開き、第６波に備えた。第５波で業務量が限界となっていた甲府市保健所も、感染
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拡大時には市役所から応援職員を動員する体制に組み替えた。 
 ただ、２２年１月からの第６波は、想定を大きく上回る感染の規模となったため、各

保健所の業務は混乱を極めた。中北保健所の津金永二所長は「政府の事務連絡に伴い、

体制を組んでいたが、１月中旬の段階で計画が崩壊した」と振り返る。中北保健所の１

日最大の感染者想定は５１人だったが、１月１７日には６２人、その後も感染者が増え

続け、２４日には１６６人に上った。県からの追加の応援には時間がかかったため、積

極的疫学調査の簡素化などで対応するしかなかった。 
 全国的に保健所業務は逼迫しており、政府は２０年度に、関係学会や団体などを通じ

て潜在保健師らを保健所などに派遣する仕組み「ＩＨＥＡＴ」を創設した。しかし、県

内在住の登録者はいるものの、その多くが企業や施設などに所属しているため、急な応

援要請に対応するのは難しく、２１年度までで県内に派遣されたケースはなかった。 
 
第２節 相談体制 
 県は２０年１月２９日、健康増進課に一般相談窓口として、コロナ専用相談ダイヤル

を設置した。２月１０日には有症状者や接触者向けに、各保健所に「帰国者・接触者相

談センター」を設けた。発熱や風邪の症状、味やにおいが分からないなどの症状がある

人の相談に応じ、ＰＣＲ検査や「帰国者・接触者外来」の受診を勧める役割を担う。一

般相談ダイヤルは５月に民間企業に外部委託したが、帰国者・接触者相談センターは保

健所職員が担ったままだった。峡東保健所の櫻井希彦所長は「有症状者が保健所に電話

をかけてきて、保健所が地域の病院の外来を紹介していた。本人に検査結果を通知する

のも保健所だった。そうした昼夜を問わない対応で、職員は疲弊していった」と話す。 
 厚労省は９月４日の事務連絡で、季節性インフルエンザとコロナの同時流行に備え、

相談・受診体制の見直しを求めた。インフルとコロナの外見上の症状は似ており、すぐ

には判別ができない。感染が疑われる人を診察し、陽性者を重点医療機関につなぐ帰国

者・接触者外来をパンクさせないためにも、相談・受診体制を拡充しなければならない

という危機感があったためだ。 
 この事務連絡を踏まえ、県は１１月、新たな相談・受診体制を導入した。コロナ感染

の疑いのある者は原則、かかりつけ医などの身近な医療機関に相談する。相談先に迷う

場合は、一般相談のダイヤルと帰国者・接触者相談センターを統合して、新たに設置し

た甲府市以外の４保健所の「受診・相談センター」に相談するというものだ。４センタ

ーの業務は、保健所の負担軽減のため、民間に外部委託し、土日祝日を含めた２４時間

対応の看護職などを常時配置した。甲府市は、日中は保健所が相談業務を担い、夜間は

甲府市医師会に委託した。受診体制については第３部で詳述する。 
 ２０年２月１０日から２２年９月末までの保健所などへの相談件数は全体で１６万

６７１０件。内訳は、中北保健所が１万９２８８件、峡東保健所は１万１３０件、峡南

保健所は６３１４件、富士・東部保健所は１万８７５件、甲府市保健所は４万２７５６
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件、受診・相談センターは７万７３４７件となっている。 
 
第３節 積極的疫学調査 
 保健所が当初、最も苦労した業務は、感染症法１５条に基づき、患者から情報を聞き

とり、感染経路や濃厚接触者を特定する「積極的疫学調査」だった。濃厚接触者は、患

者の発症日の２日前以降に接触し、①患者と同居あるいは長時間の接触、②適切な感染

防護なしに患者を診察・看護・介護、③近距離で必要な感染予防策なしで、患者と１５

分以上接触――のいずれかに該当する人が対象となる。 
初期の段階では、患者への聞き取りの際、発症日の１４日前までの行動歴を調査した。

保健所担当者は「東京から来た場合は、バスのどの席に座ったかまで細かく聞いた。立

ち寄った店などに確認の電話もした。最初は慣れていなかったので、この作業に相当な

時間がかかった」と話す。 
未知の感染症に対する不安などから、感染者が正確な行動歴を明かさないケースもあ

った。２０年３月６日に県内で初めて感染が確認された６０歳代の会社員男性は「症状

が出てからは自宅で療養していた」と説明していたが、後になって、発症後も副業先の

コンビニエンスストアで働いていたことがわかった。これを機に、県は感染者の行動把

握体制を強化するため、遊軍的な「感染症対策特別チーム」（２５人）を設置した。事

情聴取などの経験がある県に出向中の県警職員をメンバーに加え、保健所職員に同行さ

せることで、調査の精度を高めるよう努めた。このチームは聞き取り調査が軌道に乗る

２０年夏頃まで支援を行った。 
 積極的疫学調査は当初、保健所の保健師らを中心に行ってきたが、２１年に入ると、

電話の聞き取り調査の手順やポイントなどをまとめたマニュアルを作成し、事務職員も

疫学調査の応援に投入するようになった。この頃になると、発症前後の接触歴を重点的

に追うように調査内容がシフトしてきた。２１年夏に感染者が急増した第５波では、積

極的疫学調査を何とか実施することができたものの、入院勧告の文書処理が遅れるなど

業務が停滞した保健所もあった。 
 想定を大きく上回る感染者が出た２２年１月からの第６波では、保健所がすべての積

極的疫学調査を行うのが困難となった。感染・伝播性が高い一方、重症化率が低いオミ

クロン株の特性を踏まえ、１月２８日に、職場などで判明した感染者については、濃厚

接触者の特定などを各事業所などに委ねる方針に転換した。６月１日からは調査対象を

重症化リスクが高い医療機関や高齢者施設などに重点化し、濃厚接触者の行政検査の一

律実施も廃止した。詳しくは第４部で説明する。 
 
第４節 感染者情報の管理 

県は感染者情報の把握・報告にも労力を要した。保健所は、医師から陽性者発生の連

絡を受けると、陽性者から健康状態や行動歴などを聞き取り、エクセルによる情報収集
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シートを作成して、県総合対策本部の「情報班」にメールで送付。「入院調整班」など

に提供される。 
情報収集シートは第３報まで作成する。第１報では、患者の基本情報、現在の症状、

基礎疾患などを記入する。患者の入院・入所の判断に必要なため、３０分以内を目安に

送付する。第２報は、行動歴・濃厚接触者などを１時間以内に記入。第３報では、濃厚

接触者の検査結果が判明し次第、入力する流れだ。この内容に修正、追加が生じた場合

は、随時報告しなければならない。調査票作成に携わった担当者は「１人の情報をどん

どん上書きしなければならず、患者が増えると、管理が大変だった」と語る。第６波の

途中までは、総合対策本部は保健所から受け取った患者の調査票の内容をホワイトボー

ドに貼り出し、県全体の状況を把握するというアナログ的な手法をとっていた。 
これとは別に、感染症法に基づき、政府にコロナ患者の状況を報告する作業もあった。

厚労省が２０年５月から運用している「新型コロナ感染者等情報把握・管理システム（Ｈ

ＥＲ－ＳＹＳ）」を利用した発生届の入力だ。本来は、診断した医師が入力するが、発

生届をファクスで保健所に送る医師もいるため、保健所が入力を代行するケースも少な

くない。ＨＥＲ－ＳＹＳに入力する発生届は氏名、生年月日、診断日、ワクチン接種回

数、重症化リスク因子となる疾病の有無など項目が多く、手間がかかるためだ。保健所

の課長経験者は「パソコン操作を負担に感じる医師の方々にやってくださいとは言いに

くかった」と打ち明ける。 
保健所は、県が入院調整などのために行う疫学調査票の作成という業務に加え、政府

に報告する発生届の管理・作成代行という二重の作業を強いられた。 
患者情報の管理業務の効率化は大きな課題だったが、２２年２月の新たな管理システ

ム「ヤマビス」の導入により、保健所と県総合対策本部の情報共有が格段に効率化され

た。９月２６日には、全国一律でコロナ患者の「全数把握」が見直されたことで、重症

化リスクが比較的低い６５歳未満に関しては発生届提出の対象外になった。 
 
第３章 検査体制 
第１節 検査能力の推移 
 コロナ感染の有無を調べる行政検査は、①ＰＣＲ検査、②抗原定量検査、③抗原定性

検査――の３種類がある。 
ＰＣＲ検査はウイルス遺伝子（核酸）を増幅して検出する検査法だ。抗原検査はウイ

ルスの構成成分のたんぱく質（抗原）を特異な抗体を用いて検出する検査法で、専用の

分析機器で調べる抗原定量検査と、簡易キットなどを使う抗原定性検査に分けられる。 
 抗原定性検査は、無症状者や、発症から１０日目以降の有症状者への検査には適して

いない。医師の判断で発症９日目までの確定診断に用いることができるが、ＰＣＲ検査

や抗原定量検査に比べて精度が低いため、「感染が広がっていない時は偽陽性の確率が

高いため、初期の段階ではＰＣＲ検査が重視されてきた」（担当者）。一方で、感染拡大
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地域の医療機関や高齢者施設などで幅広く検査する際のスクリーニングなどの用途で

使用することは有効とされている。 
 ２２年９月２８日までの県内の累計行政検査数（ＰＣＲ検査、抗原定量、抗原定性検

査の合計）は、６７万５５２０件（県衛生環境研究所で７万７０１件、医療機関などで

６０万４８１９件）だ。人口１０万人あたり約８万３０００件で、県民１人が０.８回受

けた計算になる。７日間平均検査数の最大は、第７波の２２年 7 月１９日～２５日の２

７３５件だった。ＰＣＲ検査と抗原定量検査は２２年１０月末時点で、県衛生環境研究

所や県内の５５医療機関、県が委託契約を結んだ２民間検査機関で行われている。 
 １日当たりの検査能力の推移は下記の図の通りで、着実に拡大してきた。この節では

ＰＣＲ検査の能力向上に絞って説明する。 
 

 
 ２０年２月、感染の疑いのある患者から採取した検体を検査するため、県衛生環境研

究所でＰＣＲ検査を開始した。帰国者・接触者外来で行うＰＣＲ検査が保険適用となっ

たため、３月６日に山梨大病院、３月１０日に県立中央病院でも本格的に検査が始まっ

た。２月県議会の補正予算で検査機器を整備した。この段階での県内のＰＣＲ検査能力

は１日最大８６件だった。 
 長崎知事は「感染者の早期発見、早期治療のためにはしっかりとした検査体制が必要

だ」として、２次医療圏ごとの検査体制の整備を指示した。２０年度は４月補正予算で

富士吉田市立病院、大月市立中央病院、６月補正予算で富士川病院や民間検査機関など
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にも検査機器を配備した。 
 ５月８日からは、県の補助事業として、軽症者・無症状者を対象に、山梨大病院がド

ライブスルー方式のＰＣＲ検査を始めた。７月から開始した厚労省の接触確認アプリ

（ＣＯＣＯＡ）で通知のあった人を対象とした県独自の無料検査は、ドライブスルー検

査で対応した。 
 こうした対応の結果、行政機関における人口１０万人当たりのＰＣＲ検査人数（１月

１５日～７月３１日）は９３０件で、東京都の１８３件や大阪府の３８９件を大きく上

回り、初期段階では全国トップクラスの検査実績を構築した。 
１１月からは保健所の検体搬送業務を外部委託するなど、新たな検査体制がスタート

した。このほか、富士吉田医師会が独自の検査センターをつくり、同月から検体採取と

検査を実施したのに続き、甲府市と甲府市医師会も１２月から甲府市地域医療センター

に全自動ＰＣＲ検査機器を導入した検査室を新設し、かかりつけ医で採取した検体の検

査を始めた。県全体で検査体制の強化に取り組んだ結果、２１年４月の調査ではＰＣＲ

検査能力は１日最大１２００件となった。 
さらなる検査体制の強化に向けて、８月に入り、県内の医療機関にＰＣＲ検査機器を

整備するため、９月県議会の補正予算に１億６０００万円を計上。１２月末までに１４

施設に計２３台の検査機器が設置された。さらに、衛生環境研究所の検査能力の強化に

より、２２年４月の県内の検査能力は最大２５８３件に上った。その後も、６月県議会

の補正予算で、医療機関１３施設に１６台（抗原定量検査機器も含む）を整備する予算

を計上。１０月時点の検査能力は最大２８３２件となっている。 
 

 
 
厚労省が２２年５月にまとめた都道府県別の検査の需要と能力の見通しなどによる

と、１０万人あたりの１日のＰＣＲ検査能力は山梨県が３１９件で、全国平均の５４５

件を下回っている。ただし、検査需要の見通しが１日５４８１件であるのに対し、検査

能力は１日７０２４件（ＰＣＲ２５８３件、抗原定量１４４５件、抗原定性２９９６件）

で、検査能力が需要見通しを上回っている。県はコロナ初期から衛環研、山梨大病院、

県立中央病院を中心に、２次医療圏ごとの検査体制の整備に取り組んできており、県の
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担当者は「検査ができなくて困ったという状況はなかった」と説明する。 
 
第２節 無料検査 
 政府は２１年１１月、第６波に備えて、①ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業、

②感染拡大傾向時の一般検査事業――の２種類の無料検査事業を打ち出した。 
このうち、①のワクチン・検査パッケージ制度は、イベント主催者や飲食店などの事

業者が、利用者のワクチン接種歴か検査結果の陰性を確認することにより、まん延防止

等重点措置などに基づく行動制限を緩和するものだ。検査の対象は、「健康上の理由」

でワクチンを接種していない人か１２歳未満の子どもに限られる。 
県は検討の結果、この「健康上の理由」について自己申告を認めず、医師の意見書を

つけることを求めた。条件を厳格化したのは、安易に自己申告を認めれば、ワクチン接

種が鈍化しかねないと考えたためだ。ワクチン・検査パッケージ事業の検査は２２年１

月１１日に始まったが、条件が極めて厳しかったことに加えて、②の一般検査を簡単に

受けられることなどから、３月３１日までの検査数はわずか２０件（陽性者数０件）に

とどまった。 
一方、②の一般検査について、県は２１年１２月３１日、過去２週間以内にオミクロ

ン株の市中感染が確認されている都道府県に滞在、または滞在歴のある人と接触があり、

不安を感じる無症状者を対象にスタート。２２年１月５日には、対象を無症状者全体に

一気に拡大した。オミクロン株の感染が広がる中、登録薬局で無料の抗原定性検査がで

きるという手軽さもあり、検査数は急激に伸びた。県内の登録薬局は１４１件（２１年

度）で、事業がいったん終了した３月３１日までに検査数は２万２６５５件（陽性者数

２２４件）に上った。２２年度の無料検査については第４部で詳述する。 
また、県は２２年３月、抗原定性検査キットの不足に備えて、６０００回分の検査キ

ットを備蓄した。約２８０の診療検査機関に２０回分ずつを配布する想定だ。これまで

キットは医薬品医療機器等法（薬機法）の体外診断用医薬品に該当するため、販売には

許可が必要で、配布ができないと考え、県は備蓄してこなかった。しかし、２２年１月

に厚労省から「感染拡大防止のため、自治体などからキット配布する際の販売業の許可

は不要」との見解が示されたため、備蓄することにした。 
第 7 波の感染拡大により、県内でキットが品薄になったことを受け、県は 7 月、備蓄

していたキットについて県医師会を通じて診療・検査医療機関に配布した。その後、県

がキットを大量購入したことで、１０月末時点の備蓄量は３万回分となっている。 
 
第３節 衛生環境研究所 
 県衛生環境研究所（甲府市）は１９４９年に県立医学研究所として創設された。現在、

県の保健衛生行政の科学的、技術的な中核施設として、保健所や各部局と緊密に連携し

ながら、調査研究や試験検査などを行っている。職員数は２０２２年１１月末時点で３
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５人。衛環研は厚生省（現・厚生労働省）の設置要項に基づき、都道府県や政令市、中

核市の一部に設置されている。自治体に設置義務はなく、中核市である甲府市にはない。

このため、甲府市は検査業務を衛環研に委託する形をとっている。 
 コロナ対応を巡っては、初動から県内のＰＣＲ検査の中核を担った。２０年 1 月中旬

に国立感染症研究所でリアルタイムＰＣＲ法によるコロナの検査方法が確立されたこ

とから、衛環研のウイルス科職員２人が国立感染症研究所の技術支援を受け、１月下旬

には山梨県でも検査できる体制ができた。２月に入ると、クルーズ船の乗客らの検査を

実施。３月６日の県内初の感染者の検査も行った。その後、検体数が増えたため、関係

機関と協議し、受け入れを１日３回（午前１回、午後２回）とし、検査を集約した。 
 ４月からは技術職員を３人増やして５人体制とし、ＰＣＲ検査経験のある県福祉保健、

農政両部の職員が応援に入ることにした。目下の課題は検査に習熟した職員の育成だが、

「検査には、ウイルスのＲＮＡ遺伝子抽出など専門的な技術が必要だ。結果がすべてで、

責任も重い。日常業務をこなしながら、未経験者が検査技術を習得するには相当の時間

を要する」（衛環研所長経験者）とされる。感染が急拡大した第６波では検査対応の職

員をさらに２人増やし、受け付け業務に対応する職員も増強した。 
 第５波が落ち着いた２１年秋頃からは、衛環研の検査能力のさらなる強化に向けた検

討を実施した。衛環研は２０年秋から１日最大１６０件の検査能力を保有してきたが、

第５波では高齢者施設や学校などでクラスターが発生したため、こうした集団の検査を

衛環研が担う必要が生じたからだ。 
１９７１年に建設された衛環研の建物は老朽化が激しく、検査能力を増やすための機

器の増強などには新たな検査棟が必要となる。ただ、検査棟の新築には時間がかかるた

め、約５億円を投じて２段階で検査体制を強化することを決めた。まずは２０２１年度

内に、既存の建物の会議室をつぶして仮検査室として転用し、検査の前処理に必要な機

器を整備することで、検体処理能力を高めた。１９年度から２０年度末までに衛環研に

は４台のＰＣＲ検査機器が整備されたが、前処理能力が不足していたため、１日最大１

６０件の検査能力にとどまっていた。作業の安全性や効率性を考慮すると、仮検査室は

恒久的な施設には不向きだが、これにより１日の処理能力は最大７４０件に増えた。新

たな検査棟整備を巡っては、２２年度に増設場所を確保する解体工事に着手し、２３年

度に建設工事に入り、２４年７月から稼働する方向だ。 
 
第４節 ゲノム解析 
 長崎知事は２１年６月５日の臨時記者会見で、変異株を早期に特定するためのゲノム

解析調査を、県立中央と山梨大の２病院に委託することを表明した。これまでは変異株

の特定を国立感染症研究所（東京都）に依頼してきたが、解析結果判明までに１～２週

間かかっていた。県内の病院への委託により、結果判明までの期間が２～３日程度に大

幅に短縮された。 
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 変異株への置き換わりが進む中、政府は都道府県にゲノム解析の推進を求めていた。

早期に変異株の流行状況を把握し、感染拡大の兆候をつかむことで、変異株の特性に応

じた感染防止対策や、適切な医療の提供にもつながる。 
 県は入手したゲノム解析の情報を踏まえ、県民に注意喚起を促している。一例を挙げ

ると、２２年７月２日にオミクロン株の派生型「ＢＡ.５」の患者３人が県内で初めて確

認された際、プレスリリースを発表した。変異株の感染状況を説明したうえで、専門機

関などの情報を基に、重症化リスクは既存のオミクロン株と同程度で、「ＢＡ.２」より

も感染力が強いことなどを指摘。今後の感染拡大に備え、基本的な感染防止策を徹底す

るよう要請した。 
 ２１年度の委託実績は、県立中央病院が７３７件（３１２６万円）、山梨大病院が２

０２件（７８８万円）。２２年度の１１月末時点の実績は、県立中央病院が２６１件（３

４５万円）、山梨大病院は４２１件（１６４２万円）となっている。 
 
第４章 山梨県感染症対策センター（ＹＣＤＣ） 
第１節 体制構築 
 長崎知事は２０年５月２２日の記者会見で、感染症対策について「今回の様々な経験

が一過性に終わるような事態は避けるべきだ」と述べ、庁内に常設の感染症対応の専門

機関を設立すると表明した。知事政策局に「疾病対策推進グループ」を同２７日付で設

置し、専従職員３人を中心に２１年４月のスタートに向けて新組織の検討作業を進めた。 
 知事が目指したのは、感染症対策の立案から実行まで一元管理できるような組織だ。

県庁内の縦割り意識を排し、「独立性を持った専門組織」として、「高い権威と権限」を

持たせるとともに、コロナ対応を通じて得た知見を継承・蓄積し、より高度な対応に生

かせる組織とするという、極めて高い目標を掲げた。 
 知事の記者会見直前に、疾病対策推進グループの責任者（政策参事）の内示を受けた

佐野満広聴広報監（現・総務部次長兼人事課長）は「知事とブレーンストーミングを続

けながら、徐々に構想を具体化させていった」と振り返る。 
 推進グループは２０年５月２７日、藤井充知事政策補佐官（現・ＹＣＤＣ総長）と成

島春仁福祉保健部理事（現・福祉保健部長）を交えて、今後の進め方を協議した。６月

１日に知事と面会し、改めて知事の考えを確認し、組織設計の検討を本格化させた。知

事からは「健康増進課の感染症対策を担うとともに、発生する未知の感染症に備えた人

材育成や訓練計画の立案、備蓄の確保などを行う組織にしてほしい」と指示された。あ

くまでも感染症に特化した組織をイメージしており、経済対策を所管しない考えも伝え

られた。 
 これを受け、推進グループは現状の問題点を探るために、総合対策本部の各班や保健

所、医師会や消防本部などを対象にアンケート調査を実施した。その結果、①感染症の

知見を有する人材の育成・確保、②組織的な情報収集・発信体制の強化、③計画的な備
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蓄――などの課題が浮かび上がった。さらに、山梨大の島田学長や県立中央病院の小俣

政男理事長らを訪問し、今後の連携や協力を要請した。広島県や東京都などの先進事例

の情報も収集し、組織設計の参考にした。 
 推進グループが最も頭を悩ませたのは、医師など専門家による諮問組織を含めた新組

織の形態だった。８月２４日の知事への説明で、①知事に助言する専門家の諮問組織を

付属機関として常設、②専門家の付属機関に加え、感染症対策が専門の課を福祉保健部

内に新設、③福祉保健部外に感染症対策専門の部局を新設、④福祉保健部外に感染症対

策専門の知事直轄組織を新設――の４案を提示した。①から④の順で現状からの変化が

大きく、④が最大の組織改革となる。佐野氏は「応援体制などの観点から、新組織を福

祉保健部に置く②案を現実解と考える」と説明したが、知事は④案を選んだ。その理由

について「福祉保健部内に置くイメージはない。いま知事政策局が実質的なコロナ対策

局になっているが、福祉保健部から独立しているおかげで全庁的な体制がとれている。

新組織を福祉保健部内に作れば、いずれ吸収されてなくなり、同じことの繰り返しにな

る」と説明したという。 
 知事政策局との業務の棲み分けについては、県民や事業者に対する協力要請は感染症

対策だけではなく、経済対策なども関係するため、部局間調整を含めて引き続き知事政

策局が担当することで調整が進んだ。 
名称は、感染症に関する調査・情報収集・分析などを行う米疾病対策センター（ＣＤ

Ｃ）にちなんで、「山梨県感染症対策センター」（ＹＣＤＣ、Yamanashi Center for 
infectious Disease Control and prevention）と決めた。総長には、前峡東保健所長で

専門家会議メンバーの藤井充知事政策補佐官を起用。実務責任者として「感染症対策統

轄官」という特別職のポストが新設され、小島良一福祉保健部長が就任した。 
 
第２節 所掌業務 
第１項 誤算 
 ＹＣＤＣの所掌業務の柱は、①感染症対策の司令塔としてのコロナ対策全般の統括、

検査・医療提供体制整備、情報発信、②未知の感染症に備えるための対策の検証、マニ

ュアル整備、訓練・備蓄、③中長期的な人材養成、継続の個別感染症対策――だ。 
 大きな誤算だったのは、２１年４月のＹＣＤＣ発足後まもなく第４波に見舞われ、さ

らに夏の第５波、２２年１月からは第６波が発生したことだ。その結果、ＹＣＤＣが日々

の感染症対応（①の業務）に追われ、中長期的な課題である②や③の業務にほとんど手

が回らなくなった。県幹部は「コロナが下火になると想定してＹＣＤＣを作ったが、感

染の急拡大で体制が追いつかなかった」と話す。 
 第５波以降、感染者が急増したことで、ＹＣＤＣは第３部や第４部で詳述する「退所

後ケア」や「ホームケア」の仕組みを新たに構築したが、運用は別の部署から人材をか

き集めて対応した。 
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それでも、③の業務として、２２年度予算には、山梨大医学部に県の寄付講座を設け、

現在は県内に１人しかいない感染症専門医を養成する事業を盛り込んだほか、クラスタ

ー発生時などに対応可能な感染症対策支援チームの養成にも取り組む方針を打ち出し

た。感染症の人材育成については第３部で詳述する。 
 

第２項 不十分な司令塔機能 
 知事直轄組織として設立されたＹＣＤＣは、県の感染症対策のすべてを担う司令塔の

イメージが強かったが、実際は知事政策局が県民や事業者への協力要請を含めた総合調

整を担当し、ＹＣＤＣは健康増進課が担っていた医療提供体制や検査体制の整備など感

染症対応を主に担当する形となった。２１年度に感染症対策統轄官補を務めた大久保雅

直農政部長は「急激な感染拡大で、検査体制の構築やクラスター対応、病床確保などに

終始し、県庁全体を俯瞰する余裕がなかった」と振り返る。長田公・知事政策局長は「感

染拡大防止だけではなく経済活動の観点を踏まえた調整を行うのは、知事政策局の方が

適している。ＹＣＤＣの調整部門のような感じだ」と話す。 
 一方で、感染症対応に特化したＹＣＤＣという新組織ができたことで、庁内に「コロ

ナ対応はＹＣＤＣだ」といった意識が広がる結果となった。ＹＣＤＣ幹部は「本来は業

務を担わなければならない部署が、コロナが関係すると、手を引いてしまう姿勢が目立

つ」と打ち明ける。側面支援にまわった福祉保健部も例外ではなかった。 
 コロナ関連の発熱外来や病床の確保などはＹＣＤＣが担い、医師、看護師の確保や通

常の医療体制を担当する福祉保健部は一歩引いた形になった。コロナの長期化、感染者

の増加に伴い、通常医療の提供を維持することが困難な状況も生じており、「福祉保健

部がもっと関わって、ＹＣＤＣと一体となって取り組んでいくべきだ」との指摘もあっ

た。 
 
第３項 情報収集・分析 
 ２１年４月のＹＣＤＣ発足に伴い、コロナに関する情報収集・分析は、ＹＣＤＣの感

染症対策グループ（２２年４月からは感染症対策企画グループ）が担当した。総合対策

本部の情報班が感染者の情報などを整理して、ホームページやＳＮＳなどで県内の新規

感染者数などを毎日公表している。さらに、感染状況や医療提供体制、検査体制を前週

と比較する「モニタリング週報」を出しているほか、属性別の感染状況を１か月ごとに

まとめている。また、２１年１１月には「第５波（２１年７～９月）の振り返り」とし

て、感染状況を整理したうえで、藤井総長が総括した文書を発表した。 
 ＹＣＤＣの真価が問われる分野だが、藤井総長は「データをまとめて特徴を整理する

ことで手いっぱいの状況で、一歩踏み込んだ分析ができていない」と認める。実際、情

報担当はＹＣＤＣの予算関連の業務や庶務も担当しており、担当者の１人は「その時々

のマンパワーでできる限りのことをやってきたが、限界があった」と打ち明ける。収集
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したデータは専門家会議にも提出されたが、専門家会議のメンバーの１人は「陽性者の

様々な傾向を調べてほしいが、ＹＣＤＣの業務負担を考えると、それをお願いしづらい

状況だった」と話す。 
 感染状況の分析に関しては、沖縄県が先進的な取り組みを行っている。県内外の疫学・

統計解析に関する学識経験者や医療従事者を集めて、「沖縄県新型コロナウイルス感染

症対策疫学・統計解析委員会」を設置し、２１年７月から毎週、発生動向報告を発表し

ている。メンバーは、沖縄県政策参与で沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケア科副部

長の高山義浩医師や京都大総合生存学館の水本憲治准教授ら６人だ。 
 報告に向けた具体的な流れは、県が日曜日にその週の感染状況などの基礎データを委

員会のメンバーに送付。各メンバーが手分けして、この県のデータを精査し、感染者の

実効再生産数の計算や政府のデータとの比較などを行い、委員会としてのデータを作成。

メンバーで議論したうえで、月曜日に高山医師が「今週の見通しと対策」をまとめ、原

則的に火曜日に発表している。沖縄県で第 7 波のピークを越えた２２年９月２７日を最

後にいったん休止したが、感染が急拡大した時には再開する予定だ。 
 県は基礎データを提供するだけで、この分析作業にはかかわっていない。高山医師は

「県の事務職員が分析まで行うのは難しい。ただ、高齢者施設の動向分析など、その時々

に必要だと判断したデータを県の担当にまとめてもらっている」と説明する。「今週の

見通しと対策」については、具体的でわかりやすい記述にするようこだわっており、「デ

ータの羅列では意味がない。政策決定につながるデータの分析と、市民のニーズに応え

る情報提供が重要だ」と強調する。 
 
第３節 グローバル・アドバイザリー・ボード（ＧＡＢ） 
 ＹＣＤＣの一つの特徴が、国内外の感染症問題の専門家による「グローバル・アドバ

イザリー・ボード」（ＧＡＢ）の設置だ。メンバーは、日本医師会の釜萢敏常任理事、

米コロンビア大医学部の辻守哉教授、昭和大学の二木芳人客員教授の３人。県が国内外

の研究機関や公衆衛生機関と直接のチャンネルを持つことで、最新の知見を得て、県の

コロナ対策に活用するという狙いがあった。 
 ＧＡＢは長崎知事の強い思いで設置された。コロナ発生初期、厚労省などから県が必

要な情報がなかなか伝わらなかった経験を踏まえたものだ。 
２１年４月７日には、ＧＡＢの第１回会合をオンライン形式で開催し、県内のコロナ

発生状況や今後の対策などについて意見を聞いた。釜萢氏は「専門人材の養成・確保が

非常に大事だ」と強調。二木氏は「病床の運用が非常に重要。医療機関と明確に役割分

担するなど、患者が増えたときの体制を再確認すべきだ」と語った。 
第１回会合後、ＹＣＤＣ事務局は、メンバーとメールなどでやりとりをしたが、目の

前のコロナ対応に追われる中、会議開催にまでは手が回らず、２１年度の全体会合は１

回にとどまった。２２年５月１９日に第２回会合をオンライン形式で開催したが、ＧＡ
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Ｂを活用できているとは言い難い状況だ。長崎知事も「残念ながら使いこなしていない。

改革が必要だ」と認める。 
 専門家の知見の活用という観点では、２０年１０月に設立された東京都の「東京感染

症対策センター」（東京ｉＣＤＣ）の活動が充実している。 
東京ｉＣＤＣには、知事に助言・提言する専門家ボードが設置され、座長を務める東

北医科薬科大の賀来満夫特任教授ら４０人以上の専門家がボードメンバーとして参加。

疫学・公衆衛生、リスクコミュニケーションなど９チームを構成している。さらに、感

染状況の予測やウイルスのゲノム解析、後遺症など特定の課題に対応した１１のタスク

フォースも活動している。 
 「都内主要繁華街における滞留人口モニタリング」や「変異株スクリーニング検査」、

「リスコミチームによる都民アンケート」など、それぞれのチームやタスクフォースが

事務局と連携して検討結果をまとめ、東京都のモニタリング会議に報告しているほか、

ＳＮＳなどでも積極的に情報発信している。 
 
第４節 専門家会議 
 コロナ対策に関して医療や公衆衛生の観点から実務的な助言を行う「ＣＯＶＩＤ－１

９専門家会議」は、ＹＣＤＣ設置に伴い、事務局が健康増進課からＹＣＤＣに移された。 
 メンバーは、知事が任命した藤井総長、県立中央病院の三河医師、山梨大病院の井上

医師に加え、県医師会の鈴木昌則副会長、県立中央病院の岩瀬史明医師、山梨大病院の

森口武史医師、隈部小児科医院理事長の隈部桂子医師だ。各保健所長らも参加している。

開催は原則毎週金曜日で、感染拡大時は週２回となる。２０、２１年度は計１３２回開

催され、２２年度も同様の頻度で実施されている。 
 専門家会議では、まず山梨県の患者発生状況などを事務局が説明し、その時々の重要

課題について専門家の意見を聞くという形式をとっている。感染状況の分析や高齢者施

設のクラスター対策や検査体制のあり方など、県のコロナ政策の課題や問題点などを専

門家が指摘し、今後の対策を具体的に議論、検討している。 
この会議は、クルーズ船患者の県内医療機関への受け入れをきっかけに２０年２月２

０日に設置された。所掌事項は①コロナのまん延防止、②入院・転院医療機関の調整―

―だったが、２１年度からは実態に合わせて、所掌事項の②を医療提供体制の整備に改

正した。専門家会議の議論は、病床確保に関する５段階のフェーズの判断や検査体制、

高齢者施設対策などで、県のコロナ政策に極めて大きな影響を与え続けている。三河医

師は「議決機関ではないが、県が講じる医療面のコロナ対策は、実質的に専門家会議で

決まるケースがほとんどだ」と語る。 
ただ、専門家会議の意見が反映されないケースもあった。自宅療養に関しては、２０

年夏から専門家会議で必要性が議論されていたが、ホームケアの導入は２２年１月にな

った。２２年２月に導入した学校などの感染対策の「新山梨方式」も、専門家会議に諮
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られずに導入された。メンバーの１人は、「政策決定の正式なラインではないので、立

場が曖昧な面もある」と指摘する。 
 

第５節 体制見直し 
 ＹＣＤＣの設置は、高い理想を掲げる野心的な取り組みだったが、２１年度について

は、十分に機能したとは言えなかった。この反省を踏まえ、県は２２年４月、ＹＣＤＣ

の事務局を担う知事直轄組織（２２年７月から感染症対策センターに名称変更）の感染

症対策グループの体制を見直した。 
課長級職員を１人から３人に増やし、県民生活部などのコロナ関連部署の職員を加え

て、全体で３グループに分けた。①情報収集・分析・発信、人材養成、物資備蓄などを

担う「感染症対策企画グループ」、②医療・検査・相談体制整備や自宅療養、ワクチン

接種などを担当する「新型コロナウイルス対策グループ」、③グリーン・ゾーン認証制

度などを所管する「グリーン・ゾーン推進グループ」――だ。感染症対策企画、コロナ

対策の両グループがＹＣＤＣ事務局を務める。コロナ対策グループは、日々のコロナ対

応に加え、総合対策本部のワクチン班やホームケア班なども管轄する。感染症対策企画

グループの新設は、人材育成や情報分析など、中長期的な政策の立案に力を入れる狙い

もある。３グループに課長級の責任者を配置することで、迅速な意思決定を目指した。 
ただ、実態は、ＹＣＤＣの外で活用していたグリーン・ゾーン推進課などの業務を集

めて、３グループに再編したもので、人員が大幅に増員されたわけではない。小島感染

症対策統轄官は「２２年度は、初年度でできなかった感染症専門家の人材養成が具体的

に動き出した。未知の感染症に備えた行動計画やマニュアル作りはまだ着手できていな

いが、２３年度には専従のチームを編成して、これまでの経験や反省を生かし、実際に

使える計画を作っていきたい」と話す。 
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第５章 県民や事業者への協力要請 
第１節 新型インフル特措法が根拠 
 政府が２０年４月１６日に、新型インフル特措法３２条に基づく緊急事態宣言を山梨

県にも発令したことを受け、山梨県は２０日、県の緊急事態措置として、県民らに対し、

不要不急の外出や、県境をまたぐ移動の自粛などを要請した。５月１４日に宣言が解除

された後も感染状況に応じて内容を変えながら、２２年１１月現在、切れ目なく協力要

請を続けている。 
 ２０年度は、マスク着用と手洗いなど基本的な感染対策の徹底や、人混みへの外出自

粛などを常時要請しつつ、第３波で感染が拡大した２１年１月２５日から２月７日まで

の間は、遊興施設や飲食店などに営業時間短縮を要請し、応じた店などに協力金を支給
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することで、人流抑制につなげようとした。 
 県が県民や事業者らに要請する根拠としたのは、特措法２４条９項だ。条文には「都

道府県対策本部長（知事）は、当該都道府県の区域に係る新型インフル等対策を的確か

つ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区

域に係る対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる」と記されている。 
 長崎知事は協力要請の意義について、「厳しい状況は変わっていないというメッセー

ジになる。どういうことに注意しないといけないのか、出し続けることに意味がある」

と説明する。罰則規定や強制力はなく、あくまでも要請ベースであっても、県の正式な
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要請であるため、関係団体などは基本的に従っている。ただ、協力要請が恒常化してい

ることで、コロナ初期に比べ、県民への効果が薄れている感も否めない。 
県独自のアラートを強める意味を込めて、２１年度に入ると、特に感染状況が深刻な

場合には期間を区切って、協力要請よりも重要という意味を込めた「臨時特別協力要請」

を発出し、メリハリをつけようとした。 
 これまで臨時特別協力要請が出されたのは、①２１年６月１０日から２０日まで（第

４波）、②２１年８月６日から２２日まで（第５波）、③２２年１月２３日から２月２３

日まで（第６波）、④２２年８月１０日から９月３０日まで（第７波）――の４回だ。

第４～７波のピーク時にそれぞれ１回ずつ発出している。 
 第４波で出された１回目の臨時特別協力要請は、個人向けには家庭内でもマスク着用

を求める「ファミリーマスク」の徹底や、不要不急の外出・移動の自粛、感染対策が徹

底されていない飲食店の利用を控えることを求めた。事業者向けには、感染拡大防止に

関する行動規範の作成とその順守、催し物や会議などの開催の制限を要請した。 
 第５波の臨時特別協力要請では、前回の臨時特別協力要請の内容に加え、不要不急の

外出・移動自粛の内容について「通勤、通学、通院、生活必需品の買い出し、ワクチン

接種など、やむを得ない事情がある場合を除き」と具体的に示すことで、外出・移動自

粛の対象を明確にし、行動制限を強めた。さらに、８月１４日からは飲食店などへの休

業・営業時間短縮を要請し、グリーン・ゾーン認証施設には協力金を支給した。 
 この時の臨時特別協力要請は８月２２日までだったが、政府は８月２０日から新型イ

ンフル特措法３１条に基づくまん延防止等重点措置を山梨県に適用したため、９月１２

日まで政府の重点措置と県独自の協力要請をセットとした感染防止策の徹底を求めた。 
 協力要請の大きな変更の際は、県総合対策本部会議を開催し、県民に周知を図った。

総合対策本部会議の開催は、２２年１１月２４日までで計５０回に及ぶ。 
 
第２節 グリーンパトロール 
 ２１年８月２０日に山梨県にまん延防止等重点措置が適用されたことで、飲食店など

が午後８時から午前５時までの営業時間短縮の命令に従わなかった場合、行政処分（命

令、公表、過料）が可能になった。県は、重点措置が適用されていた９月１２日までの

間、時間短縮などの徹底を図るため、「グリーンパトロール」と称して夜の見回りを行

った。 
 まず、委託業者が毎日４０班体制で、電気がついている飲食店などへの見回りを実施。

要請が守られていない１２５店舗については、県庁と出先機関によるチームが電話や訪

問により、改めて順守を要請した。それでも応じない２０店舗については、県民生活部

で構成する県庁専任チームが現地を訪ねて理解を求めたが、１２店舗が応じなかったた

め、９月９日に県のホームページで店名を公表した。重点措置は１２日までだったが、

最後まで命令に応じなかった７施設には、裁判所の手続きを経て、過料（２０万円以下）
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が決定した。県の担当者は「協力金を支給したとはいえ、苦しい経営状況の中、ほとん

どの店舗が要請に応じてくれた。公平性を担保するためにも特措法に基づき行政処分を

行った。処分までには３段階の過程を経て、丁寧に行った」と語った。 
 
第３節 個別解除方式 
第１項 県独自の仕組み 
 ２０年４月の政府の緊急事態宣言発令を受け、山梨県はデパートや映画館、パチンコ

店、バー・スナックなど広範な施設に休業協力要請を行った。多くの都道府県では、宣

言期間が終了すると、休業協力要請を一斉に解除したが、山梨県はその後も新型インフ

ル特措法２４条９項に基づき、休業協力要請を続けた。感染対策が引き続き必要だと判

断したためだ。 

 
県は休業協力要請を続ける一方、５月５日に協力要請の個別解除という県独自の方式

を導入すると発表し、同９日にその手続きを公表した。 
個別解除の手続きは、以下の通りだ。県が感染予防ガイドラインの作成基準として、

①換気設備の設置、②施設内の混雑緩和、③人と人との距離の確保――など具体的な点

検項目を提示する。それぞれの業界団体がこの基準に基づきガイドラインを作成する。

各施設や店舗などはこのガイドラインに従い、チェックリストを作り、業界団体に提出

する。県は業界団体と協力して、施設や店舗がチェックリストを適切に順守しているか

どうかを点検する。順守が確認できれば、休業協力要請を個別に解除し、営業再開を認

める。業界団体に加盟していないバー・スナックなどは、個別に県と相談しながらガイ
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ドラインとチェックリストを作成することで、営業再開が認められた。 
当時、一部の都道府県は休業協力要請と協力金による休業補償をセットにした対策を

講じたが、長崎知事は「休業補償の協力金でしのいでもらうのは持続的でない。コロナ

の長期化を見据えると、事業者の感染予防対策を積極的に支援し、適正に行う事業者の

営業を認める方が効果的だ」として、第１～２波の段階では協力金を支払わなかった。 
 一方で、換気扇など設備改修やアクリ

ル製仕切り板など感染対策機器購入の費

用を助成したほか、個別解除した店舗名

などを公表し、感染対策を講じていると

いう県の「お墨付き」を与えた。２０年春

の緊急事態宣言時は飲食店や宿泊施設

（１０００平方メートル未満）などは休

業協力要請の対象ではなかったが、この

個別解除の考え方が、第５部で詳述する

やまなしグリーン・ゾーン認証制度の創

設につながる。 
 グリーン・ゾーン認証制度に移行する

２１年２月１２日までに８８６施設に対

する休業協力要請が解除された。その内

訳は、バー・スナックなど遊興施設など

が６０５で最も多く、以下はスポーツジ

ムなど運動施設（屋内）１１７、パチンコ

店、ゲームセンターなど遊技施設８４、

貸会議室など集会・展示施設２８、ホテ

ル・旅館２１などとなっている。解除の

際は「施設において対策の不徹底や感染が確認された場合には、県からの使用停止要請

に従うことについて同意します」という誓約書を提出する。チェックリストが守れなか

ったと報告があった場合に県が指導するケースはあったが、実際に解除を取り消された

ケースはなかった。 
 
第２項 パチンコ店 

個別解除を巡っては、業界ごとの県所管課が担当した。最初に解除されたのは緊急事

態宣言発令中の２０年５月１２日で、パチンコ店だった。 
知事からの要請を受け、県遊技業協同組合は４月２３日からの全面休業を決めた。休

業協力要請を守らずに営業していた他県のパチンコ店が問題視されていたこともあり、

「このタイミングで休業しないと反社会的な存在と映りかねない」として、最終的に全
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６０店舗が足並みをそろえた。ただ、各店舗からは「休業が続けば、店がつぶれてしま

う」と切実な声が上がる中、県が５月５日に個別解除方式の方針を打ち出したことで、

組合はすぐさま県産業政策課と協議を開始した。県からの助言を踏まえて、パチンコ店

に関する感染拡大予防ガイドラインを作成。各店舗にチェックリストを作らせて、組合

の責任で確認して県に報告する形をとることで、営業再開が認められた。 
県遊技業協同組合の西山雄三専務理事は「感染対策をしっかりとやっているという県

のお墨付きを得て、営業できたことは大きかった」と振り返る。 
 

第 3 項 バー・スナック 
 バー・スナックの個別解除数は５５８で、全体の６割を占めた。県衛生薬務課が所管

していたが、個別解除に向けては大きな労力が必要だった。業界団体としては、県社交

飲食業組合があるが、加盟しているのは一部の店に過ぎず、衛生薬務課が直接、個別の

店と協議しなければならないケースが多かったためだ。業界団体を通さず、個別に解除

した店舗は４６５に上った。 
 県内のバー・スナックの正確な数は把握できていないため、知事の記者会見やホーム

ページなどの発信を受けて、店舗からの申請を待つ形をとった。担当は衛生薬務課の３

人。初めての取り組みだったこともあり、その店に応じた形のガイドラインやチェック

リストの完成までには何度もやりとりが必要となった。試行錯誤の末、バー・スナック

仕様のガイドラインやチェックリストのひな型を店側に提示し、感染対策上、重要とな

る換気扇能力や許容人数などを穴埋めしてもらう方式をとることで、確認作業はスムー

ズになった。 
 担当者は県内各地を車で駆け巡り、多い時で１班１日８件の現地調査を行うこともあ

った。特に申請が急増したのは、バー・スナックなどに県が営業時間の短縮を要請した

２１年１月頃だった。個別解除を条件に協力金が支払われるため、問い合わせが殺到し、

衛生薬務課内で休日の電話当番を作って対応した。 
 衛生薬務課に週１回送られてくるチェックリストで「いいえ」をつけてきた店舗には

電話をして確認し、指導してきた。チェックリストを送ってこない店舗も少なからずあ

ったが、督促までは行わなかったという。 
 ２１年４月に個別解除対象施設はグリーン・ゾーン認証制度に移行したため、衛生薬

務課は担当から外れた。個別解除方式自体が緊急事態宣言中に急きょ生み出された県独

自の政策だったため、バー・スナック業界の特殊事情までは考慮されていなかった。グ

リーン・ゾーン認証制度の審査は県の委託業者が担ったが、走りながらスタートした個

別解除方式では民間委託という形をとらなかった。 
 当時、担当していた県衛生薬務課の横森茂樹副主査は「とにかく走り回った１年だっ

た。ガイドラインやチェックリストを作ってもらうことで、感染予防の意識づけになっ

た。１００％の感染対策ではないが、ベターな取り組みだったと思う」と話す。 
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第４節 イベント 
 全国的な感染拡大を受け、２０年３月４日、武田二十四将を模した時代行列である「甲

州軍団出陣式」がメインイベントとなる「信玄公祭り」（４月３日～５日）の開催見送

りが早々に決まった。県内最大の人出となる祭りのため、実行委員会（会長・知事）は、

十分な感染対策をとれないと判断した。信玄公祭りは、２１年と２２年春も開催が見送

られたが、２２年１０月２８日～３０日に３年半ぶりに開かれた。毎回、著名人が扮す

る甲州軍団出陣式（２９日）の武田信玄役は、お笑いコンビ「ジャルジャル」の後藤淳

平さんが務めた。３日間の観客は過去最高となる１７万８０００人を記録した。 
 県は２０年４月２０日から、新型インフル特措法に基づき、イベントの開催制限を断

続的に要請してきた。県独自の要請内容は、大きく分けると、①２０年４月２０日～２

１年２月２１日、②２１年６月１０日～２０日、③２１年８月６日～９月８日、④２２

年１月７日～２月１６日――の４期間によって変化している。 
第１～３波の期間中の①は、主催者に対して、協力要請を個別解除した施設を除き、

催し物の開催停止を一律で要請した。第４波の②と第５波の③は、イベントや会議など

について、延期や中止に加え、リモート・書面開催などの方法で実施するよう要請。第

６波の④は、イベントの開催について、事業者が実施する検査により、参加者全員の陰

性確認を行ったうえでの開催を要請するという内容だ。オミクロン株の重症化リスクが

低いことを踏まえ、「ウィズコロナ」の発想で開催制限を緩和した。 
 県内で大規模イベントの開催制限の対象となった一例が、２２年１０月１６日にサッ

カー天皇杯で優勝したＪ２の「ヴァンフォーレ甲府」だ。ＪＩＴリサイクルインクスタ

ジアム（甲府市）でのホーム試合については、Ｊリーグのコロナ対応ガイドラインを踏

まえ、県とヴァンフォーレが協議しながら、観客人数や声出し応援の制限などの開催形

態を決めた。２０年は２月２５日からＪ２リーグが中断。再開後は６月２７日に無観客

で実施した後、人数を制限して実施した。２１年のシーズンも政府が示したイベント制

限の目安に基づいて、観客５０００～７９００人の上限を設けて開催した。 
２２年のシーズンは、ヴァンフォーレは感染防止安全計画を作成し、１００％の集客

人数で運営することを計画した。しかし、オミクロン株の流行を受け、県が２２年１月

７日に出した協力要請で、イベント開催の際には事業者が実施する検査により観客全員

の陰性確認が求められた。ヴァンフォーレは県と協議した結果、２月２７日のホーム開

幕試合は、政府が示したワクチン・検査パッケージに基づき、観客全員に「２回のワク

チン接種」か「検査による陰性」のいずれかの確認を条件に、収容人数を５０％以下で

開催することで決着した。協力要請の内容も２月１７日に改訂され、「参加者全員の陰

性確認」の文言がなくなり、ヴァンフォーレを念頭に「５０００人超かつ収容率５０％

超のイベント等の開催については個別協議する」との一文が加えられた。 
ヴァンフォーレはその後の総括で、①入場に時間がかかり、観客同士の接触時間が長

くなることでリスクが増える、②来場時のストレスでチケット販売に悪影響が出る、③
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ワクチン未接種者（特に１２歳未満）の来場が困難になる――といった課題を指摘した。

また、試合前に「ワクチン接種していない子どもはどうすればいいのか」といった問い

合わせが事務局に１００件以上寄せられたため、「当日の会場検査」を行った。抗原定

性検査を行うために、補助競技場に６つのテントを張り、２６人のスタッフで対応した。

開幕試合の入場者数４５５９人に対して、検査を受けたのは全体の７％の３３２人で、

陽性者は１人だった。担当者は「特に混乱はなかったが、相当な手間がかかった」と振

り返る。 
ワクチン・検査パッケージに基づいたのは２月２７日だけで、３月１２日のホーム試

合は収容人数の上限を５０％で開催。３月２６日以降は、収容人数の上限を設けずに実

施された。声出し応援は禁止されていたが、９月からは座席の間隔を空けた「声出し応

援エリア」を設けた。これまでのところ試合に伴うクラスターは発生していない。 
 
第５節 人流抑制の効果 
 県はコロナ初期から感染状況に応じて強弱をつけながら、人流抑制を県民に呼びかけ

てきた。政府の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令されていない時は、新型イ

ンフル特措法２４条９項に基づく協力要請を行った。ＹＣＤＣの藤井総長は「ウイルス

は人によって運ばれるので、人と人との接触が増えるほど、感染する確率は増える。感

染が広がっている時に、ある程度人流を抑制することは感染を抑える効果がある」と説

明する。 
 県は第５波の２１年８月６日から２２日まで、２回目の臨時特別協力要請を行い、「や

むを得ない場合を除く不要不急の外出・移動の自粛」を要請し、１４日からは飲食店な

どの営業時間短縮要請を行った。さらに８月２０日から９月１２日までは政府のまん延

防止等重点措置も適用された。 
 こうした要請にどの程度の効果があったのかを厳密に検証するのは難しい。ただ、政

府が県に提供したＮＴＴドコモの携帯電話の位置情報などのビッグデータを基に計算

した県内主要２地点（ＪＲ甲府駅南周辺、甲府市中央）の人流の推移をみると、２１年

７月１日時点と比較してこの期間の人出はいずれも減少した。ＪＲ甲府駅南周辺は、臨

時特別協力要請中は５～２７％減少し、重点措置適用中は６～１６％減った。甲府市中

央の歓楽街は、特に夜間の減少幅が大きく、臨時特別協力要請中は６～４９％減、重点

措置適用中は５７～８１％減だった。 
 このデータだけでは明確な因果関係があるとまでは断定できないが、一定の相関関係

はありそうだ。第６波で臨時特別協力要請（２２年１月２３日～２月２３日）を出した

際も重点措置期間中ほどではないが、人出は減少した。一般的には、感染者が拡大傾向

にある場合は、人流は抑制傾向にあるとは言えそうだ。藤井総長は「直接の評価は難し

いが、緊急事態宣言や重点措置、県の臨時特別協力要請などで強い警告を発すると、県

民も気をつけなければならないという心理的効果で、人流が抑制されるのではないか」
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と推察する。 
 県は第６波が落ち着いた２２年４月以降、行動制限を緩和し、人流抑制の発信を行っ

ていない。小島感染症対策統轄官は「第７波では感染者が急増したが、オミクロン株は

比較的軽症者が多いので、人流抑制の要請は必要ないと判断した。感染状況にもよるが、

経済にも影響するので、人流抑制を求めることは極力避けたい」と話している。 
 
 

 
 
第６章 社会福祉施設 
第１節 クラスター対策 

県がクラスター（５人以上の感染集団）対策として特に注力した対象は、重症化リス

クのある高齢者らが集まる社会福祉施設だ。対応が遅れると、入所者らの命の危険に直

結する恐れがあるからだ。県内には１７３４（２２年７月時点）の高齢者施設、１０３

３（２２年３月時点）の障害福祉サービス事業所・障害者支援施設などがある。 
２０年８月に甲府市内のサービス付き高齢者向け住宅で、入居者ら１３人のクラスタ

ーが発生。県は県立中央病院の三河医師らを派遣し、施設内の感染症対策の指導や、入

居者対応などに当たった。これを受け、県は三河医師の監修で、クラスターが発生した

高齢者施設の職員向けの「アクションカード」を作成。陽性者の勤務日、勤務内容をま
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とめて、保健所の積極的疫学調査への協力や、施設内の感染対策、利用者やその家族へ

の説明の手順などのチェックリストを示した。１２月には高齢者施設の感染対策の「Ｑ

＆Ａ」を作成。感染管理認定看護師が施設からの質問に答える形で、周知を図った。 
 ２０年秋以降、厚労省は事務連絡で複数回、高齢者施設のクラスター対策として、感

染者が多数発生している地域の施設の一斉・定期的検査を行うよう求めた。山梨県は１

１月に感染者ゼロが２５日間続くなど、大都市圏に比べて感染状況が落ち着いていたこ

となどから、感染者が出た施設の全員検査にとどめていた。 
 ２１年になり、県内の施設でも感染者が急増した。２１年１月２２日の厚労省の事務

連絡で、高齢者施設などへの積極的な一斉検査を再度求められたため、県も検討を開始

した。専門家会議では、「患者が出たところに、網をかけて検査をした方がいい」など

と、無症状者への一斉検査には慎重な意見も出たが、最終的には政府の方針を踏まえ、

施設職員に対して定期的に一斉検査する方針を決定し、６月から運用を始めた。高齢者

施設では、職員へのワクチン接種が進んだことから８月に一斉検査を休止したが、２２

年１月から第６波対策として、ワクチンを２回接種した職員は週１回、それ以外の職員

は週２回の検査を再開した。２月下旬からはワクチンを３回接種した職員、１２月から

は前回接種から３か月以内の職員は週１回、それ以外の職員は週２回の検査を実施して

いる。 
 一斉検査の実績（２２年１月～１１月）は、高齢者施設が１９万３１４０件（陽性者

数は２７５件）、障害者施設が６万４２６６件（同８１件）。 
 一方、県はクラスター発生を防ぐために、抗原定性検査キットを提供した。２１年６

月は１０６施設に４６５０キット、２２年１月は４１４４施設に１９万５３２５キット、

同年４月は１７８３施設に８万６７８０キットを配布するとともに、２２年 7 月からは

希望する高齢者施設に配布している。 
 
第２節 専門家派遣 
 県は、医療機関や社会福祉施設などでコロナ感染が発生した場合、状況に応じて感染

管理医師や感染管理認定看護師を派遣し、専門的な見地から助言と技術支援を行ってい

る。早めに対策を講じることで感染拡大を食い止めるためだ。 
 活動内容は、施設内のゾーニングや、濃厚接触者の特定、施設職員への指導などだ。

派遣実績は、２０年度が５施設で延べ１１２人。２１年度は５２施設で延べ４８８人。

２２年度は１１月末時点で７０施設に延べ２４３人を送った。第６波以降、施設でのク

ラスターが相次いだことで、派遣要請は急増した。所管は県医務課で、感染症専門医の

三河医師らの指示を仰ぎ、派遣者などの調整を行っている。県内の感染症の専門家不足

は深刻で、ほとんどの施設に三河医師が出向き、指導に当たった。 
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第３節 クラスター事例 

第４～５波に起きた社会福祉施設のクラスターは５件で、感染者は計１４３人に上る。

この時期のクラスター対応は、感染者は原則入院とする一方、入院するのが困難な障害

者施設などでは、施設内で留め置いて療養支援を行った。 
南アルプス市の特別養護老人ホーム「白峰荘」では２１年４月から６月までにかけて、

計３６人のクラスターが発生した。収束までに４４日間かかり、最終的に入所者２４人

中１６人、職員２５人中２０人が感染した。感染者が入所者・職員の過半数を占めた。 
４月２２日に体調不良により早退した職員が陽性と判明。翌２３日に入所者・職員全

員に PCR 検査を実施したところ、入所者６人、職員１人が陽性となった。この日の夜、

三河医師と感染管理認定看護師らが施設を訪問。三河医師は患者らを診察し、入院先の

病院などと調整して重症者を救急搬送した。施設内をコロナに汚染されている「レッド・

ゾーン」と、汚染されていない「グリーン・ゾーン」などに分けるゾーニングも実施し

た。 
当時流行していたのはデルタ株で、２１年４月の段階では社会福祉施設の入所者のワ

クチン接種は進んでいなかった。症状が重い患者が多かったので、陽性となった入所者

全員が医療機関に入院した。白峰荘関係者は「大変な状況だったが、全員が入院させて

もらえて良かった。一人一人の症状も重く、施設内に留め置いて対応することはできな

かったと思う」と語る。 
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介護職員らの感染が相次いだことで、日常業務に支障が出かねない状況となったが、

同じ法人の昭寿荘（昭和町）から応援職員の派遣を受けて、急場をしのいだ。さらに、

２０年４月に県と県老人福祉施設協議会などが締結した「職員派遣に関する覚書」（第

４節で詳述）に基づいて他施設からの派遣を要請した結果、白峰荘に応援に入った昭寿

荘に１０施設、延べ１２人の職員が派遣された。 
 ２１年６月には、韮崎市の障害者支援施設「穴山の里」で計７０人のクラスターが起

きた。収束まで約１か月かかり、入所者５２人中４９人、職員４４人中２１人が感染し

た。入院させるのが難しい知的障害者もいたため、県が災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）

を６人派遣し、感染者全員を施設内に留め置いて療養支援を行った。 
施設は２階建てで、１、２階の居住棟をパーティションで区切り、立ち入りが制限さ

れる「レッド・ゾーン」に指定し、その中で、応援者を含めて約３０人の職員が感染者

を含む入所者対応を行った。一方、１階の事務所、食堂、医務室などは出入りが自由な

「グリーン・ゾーン」に指定するとともに、洗濯室と隣の通路は、その中間の「イエロ

ー・ゾーン」とし、着替えやゴミ処理を行う場とした。 
 職員は濃厚接触者となるため、帰宅できず、近くの宿泊療養施設に連泊した。連日の

過酷な対応で職員の疲弊は深刻になり、中北保健所がメンタルサポートに入った。さら

に、６月１４日には県が災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を４人派遣し、患者や職

員らのメンタル面を支援した。 
社会福祉施設の場合、この２事例に限らず、入所者はほとんど外出しないため、外部

と行き来する職員が感染源となっているケースがほとんどとされる。多くの施設は職員

に余裕がない中、勤務をローテーション体制で回しており、休みをとりづらい環境にあ

る。穴山の里の関係者は「体調不良の職員は、抗原検査が陰性でも出勤させないことが

大事だ」と指摘する。 
社会福祉施設のクラスターが急増したのは２２年の第６波からで、２１年の段階では、

「自分たちの施設は大丈夫だろう」として、職員の危機意識が十分でなかった可能性も

ある。白峰荘はその後、今回のクラスターの経緯について自ら検証した結果、報告書に

「食事や入浴介助で感染予防が徹底されていない場面があった」「介護職の出入りが自

由であり、中には着替えずに帰宅するものもみられ、予防意識の希薄さから介護スタッ

フ同士の感染も拡大した」などの反省点を挙げている。 
  
第４節 職員派遣覚書 
 県と県老人福祉施設協議会（老施協）、県老人保健施設協議会（老健協）は２０年４

月３０日付で、「感染症発生時における職員の派遣に関する覚書」を締結した。各施設

に派遣可能な職員を事前登録してもらい、感染者が出た場合、その登録者名簿の中から

職員を感染者が出た施設に応援に派遣してもらう仕組みだ。 
 この制度を作ることになったのは、２０年３月頃、県健康長寿推進課に「施設職員に



- 54 - 
 

感染者が出た場合、どうしたらいいのか」といった問い合わせが複数あったことがきっ

かけだ。制度設計の検討過程では、派遣の法的根拠が論点となったが、県が職員を派遣

できるという法令上の規定がないため、民間の派遣元と派遣先に協定を結んでもらい、

相互派遣する枠組みができた。費用負担については、派遣先が人件費を負担する場合、

雇用契約などが必要となるため、派遣元が人件費を負担して、県が割り増し分などを支

払う形で決着した。 
 ２１年１２月時点での登録施設数は８６、登録職員数は１０１人。ただ、２２年１１

月末時点の派遣実績は４件にとどまる。内訳は、２０年度が０件。２１年度は５月に１

件（１０施設から介護職員１２人）、２２年度（１２月１９日時点）は７月に１件（１

施設から看護職員１人）、８月に１件（３施設から介護職員７人）、９～１０月に１件（２

施設から介護職員２人）だ。相互派遣の枠組みの活用が伸び悩んでいる理由について、

老施協幹部は「派遣を希望する施設と派遣元の意向がマッチングしないケースが多かっ

た」と指摘する。 
 施設で働いている職員を派遣するため、派遣元は施設内のローテーションの調整など

が必要となり、実際の派遣までに時間を要する。その間に、感染者の出た施設が最も苦

しい時期を乗り切り、要請を取り下げるケースがあった。派遣職員の配置にも課題があ

る。双方が了解した場合は、派遣先の「レッド・ゾーン」でも活動できるが、派遣元は

「グリーン・ゾーン」などでの活動を希望することが多い。また、社会福祉施設内の看

護職員が少ないため、要望しても派遣ができないケースもあった。第６波以降は各施設

でクラスターが相次いだことなどから、職員を派遣する余裕のない施設が多かった。 
 県担当者は「人員の確保が難しく、すべてをクリアする現実的な解決策がない」と語

る。一方で、看護師派遣については、県が２２年１１月から県看護協会に委託し、看護

師が不足しているクラスター発生施設に派遣する取り組みを始めた。 
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第７章 学校 

第１節 突然の一斉休校  

 ２０年２月２７日夜、長崎知事は県教委に県立高校・特別支援学校の一斉休校の準備

を指示するとともに、県内２７の市町村教委に公立小中高校の休校を要請した。安倍首

相が同日、全国の学校設置者に臨時休校を要請したのを受けたものだ。 

県教委は直ちに緊急の幹部会議を開き、市川満教育長（現山梨大理事）が「休校時も

子どもへの影響は最小限に」と強調した。県立学校の休校中の学習と生徒指導のあり方

や単位・進級の扱いなどを議論し、休校の開始日を「３月３日午後」と決めた。 

県立・市立・私立高校４２校、県立・国立特別支援学校１４校、市町村立・国立・私

立小中学校２６３校の計３１８校が３月３日（一部は２日）から休校した。幼稚園、認

定こども園、大学、短大、各種学校も含めて、児童生徒、学生ら計約１１万５０００人

が影響を受けた。休校期間は延長され、５月２４日まで続いた。  

県教委は、小学生向けの動画「中学生になる君に」などを作成して県教委のホームペ

ージに掲載するとともに、休校中の児童生徒の指導に関する各校の相談に応じた。４月

には「やまなし小・中学校応援サイト」を開設し、小中学生の算数・数学、国語のポイ

ント動画や学習プリントを提供した。  

一斉休校では、３月は卒業生を除き約２週間分、４、５月は計４週間分の授業ができ

なくなった。各校は、年間で３５週という標準授業時数の確保が難しくなったが、「標

準授業時数を下回っても学校教育法施行規則には反しない」とする文部科学省の通知を

踏まえ、夏休みを１０日間～２週間短縮し、授業時数の不足分を補うように努めた。 

３月１日に予定していた県立高校の卒業式は、時間短縮や保護者の参加制限など感染

対策を施して行い、３月４日の後期入学試験は予定通り実施した。受験生が感染した場

合は、後日の追加試験を用意したが、該当者はなかった。合格者発表の校内掲示は行わ

ず、各校のホームページに掲載した。発表当日、受験生や保護者からのアクセスが集中

して県総合教育センターのサーバーの容量を超え、表示の遅れなどが出たという。 

４月の入学式は延期され、５月２５日の学校再開後に入学式や、それに準じた行事が

一部の学校で行われた。 

 

第２節 感染防止対策 

第１項 衛生管理の強化  

県教委は２０年１月２４日、国内初の感染例も受けて、県立高校・特別支援学校と市

町村教委に対し、新型コロナによる肺炎への注意喚起を通知した。感染防止などを求め

るコロナ関連の通知は２２年１０月までに約１４０回に及んだ。 

文科省の２０年５月２２日付の通知「学校における新型コロナ感染症に関する衛生管

理マニュアル」は、学校での感染防止の基本となる内容だった。この通知に沿い、県教

委は県立学校での換気の徹底や、生徒らの身体的距離の確保、マスク着用などの対策を
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進めた。さらに２０、２１年度には、地方創生臨時交付金の約５億円を利用し、県立学

校３８校の２５４５か所のトイレ、手洗い所を自動水栓化するとともに、私立小中高校

の自動水栓化工事を助成した。換気を促す循環装置の配備も進めた。  

修学旅行では、密を避けるため、バスや宿泊部屋、同行する看護師の数を増やした。

旅行のキャンセルが相次いだため、臨時交付金を使い、保護者に代わってキャンセル料

を負担した。これで、学校側も安心して旅行計画を立てることができた。 

県立学校と県教委事務局の教職員計約３０００人の健康管理も重要な課題だった。県

教委は２１年、教職員の行動規範を作り、日々の健康管理や感染者発生時の対応など、

所属長や教職員が順守する行動を周知し、感染拡大防止の徹底を図った。県立中央病院

の三河医師を講師にした動画を発信したほか、養護教諭のオンライン形式の研修会も実

施した。それでも２０年４月～２２年９月には、県立学校の教職員３１５人と県教委事

務局職員３６人が感染した。 

 

第２項 部活動の制限 

 ２０年３月３日からの一斉休校に伴い、中学・高校の部活動（運動、文化）は休止に

なった。感染の拡大で、１２日には選抜高等学校野球大会が中止になり、夏を合わせて

４季連続の出場予定だった山梨学院高校は悔しさを味わった。５月の高校総体（インタ

ーハイ）関東大会県予選と中学校県選手権大会も中止になった。 

 県教委は６月３日、文科省の衛生管理マニュアルに即した「運動部活動再開ガイドラ

イン」を発出し、感染のステージに応じてどんな部活動をするのが良いかを例示した。

県高校体育連盟などから「部活動の生徒が活躍する場を設けてほしい」と要望があり、

県教委は７月２３日～８月３０日にインターハイ県予選の代替大会を無観客で実施し

た。さらに、１０月５日に「新型コロナウイルス感染症発生時の大会参加について」を

発出し、選手の感染症対策を徹底して、１０月２４、２５日の県高校新人大会などを無

観客で開催した。その後も各校の運動部は慎重に活動を続け、感染者が大幅に減少して

いた２１年１０月１４日、県教委は、緊急事態措置の地域などの学校との交流試合は不

可としつつも、県内外の学校と交流することを認めた。 

県教委保健体育課の山田芳樹課長補佐は２２年３月８日、「部活動の再開ガイドライ

ンは一定の成果を上げられたが、濃厚接触者、接触者の判定が出た際に大会参加ガイド

ラインをどう取り扱うかについて趣旨を浸透させることができなかった」と語った。 

 

第３節 高校のオンライン授業 

第１項 全県立高校で実施 

「学びを止めない」をスローガンに家庭と学校を結ぶ「オンライン授業」は、一斉休

校中の２０年４月２１日、県立甲府工業高校（甲府市）で先行実施された。県が緊急事

態宣言の対象になった５日後で、素早い対応だった。 
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５月の連休明けから他校でも導入が進み、２０年中に県立高校の全３０校で行われた。

５月２５日に学校が再開し、クラスの半分あるいはクラス別に１日おきに登校する「分

散登校」が始まってからも、オンライン授業は実施された。また、感染拡大で再び分散

登校になった２１年８月２０日～９月１１日や、２２年１月２４日～３月３１日にも実

施された。なお、分散登校時以外でも、状況などに応じて、濃厚接触者などで自宅にい

る生徒らに向けたオンライン授業は行われている。 

三井孝夫・前県教育長は「コロナ禍でＩＣＴ（情報通信技術）を活用した教育が進み、

教諭がオンラインで教える技術は向上した。感染が落ち着いた時期も、体育の授業で自

分の体の動きを端末機器で見るといった実践活動は格段に増えている」と語る。 

 

第２項 甲府工業高校がモデル校に 

「今あるＩＴ（情報技術）環境を生かし、テレビ会議のような双方向の授業を構築し

てほしい」。県教委高校教育課の高見澤圭一指導監（現・高校教育課長）が甲府工業高

校を訪れ、永田典弘校長（当時）に頼んだのは２０年４月７日だ。高見澤指導監は同校

の勤務経験があり、ＩＴに詳しい教諭が多いことを知っていた。永田校長は「どうすれ

ばオンライン授業をできるか、全力で考えた」と振り返る。 

オンライン授業の準備は、情報担当の村松久徳教諭が仕切った。アンケートを取ると、

生徒のほぼ全員がスマートフォンかパソコンを持っていた。携帯電話各社も学習支援の

ため、４月から２５歳以下を対象に通信データ容量の追加購入費を５０ギガまでは無料

にしていた。生徒の８５％はこの支援策を活用できた。残る生徒は経済負担が増えない

ように、県教委がＷｉ―Ｆｉ（ワイファイ）機器を貸与した。教諭全員には０１年から

パソコンが貸与されており、簡単な操作は十分できた。 

同校は４月１０日、ビデオ会議システムにログインするためのＩＤ、パスワードを添

えた永田校長名のお願い文を全校生徒の家庭に郵送し、協力を要請した。生徒たちはす

ぐに端末機器の設定を終え、オンラインで学習課題や教材を受け取った。 

手始めは４月１６日～１８日の午前９時からのホームルームだ。各教諭が在宅の生徒

に「おはよう」と声をかけた後、アンケート機能を使って健康状態を点検した。生徒も

「１か月ぶりにみんなの顔が見られてうれしい」と笑顔を見せた。村松教諭は「準備で

苦労した私たちも救われた」と述懐する。 

各教諭は２日間の校内研修を経て、「失敗を恐れず、遠隔授業で出来たことを蓄積し、

共有しよう」と確認し、２１日～２４日の本番の授業に臨んだ。教諭が教科書や資料に

沿って説明した後、オンラインで課題を与えて生徒に発表、意見交換させた。 

最初は１日に１コマの授業で、やがて午前、午後各１コマになった。国語、数学、英

語など基本科目から始め、機械などの専門科目にも対象を広げた。工業の実習科目は学

校で学ぶしかなく、分散登校時に授業を行ったが、実習を円滑にスタートさせるため、
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事前に先生の自己紹介を生配信したり、自宅でガイダンス動画を見てもらったりした。

４月３０日と５月１日の授業は、他校や県教委の教諭を集めて公開した。 

村松教諭はオンライン授業の効用について「思いもつかなかった授業展開が可能にな

り、生徒の時間を拘束せずに教材を提供できる。実習科目では機械加工などの動画を事

前に見せることで、安全に教育できた。生徒が課題解決にパソコンを使うようになった」

と語る。 

県立の特別支援学校でも、２０年の一斉休校をきっかけにオンライン授業を実施する

学校が増えた。富士見支援学校（甲府市）では、県立中央病院の病室や家庭、学校をオ

ンラインで結び、病弱の児童生徒たちは端末機器を操作して国語、算数などの授業を受

けたという。 

 

第３項 ＩＣＴ機器の配備 

オンライン授業の普及に合わせて、県立高校のＩＣＴ機器の整備が進んだ。２０年２

月の補正予算で校内無線ＬＡＮ、４月の補正予算では教室用のマイク・スピーカー、資

料を映し出す実物投影機や電子黒板、Ｗｉ―Ｆｉ機器が整備された。９月の補正予算で

は学習用端末の購入費など約１１億６０７６万円が計上され、２１年８月に生徒３人に

１台の割合で端末が整備された。２０年度末からは、授業、校内研修、環境整備、校務

などで学校のＩＣＴ活用を支援する「ＩＣＴ支援員」も配置された。さらに、２２年度

の新入生から、各家庭で端末を準備する施策を導入し、「１人１台端末」の環境作りを

進め、夏休み前後には各県立学校で「１人１台端末」の環境での教育が始まった。 

文科省が２２年２月に発表した調査結果では、公立高校の教育用ＩＣＴ端末について

は、４７都道府県のうち保護者負担にしているのは山梨など２３県で、学校設置者であ

る自治体の負担が２４県。２４年度までに山梨県を含め、全国で高校全学年の１人１台

の端末配備が実現する見通しだ。 

 

第４項 私立学校の先進事例 

オンライン授業をコロナ禍前の早い時期に実施したのは、山梨英和中学校・高校（甲

府市）だ。２０１７年には中１～高３の全学年までタブレット型端末が行き渡り、各教

科の授業や探究活動、生徒会活動で利用している。中学１年の生徒には例年、９月に端

末を導入するが、２０年は４月に前倒しした。休校中の４月６日と９日に教諭対象の研

修会を開いた。オンライン授業は４月１３日に始まり、休校と分散登校が終わる６月１

９日までと、２１年８月２４～３１日、２２年１月２５日～３月１６日に実施された。 

生徒は午前８時２５分、制服姿でビデオ会議システムに集合する。礼拝後、健康観察

シートに記入し、朝の会で担任と言葉を交わす。授業は７時間目までで、目の疲労を考

えてオンラインによる指導は５０分の授業のうち４０分実施し、週１回オンラインを使

わない日を設けた。教諭は講義をするほか、説明動画や課題を配信し、アンケート機能
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を使って小テストを実施する。生徒は学習の記録を記入する。体育では運動の様子を動

画で生徒に提出させるなど、デジタルの活用を工夫した。 

２０年のアンケートでは、生徒・保護者の８５％が「夏休み前に十分な学習時間をと

ることができた」と回答した。教諭の６７％も「ある程度の学習成果を期待できる」と

答えた。生徒には、「チャットで先生に質問でき、全員で意見交換できた」「資料がアッ

プされ、見返せて良かった」などと比較的好評だった。教諭からも「生徒が前向きに取

り組む姿勢を作ることができれば、学びに十分つながる。教師の働き方が変化する中で、

上手に活用するべきだ」と評価する声があった。 

糟谷理恵子教頭は「生徒や保護者にも助けられ、良く乗り切ってきた。自分で学べる

生徒はオンライン授業もやりやすいが、一方で成績の二極化が進んだ可能性もある」と

総括する。 

 

第４節 小中学校は限定的 

 小中学校でのオンラインによる授業の実施は、高校と比べて限定的だった。 

２０年３月３日～５月２４日の一斉休校中、オンライン授業を実施した小中学校は皆

無に近かった。学習用のパソコンが児童生徒に行き渡っていなかったのが最大の理由だ。

ただし、丹波山村では全児童生徒に端末が配られており、村立の丹波中学校と丹波小学

校で５月の連休明けから５月２２日ごろまでオンライン授業を実施した。 

コロナ禍に伴い、文科省が「ＧＩＧＡスクール構想」に基づく小中学校へのパソコン

配備計画を大幅に前倒しし、山梨県内でも２１年４月までには、小中学生１人に１台の

学習用端末が配備された。県も端末の共同調達を通じて、市町村を支援した。  

県は第５波の最中の８月、学習の機会を保証するため、各市町村や各校の実情に応じ

て、クラスを分割した授業やオンライン授業、分散登校など、感染防止対策に配慮した

授業などを実施するよう要請した。２１年中のオンライン授業の実施が確認されたのは

上野原市だけだ。 

オミクロン株による第６波の感染が広がった２２年１月２３日にも、県が学習機会を

確保するように求めたのに対し、多くの学校がクラスを分割した授業や分散登校などの

対策を実施したが、２～３月にオンライン授業を実施したことが確認されたのは、甲府、

甲斐、韮崎など７市と小菅村の一部の小中学校のみだった。 

甲府市教委は２２年１月の会議で、「できる小中学校は１月２６日からオンライン授

業を始めてください」と市内の小中学校長に指示した。２１年４月に、全小中学校の児

童生徒全員にノートパソコンを１台ずつ配り、１０月にはアカウントとパスワードの割

り当てが完了していた。ただ、オンライン授業は、２２年１月～３月に小学校５校、中

学校８校で実施しただけで、「小学校は、低学年の児童が特に難しく、あまり実施して

いない」（学校教育課）という。 
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甲府市立東中学校の場合は、２１年４月には生徒１人に１台のパソコンが配られ、８

月３０日～９月１０日には、出席番号の奇数と偶数の生徒が１日おきに分散登校した。

ネット環境が整っていないことや、学園祭の準備の都合などがあり、オンライン授業は

実施しなかった。 

オンライン授業がようやく実現したのは２２年２月１４日～３月１１日だ。分散登校

を実施していた１、２年生が対象となった。３年生は１学級が２つの教室を使う「分割

授業」で全員登校していたため、実施しなかった。ネット環境整備の途中であり、教諭、

生徒が慣れていないため、１週目は教諭の一方的な講義であったが、２週目からは少し

ずつ生徒の挙手、質問を含め、双方向のやりとりを採り入れることも試みた。 

鈴木仁校長は「生徒が１日中、学習用端末を見るのは大変だった。先生たちは不安だ

ったが、授業の振り返りシートを生徒から提出させ、小テストを実施することで、相互

理解度を確かめていった」と語る。 

甲府市立舞鶴小学校も２２年２月２８日～３月１８日、１日おきの分散登校で自宅に

いる４、５年生を対象にオンライン授業を行った。１～３年生は自宅でパソコンを使っ

て学ぶ「ｅラーニング」の宿題に取り組んだ。６年生は、授業時数の関係もあり、１ク

ラスが二つの教室に分かれて分割授業を受けた。小林史治校長は「授業の形態は違って

も、先生方の努力で、学習の定着は以前と変化はないようだ」と語る。 

  

第５節 活発な大学のオンライン授業 

大学では、オンライン授業が当たり前になった。 

甲府市の県立大学は２０年３月の卒業式は開催できず、入学式は１２月まで延期した。

オンライン授業は、４月下旬に教員を対象に研修会を開いた後、５月の連休明けからビ

デオ会議システムを利用して始めた。学生は自分のパソコンを使用し、パソコンなどが

なくて大学に授業を受けに来た学生は１０人もいなかった。 

２０年度の授業は７割がオンライン、３割が対面（看護、福祉の実習など）だった。

教員は自宅でオンライン授業を行い、課題の提出や小テスト、出席率などで単位を認定

した。２１年度は、行動制限がない時は「学生と先生が顔をつきあわせる」という大学

教育の原点に戻り、対面授業を７割に増やし、オンライン授業は３割に減った。新入生

には、入学前にこの見通しを伝えて、引っ越しをするかどうかを判断してもらった。２

２年度は対面授業がほぼ１００％になったが、コロナ禍前から実施している山梨大と合

同のオンライン授業は続けている。 

県立大は、学生への支援を強化した。１年生を中心に、「大学生活を経験できず、友

達ができない」という不満や不安があったからだ。２０年８～９月には、「オンライン

座談会」を開き、１年生１２０人が５～９人のグループ別に授業、アルバイトなどをテ

ーマに悩みを話し合った。２１年１～２月には、全学年向けに「県大ほっとカフェ」を

４回開いた。学生たちは「サークルに入れないのはつらい」といった本音を交わし、臨
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床心理士が助言した。二つの企画は、文科省高等教育局長の通知で「学生に寄り添い、

不安と疑問を解消する取り組み」として高く評価された。 

国立の山梨大では２０年３月、大学教育センターを中心にオンライン授業の準備を始

めた。学生の９９.７％はスマートフォンかパソコンを持ち、９４.１％はネット通信環

境も整っていた。持っていない学生には端末を貸し出し、大学でも受講できるようにし

た。 

連休明けの５月７日から、４学部の大半の教員が研究室と学生をビデオ会議システム

で結ぶオンライン授業を進め、大きな混乱はなかった。もともと山梨大では０６年に校

内のＳＮＳ、０７年に履修登録などの学習管理システムを導入。１２年からは、動画を

見た後に授業を受ける「反転授業」に取り組み、教員も学生もＩＣＴ活用に慣れていた。

オンライン授業では、事前収録した動画と授業の生配信を組み合わせる工夫もあった。 

同大では６～７月、教職員向けの研修会を４回開催した。教職員と学生の全員を対象

にしたアンケート結果では、オンライン授業は好意的にとらえられていた。「コミュニ

ケーションをとりづらい」「画面を長時間見るのはつらい」といった声を参考に、教員

は授業を改善していった。 

２０年度の授業は、ほとんどがオンラインだったが、２１年度は対面が増え、２２年

度は大半が対面に戻ったという。大学教育センターの塙雅典センター長は、「今後はＩ

ＣＴをさらに活用し、データサイエンスなど、社会から強い要請がある分野の教育を強

化することが大切だ」と話している。 

 

第６節 不登校やいじめが増加  

県教委は２２年１０月２６日、県内の公立小中学校で２１年度に３０日以上欠席した

不登校の児童生徒が前年度比２５８人増の１６８１人で、この１０年間で最多だった、

と発表した。２１年度に小中学校と特別支援学校で把握された「いじめ」も、前年度比

８５０件増の７１５０件と、２年ぶりに増えた。全日制の公立高校の中途退学者は１２

５人で、前年度の約２倍だった。 

県教委特別支援教育・児童生徒支援課は、「不登校、いじめが増えたのは、コロナの

感染拡大で授業や行事が中止になり、子どもたちにストレスが蓄積される中で、一番弱

い子どもに最も影響が出た面がある。中退者の増加は、入学説明会や学校見学会を開け

ず、生徒と高校のミスマッチが起きたことも原因ではないか」と分析する。 

 県内では、全小中学校と１２の県立高校に、臨床心理士、公認心理師などの資格を持

つスクールカウンセラーを配置し、また、配置されていない公立学校には要請に応じて、

スクールカウンセラーを派遣し、子どもや保護者の相談に応じている。２１年９月ごろ

からは相談の時間数の拡充を図ったほか、児童生徒の学習端末などを利用したオンライ

ン相談も始めた。 
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コロナ禍では、児童生徒から「感染したが、祖父母にうつしたくない」「感染したら

いじめられるのではないか」などと、多岐にわたる相談が寄せられ、相談件数は増加傾

向にある。県は２２年４月、県総合教育センター内に相談支援センターを開設して、チ

ーフカウンセラーを１人から２人に増やし、統括スクールソーシャルワーカー１人を新

しく配置するなど、心理・福祉の専門職員による中核的・広域的な相談支援体制を強化

した。 

 

第８章 分析と評価 
 山梨県は、政府の方針や政策を踏まえながらも、県の実情に合わせた独自の感染拡大

防止策を積極的に打ち出してきた。本機構が２２年１月に実施した県民意識調査では、

感染拡大防止策について「大いに評価する」、「多少は評価する」を合計した前向きな評

価が７８％に上った。 
 中でも高く評価できるのは、初動段階における遊興施設や屋内運動施設などへの休業

協力要請の個別解除方式だ。２０年５月の緊急事態宣言明け以降、多くの他の都道府県

が休業協力要請を一斉に解除したのに対し、山梨県は協力要請を継続し、感染対策の順

守が確認された施設に関して順次、解除するという独自の施策を進めた。コロナの長期

化も見据えて、各施設の感染対策を着実に強化し、「感染拡大しにくい社会システム」

の構築を目指す狙いがあった。 
 政府の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置とは別に、県は独自の県民への協力要請

や臨時特別協力要請を常に発出し、コロナに対する警鐘を鳴らし続けている。県民の「慣

れ」によって、協力要請の訴求効果が薄れることが懸念される中、様々な業界・団体と

連携し、協力要請の実効性を維持・向上させるための一層の工夫が求められる。 
 検査能力の向上に関しては、山梨大病院などの協力を受けて、積極的な取り組みを続

けた結果、初期段階では全国トップクラスの体制を構築できた。県のＰＣＲ検査体制の

中核を担う県衛生環境研究所は、２４年７月の新たな検査棟の稼働に先立ち、２２年３

月に仮検査室を設置して検査機器を増強したのは、処理能力を５倍近くに増やすうえで

効果的だった。 
コロナ発生時に医療用マスクや防護服などの衛生物資の県の備蓄がほとんどなかっ

たのは、深刻な事態だった。その後、体制を立て直して備蓄計画を作成し、２０年中に

３か月分以上の物資確保のめどを立てることができた。２２年秋に、仲卸業者に委託し、

先入れ先出しの管理をしてもらう流通備蓄を制度化したのは、中長期的にはコスト削減

につながるメリットがあり、全国的にみても新しい取り組みだと言える。 
 一方で、２１年４月に発足したＹＣＤＣは、コロナ対策の立案から実行までを一元管

理するとともに、「未知の感染症に備える組織」という極めて高い目標を掲げた。だが、

拡大するコロナ対応に忙殺され、中長期的な課題にはほとんど手が回らなかった。感染

の傾向の変化を深く分析した結果を発信し、県民に具体的な対策を呼びかけることも、
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あまりできていない。野心的な設立の理念に現状が追いついていない状況にある。 
２２年度に感染症の専門人材の育成に向けてようやく動き出したのは前進だが、将来

に向けた政策立案にも取り組めるよう、体制を強化することが急務となる。 
同時に、ＹＣＤＣがコロナ対応で中心的な役割を担っているため、それ以外の部局が

「コロナ対応は自分たちの担当ではない」として当事者意識を欠いているとの指摘が県

庁内でも聞かれる。「ＹＣＤＣ任せ」にせず、県庁全体で取り組む姿勢を改めて確認す

る必要がある。 
コロナの初動では、積極的疫学調査や健康観察、電話相談や検体・患者搬送など、保

健所に業務が集中したことで、多くの保健所職員は疲弊し、感染者への対応にも少なか

らず影響があった。２０年１１月に保健所の相談窓口や検体・患者搬送を外部委託し、

保健所の負担を軽減したが、より早い段階で民間に委託する手もあったのではないか。 
県が１４年に作成した新型インフル行動計画はコロナ対応に全く役立たず、組織体制

を一から手探りで構築しなければならなかった。残念なのは、１６～１８年には感染症

医療体制の見直しに着手しながら、政策の優先順位が低いまま、作業が中断してしまっ

たことだ。この苦い教訓を踏まえ、未知の感染症に迅速かつ的確に対応できる行動計画

やマニュアルを着実に策定することも求められている。 
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第３部 医療提供体制（第１～５波） 
 
【概況】 

山梨県は医療資源に必ずしも恵まれていない。人口１０万人あたりの病床数は全国平

均より少し多いが、医師数は平均を下回る。特に、感染症を専門とする医師や看護師が

極めて少ないことは、新型コロナ対応にとって大きな「足かせ」となった。 
県は、「感染者は必ず医療の目を通す。自宅療養はゼロにする」という長崎知事の方

針の下、医療提供体制の整備を急ピッチで進めた。その結果、２０２１年末時点で人口

１０万人あたりのコロナ病床数は全国７位、同じく病床数と宿泊療養施設部屋数の合計

は全国トップとなった。 
だが、感染力が強いデルタ株による第５波に襲われた２１年８月、病床使用率は８

２％（重症病床を含む）、宿泊療養使用率は８８%に達した。いずれの使用率も２２年１

０月末までの間で最も高い数字を記録した。この時期、入所が決まらずに自宅待機を余

儀なくされる患者がピーク時は１８３人に上るなど、医療体制は危機的状況に追い込ま

れた。 
このため、医師が常駐して酸素吸入や治療薬投与を行える「医療強化型宿泊療養施設」

や、宿泊療養施設などに入所している軽症・無症状者が早めに退所して自宅療養に移行

する「退所後ケア」という新しい仕組みを導入し、体制を強化した。 
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第１章 病床確保と入院調整 

第１節 コロナ禍前の医療提供体制 

 県地域保健医療計画によると、２０１６年１０月時点の県内の病院（病床２０床以上）

数は６０施設で、人口１０万人あたり７.２施設だ。全国平均の６.７施設をやや上回る。

一般診療所（病床１９床以下）は６９８施設あり、人口１０万人あたり８４.１施設で、

やはり全国平均の８０.０施設をやや上回っている。 
県全体の病床数は１万６８４床で、人口１０万人あたり１３１９.１床だ。全国平均の

約１１９５.１床より多い（２０年１０月時点、厚生労働省の医療施設調査）。 
 一方、医療施設で働く医師数は１６年１２月末時点で、１９２４人で、人口１０万人

あたり２３１.８人。全国平均の２４０.１人より少なく、医師は必ずしも十分ではない。

特に問題なのは、日本感染症学会が認定する感染症専門医が２２年１０月時点で、１人

しかいないことだ。専門医５人の鳥取県、２人の岩手県を下回り、単独で全国最下位だ。 
 県内で働く保健師は６０９人で、人口１０万人あたり７３.４人（全国平均４０.４人）、

同じく看護師は７７５６人で、人口１０万人あたり９３４.５人（同９０５.５人）と、

いずれも全国平均を上回っている（１６年１２月末）。しかし、日本看護協会によると、

協会が認定する感染管理認定看護師は２１年１２月時点で２４人しかおらず、全国で佐

賀、福井両県と並んで６番目に少ない。 
 
第２節 第１波（２０年３～６月） 

 
第１項 「入院１５００人」推計の衝撃 
 県内の感染症指定医療機関は、エボラ出血熱など危険性の高い感染症の患者を入院さ

せる「第１種感染症指定医療機関」が県立中央病院（感染症病床数２床）の１病院しか

ない。急性灰白髄炎（ポリオ）など比較的危険性が高い感染症の患者を入院させる「第
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２種感染症指定医療機関」は６病院（同じく計２６床）だ。患者が入院できる専門病床

は７病院で計２８床しかなかった。 
２０年３月６日に県内１例目のコロナ感染者が確認され、感染症の恐怖が現実のもの

となった。厚労省はこの日、「コロナ患者数が大幅に増えたときに備えた医療提供体制

等の検討について（依頼）」という事務連絡を都道府県に出した。その中で、厚労省は、

０～１４歳、１５～６４歳、６５歳以上の人口に対して入院治療が必要となるなどの推

定割合をかけて、ピーク時の医療需要を算出させた。山梨県ではピーク時に入院治療が

必要とされる患者数が約１５００人と推計され、県は現状の５０倍以上の病床確保を迫

られることとなった。 
 想像を絶する推計入院者数であり、県の医療担当者には衝撃が走った。県健康増進課

は当面、中等症患者を入院させる３５０床、重症患者を入院させる５０床の計４００床

が必要となるとして、病床確保に奔走した。県内唯１人の感染症専門医である県立中央

病院総合診療科・感染症科の三河貴裕部長らの助言を得て、２次医療圏ごとに、地域の

基幹病院としてコロナ患者を受け入れてくれそうな県立中央、山梨大付属など７病院に

目星をつけ、それぞれに期待する病床数を算定し、コロナ病床の整備案を策定した。病

院は、感染症指定医療機関や、横浜港沖で集団感染を起こしたクルーズ船「ダイヤモン

ド・プリンセス」の患者を受け入れた実績のある病院の中から選んだ。 
この腹案をもとに、長崎知事や副知事自らが病院開設者の市長などの元を訪れ、「コ

ロナ患者を受け入れる基幹病院になってほしい」と、トップ交渉を行った。多くの開設

者は、その趣旨を理解してくれたが、すぐには提案を受け入れてくれなかった。「外来

診療が止まる可能性があり、地域住民への医療サービスを全うできなくなる」「患者は

受け入れるが、期待される病床数はあまりにも多すぎる。医師も看護師も足りない」な

どの意見が出たという。 
 
第２項 県独自の空床補償策 
 各病院がコロナ患者を受け入れることに躊躇していた大きな理由は、未知のウイルス

への恐怖に加え、病院財政悪化への懸念だった。コロナ患者の病床を作るためには、ウ

イルスで汚染されている「汚染区域」（レッド・ゾーン）と汚染されていない「清潔区

域」（グリーン・ゾーン）に適切に区分する「ゾーニング」を行い、一般病床を多めに

つぶす必要がある。風評被害もあって、コロナ以外の外来や入院の患者が減り、ほかの

病院に通うようになり、戻ってこなくなる可能性がある。その上、コロナ患者を診療す

る医師や看護師には大きな負担がかかる。病院管理者としては、簡単には了解できない

事情があった。 
 県健康増進課は、コロナ病床を提供した場合、その病床分が生み出していた利益を補

償する必要があると判断した。そこで、病床確保を要請した 7 病院のうち５病院の収益

情報を取り寄せ、１病床・１日あたりの平均収益を計算した。当時、政府の緊急包括支
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援交付金による空床確保の補助単価が１万６１９０円だったのに対し、実際の収益実績

は平均４万４０００円で、１病床を提供するごとに差額の２万７８１０円の損失が出る

計算になった。この損失分を県が負担することとし、２０年４月の補正予算案として、

約１０億円の「新型コロナウイルス感染症入院医療機関特別給付金」を県議会に上程し

た。予算案が可決されると、事業は即時に実施された。 
 このような趣旨の独自予算は他県などでも組まれたが、山梨県が最も早い時期に導入

したとみられる。その後、政府の空床補償額は増額され、この事業は２０年度だけで不

要になったが、コロナ禍初期の病床確保に果たした役割は非常に大きい。 
また、山梨県の病院は公的・公立病院が多く、県の依頼に対して比較的協力的だった

こともあり、４月末までに当面必要な約８０床を何とか確保できた。 
ちなみに、厚労省の事務連絡の推計は、コロナの情報がまだ十分に得られていない段

階のもので、大都市も地方都市も同じ計算式を使うなど、極めて大雑把なものだった。

この事務連絡は、「当該計算式については、今後新たな知見等により変更される可能性

がある」と断っていたが、実際、第１波の最大入院者数は３６人だったので、単純に数

字を比べると、１５００人という推計は大きく外れたことになる。 
 
第３項 未知のウイルスとの戦い 

ウイルスの正体がまだよく分かっていないコロナ禍初期の段階では、患者を受け入れ

る病院のスタッフの負担は身体的にも精神的にも大きかった。 
 ４月上旬から患者が入院し始めた病院の医師は、「恐怖心はありました」と率直に語

る。ウイルス対策のための個人用防護具（ＰＰＥ）は着慣れていないので、壁に貼られ

た着脱方法の説明書を見ながら、一手順ごとに注意深く防護具を着用した。その後、防

護具の着方が間違っていたり、防護具が破損していたりしていないかについて、スタッ

フ同士が真剣に確認し合った。 
患者１人の診療ごとに着脱しないといけないので、時間がかかり、それだけで、かな

りの体力と精神力を消耗した。この頃、有効な治療薬やワクチンは確認されておらず、

「感染したら死ぬかもしれない」との不安を抱きながら診療にあたった。 
当時、問題となっていたのは、個人用防護具と並び、医療スタッフの命を守ってくれ

る医療用高機能マスク「Ｎ９５」や消毒用アルコールなどが枯渇寸前だったことだ。あ

る程度の備蓄はしていたが、すぐに足りなくなった。市場価格は高騰し、買うのを躊躇

していると、ほかの病院に持っていかれた。しばらくすると、政府からの供給が始まり、

マスクを洗って再利用するような事態にはならなかったが、「どのように確保しようか

と考えると、毎日、胃が痛くなった」と担当スタッフは打ち明けた。 
一方、お子さんを持つ女性看護師にとっては気の張り詰めた日々が続いた。勤務が明

けても、「家に帰っても大丈夫だろうか」と心配した。知らぬ間にウイルスを自宅に持

ち込み、子どもに感染させるのではないか、と恐れていたからだ。少しでも熱が出ると、



- 68 - 
 

「コロナに感染したのではないか」と青ざめながら検査を受け、陰性の結果を聞くと胸

をなでおろした。 
あるスタッフは「防護具を着て対応していた医療スタッフがばたばた死んでいくとい

う内容の、感染症がテーマのドラマをインターネットで見ました。このようなことが本

当に起こるのではないか、と本気で思った。感染経路もまだはっきりしていない。空気

感染もあり得るかもしれない。医師や看護師、薬剤師、放射線技師ら病院のスタッフみ

んなが不安の中で勤務していた」 と振り返る。 
 コロナ禍初期は、肺炎が急激に悪化し、呼吸不全に陥る患者がいた。「本当に目の前

で患者が急変した。救急医が飛んできて、患者の気道を確保するためにチューブを挿管

しなくてはならない事態もあった」という。大慌てで、重症患者を受け入れている病院

に患者を搬送した。気が休まる暇がなかった。ただ、どのスタッフも前向きに対応した。

「自分たちができる範囲の中で、ベストを尽くそう」。このような医療スタッフの熱い

思いと献身的な行動が、コロナ診療を支えていた。 
 
第４項 ＤＭＡＴによる入院調整 
 入院調整の役割は、集団感染が発生したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の

感染者の受け入れを調整するために２月２０日に設置された「ＣＯＶＩＤ－１９入院調

整専門家会議（略称：専門家会議）」が担った。主要メンバーは、藤井充・県知事政策

補佐官（現・山梨県感染症対策センター総長）、県立中央病院の三河医師、山梨大病院

感染制御部の井上修特任教授ら。コロナ対策に関する県の総合対策本部が３月１１日に

設置されると、その傘下に「入院調整班」が置かれた。その後は、「入院調整班」が、県

内の各保健所からの情報を基に一元的に感染者の入院調整を担い、専門家会議はコロナ

対策に関して医療や公衆衛生の観点から幅広く県に助言する機関と位置づけられた。 
 最初の段階で入院調整班を陣頭指揮する役目を担ったのは、県の「ＤＭＡＴ（災害派

遣医療チーム）」だ。 
１９９５年の阪神・淡路大震災で早期医療が遅れたことの教訓から、おおむね４８時

間以内で活動を開始できる機動性を持ち、専門的な訓練を受けた医療チームの必要性が

全国的に認識されるようになった。厚労省が２００５年に、日本の中心的組織である「日

本ＤＭＡＴ」を発足させ、全国から集まった医師らの研修を行った。その結果、都道府

県にも地域のＤＭＡＴが誕生した。 
通常、医師１人、看護師２人、事務職などの業務調整員（ロジ）１人の計４人で１チ

ームを編成する。山梨県は０５年に県立中央と富士吉田市立の２病院が県知事からＤＭ

ＡＴを持つ災害拠点病院（原則として都道府県に１か所の「基幹災害拠点病院」と、２

次医療圏に１か所設置される「地域災害拠点病院」の総称）に指定されたのを始め、２

１年４月時点で１３病院に計３４チームのＤＭＡＴがある。 
 これまでに、１１年の東日本大震災に２７人、１２年の中央自動車道笹子トンネル天
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井板落下事故に６人、１４年の御嶽山噴火に３１人が派遣され、病院の支援や患者の治

療にあたった実績がある。 
コロナが日本に上陸したことから厚労省は２０年３月、患者受け入れ調整を行う都道

府県の調整本部にＤＭＡＴを活用することを勧める事務連絡を出している。具体的には

「（調整本部に）都道府県の実情を踏まえてＤＭＡＴメンバーの参画も考えられる。Ｄ

ＭＡＴは、県内外を問わず、搬送調整等を行えることや、隊員は共通の養成プログラム

を受講しており、他県のＤＭＡＴとも一緒に活動できる」などと、ＤＭＡＴを使う利点

などに言及している。 
山梨県のＤＭＡＴは、隊員６人をクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」に派遣し、

コロナ感染者の救急診療や健康管理などを行った経験があることから、入院調整役に

「指名」された。ちなみに、他県でもＤＭＡＴが入院調整に入っている。コロナ禍は「一

過性ではない持続的な災害」とも呼ばれており、広い意味では、災害医療を担うＤＭＡ

Ｔの活動範囲とも言える。 
県は４月、１２のＤＭＡＴ指定病院（のちに１３病院に拡大）に対し、ＤＭＡＴを県

のコロナ総合対策本部入院調整班に派遣するよう要請し、派遣が決まった。原則、医師

２人と業務調整を行う事務員ら３人の計５人が交代で県庁内の専用の部屋に詰めて入

院調整した。陽性者が確認された場合、保健所から「患者情報シート」がメールかファ

クスで県対策本部の「情報班」に送られる。当初は県職員６人の体制だった情報班は、

患者情報の収集・管理・分析などを担当。その情報を基に、ＤＭＡＴの医師が、どの病

院に入院させるのが良いかを判断し、病院側に電話で依頼した。 
入院調整を担当したＤＭＡＴ医師は、「ＤＭＡＴは感染症に詳しい訳ではない。しか

し、患者の状態を踏まえ、優先順位をつけて、どのように対処すべきか考える入院調整

業務は、災害時に行われるトリアージ（重症度や治療緊急度に応じた傷病者の振り分け）

と患者搬送そのものだ。我々は、このような仕事には慣れている」と語る。「コロナの

第１波では、初めての経験の割には病院側が患者をスムーズに受け入れてくれたと思う。

受け入れをお願いするのが、県庁の事務職員ではなく医師だから、病院側は比較的、前

向きに引き受けてくれたのではないか」と話す医師もいた。 
第１波の感染者数は４月６日の４人をピークに減少に転じた。入院者数も４月１８、

１９日の３６人をピークに減り、病床の逼迫はないまま第１波を乗り越えた。 
コロナ患者を受け入れた病院の多くはＤＭＡＴを持っていたこともあり、県民の命を

災害から守るという使命感を持って診療にあたった。ＤＭＡＴ同士は仲間意識があり、

お願いしやすい間柄だ。初動段階で患者の入院調整が比較的うまくいった要因の一つに

は、ＤＭＡＴの活躍がある。 
 
第５項 幻の野戦病院計画 
 感染ピーク時に入院患者が１５００人に達するとの推計は、地道に既存病床からコロ
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ナ病床をかき集めてきても、とても対応できるものではなかった。長崎知事は、この推

計が発表されると「野戦病院を作るしかない。早く準備してください」と担当部署に指

示した。 
 「野戦病院」の元来の意味は、戦争中、戦場の後方に設置し、傷病兵を収容して治療

する臨時の病院のことだ。近代看護の創始者であるナイチンゲールが１９世紀に起きた

クリミア戦争の野戦病院で看護業務に従事したのは有名だ。コロナ禍における野戦病院

は、感染拡大時に必要に応じて都道府県知事らが新型インフルエンザ等対策特別措置法

に基づき、ホテルや会議室などを利用したり、空き地にプレハブの建物を新築したりし

て開設する臨時の医療施設を指す。厚労省は２０年４月、臨時医療施設を開設する時の

留意事項について都道府県などに事務連絡を出している。 
 他の都道府県による臨時医療施設としては、東京都が都施設に軽症者用に開設した

「酸素ステーション」（その後、軽症から中等症の患者に対して、酸素や中和抗体薬の

投与などを行う「酸素・医療提供ステーション」に拡充）、大阪府が国際展示場「イン

テックス大阪」に設けた「大阪コロナ大規模医療・療養センター」などがある。大阪府

の施設は、軽症・無症状者と中等症者向けに計１０００床を擁する大規模なものだ。男

女別にゾーンを分け、間仕切りをして個室を作った。中等症病床には酸素吸入機器を設

置。重症化の予防効果があるとされる中和抗体薬の投与も受けられる。 
 山梨県も知事の命を受け、県医務課が２０年６月、臨時医療施設の設置計画をまとめ

た。計画によると、①甲府市のコンベンション施設「アイメッセ山梨」展示棟に２７０

床の病床を確保する（整備費は２億円）、②同じく甲府市の「小瀬スポーツ公園武道館」

の１階アリーナ、２階武道場などを活用して１２０床を確保する（整備費は１億円）―

―というものだ。実際には開設されなかったが、実現すれば、当面必要とされる４００

床を一気に確保できる。 
また、山梨大病院から、老朽化のため取り壊す予定だった旧病棟を「コロナ専用病棟」

として提供できるとの提案を受けていた。詳細な計画は練られなかったが、「もしも病

床が逼迫したら、最後には山梨大学にお願いできるので、とても頼もしく、ありがたい

提案だった。その提案があったので、県内の他の病院での病床確保に注力できた」（県

幹部）という。 
しかし、「野戦病院計画」は幻に終わった。新たに野戦病院を作るには、①整備に費

用がかかる、②医師や看護師ら医療スタッフを確保するのが大変、③開設までに時間が

かかる――などの課題をクリアしなければならなかったからだ。山梨大病院の旧病棟も

新病棟の開設とともに取り壊された。 
宿泊療養施設に医師を常駐させ、治療も行える「医療強化型宿泊療養施設」という臨

時の医療施設が２１年８月に登場したことも、野戦病院計画が実現されなかった一因だ。

宿泊療養施設をそのまま利用できる医療強化型施設は、アイメッセなどにベッドや間仕

切り、換気・空調施設などを設置して一から作り上げる臨時医療施設よりも安価で済み、
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しかも、患者にとってはホテルの方が快適だった。前述の大阪のコロナ大規模医療・療

養センターは、利用者がほとんどおらず、２２年５月末で閉鎖されたことを考えると、

県の判断は結果的に的確だったと言える。 
ただし、コロナの感染が爆発的に拡大したり、将来、より大規模な新感染症が発生し

たりした時の「最後の砦」として活用できる可能性もあり、計画を検討した意義はある。 
 
第６項 医療提供体制の構築 

コロナに関する医療提供体制の枠組みを決める、極めて重要な事務連絡が２０年６月

１９日、厚労省から都道府県や保健所設置市などに出された。 
その骨子は、①医療提供体制は、都道府県が保健所設置市などと連携して整備する、

②患者発生動向などを踏まえて政府が提示する新たな「流行シナリオ」を踏まえて、都

道府県は、ピーク時の患者数などを推計し、必要な病床数、宿泊療養部屋数などを算出

して確保する、③入院患者数の増加に応じて、ピーク時までの段階的なフェーズ（局面）

を設定し、各フェーズで必要な病床を確保する｢病床・宿泊療養施設確保計画｣を７月末

までに策定する――などだ。 
また、病院の役割分担が不明確なため、患者の受け入れが困難な事例が生じたことの

反省から、患者を重点的に受け入れる「重点医療機関」と、コロナが疑われる患者の診

断確定まで原則として個室で受け入れ、陽性の確定時には重点医療機関に患者を移送す

る「協力医療機関」を指定することも求めた。 
 病床確保を巡っては、専門家会議から「県と病院の意思疎通がうまくいっていない」

との指摘があった。県は当初、知事や副知事と市長、町長など病院管理者とのトップ交

渉で病床確保を進めようと思っていたが、若干、交渉が停滞した時期があった。政治判

断を求めるだけではなく、最前線に立つ医療従事者ともっとコミュニケーションを取り、

現場が抱える課題に向き合う必要がある、とのメッセージだった。 
実際、県が各保健所に県庁から連絡調整員（リエゾン）を派遣し、保健所職員ととも

に、各保健所管轄内の病院を訪ねると、様々な課題が浮かび上がった。 
医療スタッフが足りないと訴える病院には、ほかの病院から人材を派遣してもらえる

ように交渉し、環境を整えた。呼吸器内科医がいないと躊躇する病院には、県立中央病

院の三河医師や山梨大病院の井上医師が、「呼吸器内科医がいなくてもコロナ患者を診

療できるし、重症化しそうな場合は県立中央病院や山梨大病院が引き受ける」などと説

明し、粘り強く交渉した。県は、比較的小さな病院をそのままコロナ専門病院にしよう

と検討したこともあったが、病院側から「地域住民が安心して受診できる身近な病院を

なくされては困る」と反対され、断念した。 
こうした努力の結果、徐々に病床確保が進み、２０年８月には２００床ほどの確保に

めどがたった。 
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第３節 第２波（７～９月）～第３波（１０月～２１年３月）～第４波（４～６月） 

 
第１項 医療機関の役割分担 

厚労省からの６月１９日の事務連絡を受けて、県は７月１６日、第２波に向けた病床・

宿泊療養施設確保計画をまとめた。ピーク時の患者数を２４６人と推計した。コロナに

ついて未知のことが多い段階だった３月の推計値１５００人の６分の１ほどで、現実的

かつ対応可能な病床数などが算出された。 
感染状況のフェーズについては、①入院患者３０人未満の「フェーズ１（警戒期）」、

②同３０～５９人の「フェーズ２（拡大初期）」、③同６０～１１９人の「フェーズ３（急

速拡大期）」、④同１２０人以上の「フェーズ４（まん延期）」――の４段階に分類した。

確保病床数をフェーズ１は７０床（うち重症病床数７床）、フェーズ２は１３０床（同

１３床）、フェーズ３は１９０床（同１９床）、フェーズ４は２５０床（同２４床）と定

めた。フェーズの上げ下げは事実上、専門家会議の医師らが決める。 
 病床逼迫を回避するために、コロナ患者を受け入れて治療する「重点医療機関」、患
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者の診断が確定するまで専用病床で受け入れる「協力医療機関」、回復した患者のリハ

ビリや療養を担う「後方支援病院」という３種類の病院を指定し、役割分担することに

なった。 
 ８月１日に新体制を導入し、「重点医療機関」として８月２０日までに１１病院を指

定し、２８５床（うち重症病床２４床）を確保した。内訳は、公的・公立病院が９病院、

民間病院が２病院だ。感染症指定医療機関や、ダイヤモンド・プリンセスの感染者を受

け入れた病院などを地域バランスに配慮しつつ選んだ。その後、しばらくは、新たに重

点医療機関を指定するのではなく、１１病院の中で病床を積み増す形で医療提供体制を

強化した。県内には、大きな病院の数は限られており、地域医療を支える公的・公立病

院が中心に患者を受け入れるのは必然だった。 

 
 重症患者は、人材など医療体制が整っており、重点医療機関でもある県立中央病院と

山梨大病院が集中して受け入れることになった。患者の入院や転院などの情報を共有す

るため、県は２１年７月１９日、重点医療機関連絡会議を発足させた。感染状況などに
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応じて毎日から週に１度の頻度で開催した。 
 「協力医療機関」については、２６病院を指定した。原則、輪番制として、当番日に、

コロナ感染が疑われた患者を診断確定まで一時的に受け入れる。陽性と判定された場合

は、重点医療機関に患者を搬送、入院させる。 
高齢の患者らはコロナから回復しても、入院中に体力が落ちて退院できず、病床が埋

まったままとなり、新たな患者を受け入れられない問題が起きていた。そこで政府は、

回復した患者を受け入れる「後方支援病院」を増やし、円滑な転院を促す政策を推進し

た。県は２１年６月、４病院を後方支援病院に指定して運用を始めた。その後、体制は

拡充され、同年１０月には２４病院になった。 
 
第２項 ２次医療圏の特徴 

コロナ対応は、１病院で完結できるものではない。コロナ患者を受け入れる病床や、

医師や看護師などの人材は有限であり、有効活用するためにも、医療機関の連携は欠か

せない。とりわけ、救急医療を含む一般的な入院治療が完結するように設定された２次

医療圏内で、病院、自治体、医師会などが危機意識を共有し、互いに助け合うことが重

要だ。 
 県内には、①甲府市を中心とした「中北医療圏」、②甲州市や山梨市、笛吹市で構成

される「峡東医療圏」、③早川町や富士川町、市川三郷町などが含まれる「峡南医療圏」、

④富士吉田市や上野原市、都留市、大月市、富士河口湖町などが含まれる「富士・東部

医療圏」――という４つの２次医療圏がある。それぞれの医療圏に１つずつ、県の保健

所が置かれているが、中北医療圏だけは甲府市を管轄する甲府市保健所と、それ以外を

管轄する県の中北保健所（韮崎市）が存在する。 
１８年３月にまとめられた県地域保健医療計画によると、県内６０病院のうち、半数

以上の３２病院が中北医療圏にある。この地域は人口も多く、その受け皿となるために

必然的に集中することになる。高度かつ専門的な医療を担う山梨大と県立中央の２病院

は、この圏域に存在する。 
山梨大は医師を養成する医学部を持ち、地域医療を担う医師を輩出している。山梨大

医学部出身の医師は付属病院に勤務するだけでなく、公的・公立病院、民間病院を問わ

ず、県内の医療機関に派遣され、山梨の医療体制を土台から支えている。山梨大病院は

人的ネットワークを持つことが大きな強みだ。 
一方、県立中央病院は名実ともに県の医療体制の「大黒柱」だ。がん診療の中心的な

役割を担うため、都道府県に１か所設置される「都道府県がん診療連携拠点病院」に指

定されている。地震や噴火、台風など大規模災害が起きた場合、ＤＭＡＴ隊員や医療救

護班の派遣を調整したり、災害医療の機能を強化するための訓練や研修を行ったりする

「基幹災害拠点病院」にも県内で唯一指定されている。県の政策に密接に絡む医療は、

県立中央病院がその責務を果たす。 
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 両病院は、圏域の医療だけでなく、県内全域からコロナ重症患者を引き受けるなど山

梨の医療の「両輪」となっている。 
 峡東医療圏には中北医療圏に次ぐ１４病院がある。最も病床数が多い病院は、民間病

院である山梨厚生病院だ。同じく民間の富士温泉病院がコロナ患者を受け入れたが、コ

ロナ以前から、この医療圏だけでは医療が完結できていない。救急隊が圏内の病院へ搬

送を打診しても、処置中や空きベッドがないなどの理由で断られた場合は、中北医療圏

の病院などに域外搬送することが多い。 
 峡南医療圏には６病院しかない。最も病床数が多いのは、市川三郷町と富士川町によ

る峡南医療センター企業団が運営する富士川病院だ。この医療圏もコロナ以前から医療

が完結できておらず、富士川病院などが手いっぱいの時は、山梨大病院など中北医療圏

の病院に患者が搬送されていた。 
 富士北麓地域と東部地域を合わせた富士・東部医療圏には８病院がある。この地域は

「郡内地域」とも呼ばれ、甲府盆地を中心とした「国中地域」とは山々の連なりで隔て

られている。県の中核医療機関である山梨大病院や県立中央病院までの患者搬送に時間

がかかるため、もともと医療圏内で医療を完結させようという意識が強く、域外搬送が

比較的少ない。 
 
第３項 富士・東部地域の連携 
 富士・東部医療圏は、新型コロナ対応のため、圏内５病院の開設者が協定を結ぶなど、

積極的な連携策を打ち出した。 
 感染症指定医療機関は、この医療圏には富士吉田市立と大月市立中央の２病院しかな

い。また、そもそも、この医療圏にある急性期病院（病気やけがなど症状が急に現れた

時に患者を受け入れて治療や入院ができる病院）は両病院と、山梨赤十字、都留市立、

上野原市立の計５病院だけだ。コロナ禍を乗り切るには、互いに助け合うしかない。 
この医療圏を担当する富士・東部保健所職員が各病院を回り、それぞれの事情を聞き

つつ調整して２０年４月、５病院による連絡会議が発足した。月に１、２回、会合を重

ねた末、７月に「新型コロナウイルス感染症対応への公的・公立病院連携・協働包括協

定書」を締結した。病院側が発案し、実質的には病院間の協定書だが、５病院長ではな

く、病院の開設者である市長らが署名したことが特徴だ。内容的には、院内感染が起き

た時や、医療スタッフが不足した時などに相互に支援することを明記した、どちらかと

言えば「理念」をまとめた協定書だが、市長らが約束した意味は大きい。このような協

定書を締結したのは、県内では富士・東部医療圏だけだ。 
協定を後押しするため、県と富士・東部保健所は協議し、患者を受け入れる重点医療

機関に、それ以外の医療機関から医療従事者を派遣するために必要な経費の補助金（約

１.１億円）を２０年６月補正予算に計上した。 
 協定の理念に基づいて、重点医療機関である富士吉田市立と山梨赤十字の両病院が中



- 76 - 
 

等症患者と基礎疾患などがある患者を受け入れ、同じく大月市立中央病院が中等症と軽

症の患者を受け入れることになった。都留市立と上野原市立の両病院は通常は協力医療

機関として発熱があった患者を診察することに専念し、必要に応じて重点医療機関に医

師や看護師を派遣して支える体制を整えた。 
また、コロナ前から、富士吉田市立と山梨赤十字の両病院は、開業医らが中心の富士

吉田医師会に会員として参加しており、「顔の見える関係」を築いていた。富士吉田医

師会は２０年１１月、両病院などと話し合い、独自に開設している「臨床検査センター」

でコロナ抗原定量検査を請け負うことにした。同時期、県は発熱患者の診療・検査を行

う「診療・検査医療機関（発熱外来）」を指定する新たな体制を始めたが、富士吉田医

師会に所属する診療所の多くは、発熱患者らの検査や診療を行う発熱外来を開設してコ

ロナ診療体制を支えた。 
 富士吉田市立病院の松田政徳院長は「協定書は締結時、どのような病院間連携ができ

るのか、具体的にはイメージがなかった。その後、重点医療機関と協力医療機関はどこ

の病院が指定を受けるのか、それぞれの重点医療機関がどのような患者を診るのかなど、

地域での課題が現れるごとに、病院間で話し合ってきた。積極的に情報交換できる環境

が整えられたという意味でも、協定書の意義は大きい」と指摘する。 
 富士吉田医師会の刑部光太郎会長は「季節性インフルエンザの例年の感染者数から推

定すると、２０年冬のコロナとインフルの検査は、富士吉田市立病院と山梨赤十字病院

の検査能力ではパンクする可能性があったので、私たち医師会の臨床検査センターも受

け持つことになった。私たちの地域では、日ごろから病院と医師会の関係が良く、自分

たちがそれぞれできる役割を果たそうという思いが強い」と話す。 
このような協力関係の構築は、地理的に域外搬送に時間がかかるうえ、圏内に突出し

て大きな病院がなく、互いに連携し合わないと住民の命を守れないという共通の危機感

が原動力になった。また、圏内５つの急性期病院がすべて公的・公立病院であったこと

も、協力しやすい理由の一つと思われる。 
峡東や峡南はコロナ以前から圏内で医療が完結できていないため、この２医療圏で同

様の協定を結んでも実効性は乏しいかも知れない。ただ、両医療圏内の病院関係者は「コ

ロナ対応で地域内での連携はほとんどなかった。病院が所在する自治体から支援がなか

った」と指摘した。 
 
第４項 民間病院の役割 
 厚労省による２０２０年医療施設調査によると、全病院数に対する公的・公立病院数

の割合は、山梨県が３３.３％で１１番目に多く、全国平均の１８.５％より約１５ポイ

ントも高い。東京都の８.３％、埼玉県の８.５％、福岡県の９.７％、大阪府の９.８％な

どと比べると、山梨県の地域医療は、いかに公的・公立病院に支えられているかがわか

る。 
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 病床数を見ても、県内上位５病院のうち３位の山梨厚生病院を除いて４病院が公的・

公立病院だ。トップは６２２床の県立中央病院で、２番目は６１８床の山梨大病院だ。

民間病院は１００床以下の比較的小規模な医療機関が多いうえ、精神単科病院やリハビ

リテーション病院も含まれており、コロナ病床を確保しにくい現状がある。そのような

背景から、コロナ患者を受け入れる重点医療機関など１２病院（２１年末時点）のうち

民間病院は山梨厚生と富士温泉の２病院だけだ。 
ただし、重点医療機関が医療逼迫を起こさないように、民間病院は医療提供体制を下

支えしている。２１年末時点で、コロナ疑い患者を受け入れ、検査結果が出るまで入院

させる「協力医療機関」は２６病院のうち１０病院が民間だ。重点医療機関に患者が滞

留しないように回復した患者のリハビリや療養を担う「後方支援病院」も２４病院のう

ち１７病院を民間が占めている。 
 後方支援病院に指定されている民間病院のある関係者は「県内の民間病院は、病床数

が少なく、建物も狭く、ゾーニングして患者を受け入れることができない建物構造が多

い」と指摘する。また、「民間病院は公的・公立病院のように税金による公的支援がな

いため、患者が減ったり、院内感染を起こして外来を中止したりして赤字になっても、

誰も助けてくれない。コロナ診療にはできるだけ協力したいが、基本的には、コロナ患

者は公的・公立病院が引き受け、コロナ以外の一般診療を民間病院が主に引き受けるよ

うな役割分担が良いのではないか」と語る。 
 実際、県内の民間病院は少なからずコロナの負の影響を受けた。県民間病院協会が３

８会員病院に行ったアンケート調査によると、入院や外来の患者が減るなどして診療報

酬が２０年３～５月の平均で前年同期より減ったのは２３病院で、全体の６割に上った。

２０年７月時点で、「夏のボーナスを支給するか」との質問に対し、「支給しない」が２

病院、未定が１病院あった。支給すると回答した３５病院のうち、前年より減額するの

が１３病院、支給率は同じが２０病院で、増額は２病院だった。 
 最終的には公的資金で補填してもらえる公的・公立病院に比べて、民間病院は常に経

営上のリスクを負っている。そうした背景も踏まえて、県は医療提供体制を整備する必

要がある。 
 
第５項 ＹＣＤＣ主導の入院調整 

県の総合対策本部の体制が２０年５月に再編され、対策本部の下に総合調整、経済、

医療の３部が置かれた。医療部には、患者の情報収集・分析などを行う「情報班」、患

者の入院調整などを行う「入院調整班」が設けられた。情報班は６人体制が基本だが、

患者の発生が少ない時は２～６人で対応した。入院調整班は通常、ＤＭＡＴ医師１人と

業務調整員（ロジ）２人の計３人体制だが、患者の発生状況により１～３人で対応した。

２１年４月の県感染症対策センター（ＹＣＤＣ）の設立に伴い、病床確保、入院調整な

どの業務は県健康増進課からＹＣＤＣに移管された。 
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第２波（２０年７月～９月）では、入院者数は８月２３日の３８人がピークだった。

第３波（２０年１０月～２１年３月）では、２１年１月１０日に入院者が過去最多の１

４５人に上ったが、病床使用率は５０.９％で、医療提供体制には若干の余力があった。

第４波（２１年４月～６月）の入院者数は６月１１、１２両日の１１７人がピークで、

第３波より少なく、病床使用率も３８.４％と比較的余裕があった。 
 県は病床・宿泊療養施設確保計画に基づき、病床と宿泊療養施設を増やしてきた。病

床確保フェーズが導入された２０年８月１日時点の病床数は２０３床だったが、１０か

月後の２１年６月１日には３０５床と５０％も積み増した。 
 感染者が増えても病床逼迫が避けられた理由には、コロナ病床の着実な増床や入院調

整などがあった。とりわけ、病床確保のフェーズなどを決める専門家会議の医師たちの

貢献が大きかった。 
 
第４節 緊迫の第５波（２１年７～１２月） 
 

 
第１項 「自宅療養ゼロ」の功罪 

「すべての感染者に必ず医療の目を通す。自宅療養はゼロにする」。長崎知事は当初、

常々こう語ってきた。首都圏を中心に自宅療養中に亡くなるケースが相次いだことにつ

いて「これでは在宅療養ではない。在宅放置だ」と厳しく批判することもあり、山梨県

では患者全員を入院または宿泊療養にする方針を堅持した。実際、第１～４波は、この

方針でコロナ禍を乗り越えることができた。 
県は入院者数と宿泊療養者数を合わせた１日の最大療養者数を３６２人と推定し、２

１年８月１３日の時点で、病床３０５床、宿泊療養部屋数４４９室の計７５４床・室を

確保した。推定療養者を十分に受け止められる体制を整えていたはずだった。 



- 79 - 
 

 しかし、従来株の１.５～２倍の感染力があるとされる「デルタ株」による第５波の猛

威は、政府と県の想定をはるかに上回った。 
７月上旬の１日の新規感染者数は１０人弱だったが、下旬から急増した。県は８月２

日、確保病床の指標となるフェーズを「３」から「４」に初めて引き上げた。２０日に

は過去最多の１０３人を記録した。入院病床への影響は、感染者数の増加から１～２週

間ほど遅れて現れる。入院者は７月２１日の２５人から、約１か月後の８月２２日には

一気に１０倍の２５０人となり、病床使用率は８２％に達した。病床使用率が８割を超

えると、ほぼ「満杯」状態と言われるので、それを超えていた。宿泊療養使用率も２４

日に８８.４%と、ほぼ満室状態となり、病床も宿泊療養も余裕がなくなった。 
コロナ病床を持つ、ある病院には、この時期、県の入院調整班から毎日のように５人

くらいの受け入れ依頼があり、断らざるを得ないこともあった。ピーク時には病床使用

率が９割を超えた。呼吸器内科、総合内科、小児科の医師らが総動員され、１人の主治

医で５、６人の患者を診療しないといけなかった。デルタ株の患者は急に症状が悪化す

る危険性があるが、その兆しがわかりにくい。患者の状態を注視していなければならず、

心身ともに疲弊した。 
政府に感染の発生を届けて患者情報を管理するシステム「ＨＥＲ－ＳＹＳ（ハーシス）」

の入力が全国から殺到したためか、システムの動きが遅くなったことや、作業量も多く

なったこともあり、事務員は早朝４時に出勤したり、休日出勤したりして入力しなくて

はならなかった。医師だけでなく、看護師、血液検査や心電図測定などを担当する臨床

検査技師、事務員らすべての病院スタッフにとって激務の日々が続いた。 
 
第２項 自宅待機者の急増 
 「現在、ホテル入所ができず、自宅待機をしている方が１００名以上いることを、知

事が把握しているか」。２１年８月２０日、専門家会議でメンバーの１人が質問した。

県側は「保健所も応援態勢を組みながら自宅で待機している方の健康観察を行っている」

と回答。メンバーは「医療の目が入っているということで安心した」と胸をなでおろし

た。ただ、事態は、はるかに緊迫していた。 
 県の調べでは、宿泊先が決まらずに自宅待機していた患者は、８月初旬から増え始め、

ピークの２７日と２８日には１８３人にも上った。２７日の宿泊療養者数は４６３人な

ので、その約４割が自宅待機を余儀なくされたことになる。確保部屋数は当時５３６室

なので、単純計算で７３室しか空きがなく、自宅待機者はどうやっても収容しきれない

緊急事態に陥っていたのである。 
陽性判明後、通常は翌々日までには入院か宿泊施設に入所できたが、第５波に襲われ

た８月下旬は平均４.５日かかった。陽性者には、保健所の保健師が１日２回以上電話連

絡するなどして健康観察を行っていたが、発症から時間が経過しすぎて、待機中に療養

解除となったケースがあったほか、最大８日間待機した患者もいた。 
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当時の状況について、「保健所からの連絡がなかなか来なかったと話す患者もいた」

「結果的に在宅で亡くなった人はいなかったが、一歩間違えば危なかった」「医療が逼

迫して、なし崩し的に在宅療養（退所後ケア）を取り入れるしかなかった。自宅待機中

に具合が悪くなった人もいる。もっと早く自宅療養の仕組みを導入しておけばよかった」

などと証言する医師もいる。 
 ＹＣＤＣの小島良一感染症対策統轄官は「保健所職員の机に、患者発生届などの書類

が高く積まれた状態になった。本庁から応援を出したが処理しきれず、目詰まりを起こ

したのが、自宅療養が急増した最大の原因。処理速度を上げるために改善策を検討しな

くてはならなかったが、その検討をしている余裕もなかった」と振り返る。 
多数の待機者が出た他の理由として、①宿泊療養施設の消毒・清掃が間に合わず、時

間がかかった、②本人が家族よりも先に陽性となり、家族の検査結果を待って入所しよ

うとした、③子どもの預け先が見つからない――ことなどもあった。 
 
第３項 県の懸命の取り組み 
 危機的な状況に対応するため、県は８月以降に宿泊療養施設の確保部屋数を増やすと

ともに、宿泊療養体制を拡充した。さらに、医師と看護師らが常駐して医療措置も行え

る「医療強化型宿泊療養施設」の運用を同月１４日に開始した（第２章参照）。同月２

４日には、症状が安定している軽症・無症状者らを早めに退所させて自宅療養を可能と

する「退所後ケア」も導入した（第３章参照）。 
また、通常の宿泊療養施設の稼働率を上げるため、複数の個室ごとに消毒していたの

を、個室ごとに消毒して患者を受け入れるなど、消毒作業の手順を見直した。幸い、９

月に入ると急激に感染者数が減り、難を逃れた。 
 長崎知事は読売調査研究機構のヒアリングに、「第５波で流行したデルタ株では患者

が急変する可能性があった。他県で自宅療養中に亡くなる人が出ており、医療の目が届

かない自宅療養を導入することに対して恐怖感があった。判断がなかなかできなかった」

と説明した。多くの自宅待機者が出ているという事態については、「知り合いの医師か

ら８月２３日に聞いた」と語った。専門家会議で自宅待機者の問題が議論された３日後

のことだ。保健所や県の職員は当時、目の前の仕事をこなすので精いっぱいだったとみ

られるが、知事を含めて全庁的に危機感を共有することができなかった。 
 また、この事態について知事が記者会見で報告し、県民におわびしたのは、自宅待機

者数のピーク時から２か月以上後の１１月５日のことだった。「次の対策を練っている

間に、時間がたってしまった」（小島・感染症対策統轄官）という。本機構のアンケー

ト調査でも、「自宅待機者への対応は、保健所だけのマンパワーでは間に合わず、広く

医療関係者に支援を呼びかける必要があったと思う。情報が明確には入ってこなかった

ので動けなかった」と回答した医療関係団体があった。 
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第４項 自宅療養を巡る議論 
第５波の患者急増に対しては、もっと早く自宅療養の仕組みを導入すべきだったとの

指摘がある。 
自宅療養について厚労省はコロナ上陸直後の２０年３月１日、地域で感染拡大して入

院患者が増えた時、高齢者やがん治療中の患者、妊婦以外で、無症状または軽症の患者

は原則、自宅で療養するのが望ましいとの事務連絡を出している。４月２日には、自宅

療養する上での留意点などを示す事務連絡も出した。ただし、感染者が多く、医療逼迫

が懸念される東京など大都市圏を念頭にしていたとみられる。 
山梨県の専門家会議でも、第５波の１年前の２０年８月７日の会議で、あるメンバー

が「自宅療養も視野に入れるべきだ」と発言したことが議事録に残っている。 
自宅療養は既に厚労省の事務連絡で容認されており、２１年２月の感染症法改正によ

って自宅療養が制度として正式に位置づけられたが、知事が自宅療養に舵を切る後押し

にはならなかった。 
同じく専門家会議の議事録によると、第５波の最中の２１年７月３０日に、あるメン

バーが「知事の考えを変えさせなければならない」と発言している。８月６日の会議で

は、別のメンバーが「知事は感染者については入院または療養施設でみていきたいと考

えている。このままいくと病院も宿泊療養もオーバーフローする可能性も大いにあるた

め、自宅療養というところも考えないといけないと説明した」「知事は自宅療養イコー

ル医療から見捨てられるというイメージを持っている」と語った。「知事は最初から自

宅療養ではなく、いったん医療の目を経て、チェックを受け、自宅療養ということであ

れば検討する余地があると発言した」との報告もあった。この報告にある知事の方針転

換を受けて制度設計されたのが「退所後ケア」だ。 
 他の都道府県の対応を見ると、感染者が多い東京都や大阪府は、第１波の段階から軽

症者や無症状者に自宅療養をお願いしてきた。一方、山梨県と同様に感染者が比較的少

ない県はおおむね、第５波の初期でも感染

者に自宅療養をさせず、病院や宿泊療養施

設に入院・入所させる方針で臨んだ。しか

し、そのうち、いくつかの県は病床が逼迫

し、第５波の途中から自宅療養を導入した。 
鳥取県は８月に入り、鳥取大学など３か

所の「メディカルチェックセンター」が、患

者を宿泊療養や自宅療養に振り分ける対策

を全県的に始めた。島根県は同時期、原則入

院の従来方針を見直して、医師が診断した

うえで、宿泊療養か自宅療養を行う体制に

切り替えた。佐賀県も同時期、自宅療養の制
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度を導入した。 
一方、福井県は山梨県と同様の２２年１月中旬になって、患者を入院・宿泊療養させ

る従来方針を転換し、自宅療養を認めた。 
 全国的に病床が逼迫した２１年８月１８日と２５日の時点で病床使用率と宿泊療養

使用率を比較すると、山梨県が同規模の他県に比べて若干厳しい状況にあった。 
 
第５項 第６波への備え 

２１年秋には、第６波に備える対策の策定が急務となった。ＤＭＡＴによる入院調整

が１年半にも及び、ＤＭＡＴ医師は多忙を極め、自らの勤務する病院の業務に支障が出

かねない状況になった。そのため、２４時間体制で救急患者を受け入れる地域の中核的

病院である３３の「２次救急病院」に参加を呼びかけ、ＤＭＡＴ以外の幅広い医師も入

院調整班に交代で入る体制に１０月１日から改められた。 
厚労省は１０月１日、第５波並みの感染状況になっても耐えられる医療提供体制を構

築するように都道府県に事務連絡を出した。山梨県は、既存の「病床・宿泊療養施設確

保計画」を見直し、専門家の意見を踏まえて１１月に新たな「保健・医療提供体制確保

計画」を策定した。 
計画では、１日の最大新規感染者数を１５０人（第５波ピーク時１０３人）、最大療

養者数を１０４６人（同７１５人）と想定し、最大入院者数を２７４人（同２５０人）、

最大必要病床数を３３４床と算出した。ただ、この計画でも、あくまで患者を入院また

は宿泊療養施設に入所させる方針を堅持し、自宅療養の導入を見送った。 
ちなみに、この時点で想定する自宅療養者数を「ゼロ」と回答した自治体は、山梨、

岩手、宮城、秋田、福井、岐阜、和歌山、鳥取、山口、鹿児島の１０県だ。これら自治

体の多くが、万一、自宅療養者が出た場合に備えて、治療に関与する医療機関を決めて

いたが、山梨など３県は定めていなかった。 
１２月１日には、病床確保計画のフェーズ（局面）を４段階から５段階に増やす運用

を始めた。新たに設けた「フェーズ５（緊急対応期）」では、入院患者が１８０人以上

になった場合、既に確保した最大病床数である３７６床で運用する。 
山梨県の確保病床数３７６床は２１年１２月２９日の時点で、人口１０万人あたりで

は４６床になり、全国８番目に多い。厚労省によると、既存確保病床に対するコロナ病

床の割合は同年５月時点で４.５％となり、全国９番目に高く、既存の医療資源を最大限

に活用して感染の再拡大に備えた。 
 
第２章 宿泊療養の整備 

第１節 宿泊療養施設の確保 
 医療提供体制整備の２本柱は、病床と宿泊療養の確保だ。宿泊療養施設は、コロナ病

床を持つ病院の医療逼迫を引き起こさないために、無症状・軽症者を受け入れるという
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重要な役割を果たす。 
厚労省は２０年４月２日、軽症者らを民間の宿泊施設や自治体の研修施設などが受け

入れる宿泊療養を実施する旨の事務連絡を出した。山梨県はいち早く２０年３月下旬か

ら宿泊療養施設の確保に動き始めていた。 
１号施設の「ホテル若神楼」（２８室）について、県職員は地元・北杜市や消防署、

区長宅などを訪問し、了解を得た。県立中央病院や北杜市立塩川病院、県看護協会など

の協力を得て、４月２６日に開設した。 
 

 
入所できるのは、①６５歳未満、②無症状または軽症者、③慢性呼吸器疾患など基礎

疾患がなく重症化の恐れが低い、④妊婦ではない、⑤自力で身の回りのことができて、

歩行可能――などの条件を満たす患者だ。 
施設には看護師が常駐し、健康観察を毎日行うとともに、随時、患者からの健康相談

に応じている。感染者が急変した場合は、オンコール（緊急事態の発生時に迅速な対応

ができる状態で待機すること）病院医師に相談。入院治療が必要と判断された場合は、

県総合対策本部の「宿泊療養班」と連携して入院の手配をする。 
２号施設の「東横イン甲府駅南口Ⅰ」（１６６室）は、甲府市の市街地に位置するホ
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テルのため、近隣住民の理解を得るのに苦労した。現地説明会で「感染者がホテルを抜

け出すのではないか」などの懸念も示されたが、最終的に近隣住民の同意が得られて、

１１月に受け入れを始めた。 
知事の宿泊療養に対する指示は、入所者の「ＱＯＬ」（Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｌｉ

ｆｅ＝生活の質）を落とさないように快適な環境を整えることだった。居心地が悪けれ

ば、ホテルを勝手に抜け出す可能性もあるとの考えからだ。そこで、テレワークなどが

可能なように１人で２部屋を利用できるスイートルーム方式を導入し、近隣飲食店の協

力で複数メニューの食事を用意した。 
県内では２１年 1 月から患者数が急増したため、それまで、いったん入院してから宿

泊療養施設に移る運用を改めて、宿泊施設に直接入所できるようにした。ただ、他の自

治体では宿泊療養中の死亡例が報告されていたため、２月から県医師会の会員医師１人

が交代で宿泊療養施設を訪れ、毎日２時間程度、入所者の健康状態をチェックした。 
その後、２１年４月に３号施設の「東横イン富士河口湖大橋」（３４２室。富士河口

湖町）、８月に４号施設の「ホテルルートイン山梨中央」（１３７室。中央市）、９月に

第５号施設の「ホテル内藤甲府昭和」（１３３室。甲府市）、１０月に第６号施設の「ド

ーミーイン甲府丸の内」（１６０室。甲府市）を、それぞれ開設した。 
２１年１２月２９日の時点では、６施設で計９６６室の療養体制は、人口１０万人あ

たり約１１９室で、日本で２番目に多い。病床数と宿泊療養施設部屋数を合わせた１３

４２床・室は、人口１０万人あたりでみると全国トップだった。協力的な病院が多かっ

たことに加え、観光県である山梨は人口比でホテル・旅館の数が多かったことも幸いし

た。 
ちなみに、厚労省の資料を基に、２１年１２月２９日時点の人口１０万人あたりの確

保病床数、確保宿泊療養施設部屋数の散布図を都道府県別に作成した。右上に位置する

自治体ほど充実した医療提供体制を整えており、左下にある自治体は体制が脆弱だとみ

られるが、山梨県は、多くの病床と宿泊療養施設をバランスよく確保しており、大分県
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と同様、特に宿泊療養施設数が充実していると言える。 
 
第２節 医療強化型宿泊療養施設の導入 

第５波によって感染者が急増した２１年８月、病院と宿泊療養施設の中間の役割を果

たす臨時の医療施設の開設が望まれた。２０年春に検討した、展示場や武道館などに開

設する野戦病院より、既に感染者が入所している「宿泊療養施設」を新型インフル特措

法に基づく臨時の医療施設にする方が効率的だった。 
この役割を担う医療強化型宿泊療養施設を全国に先駆けて２１年３月に導入したの

は、兵庫県である。通常の宿泊療養施設と違って、看護師だけでなく、医師が施設に常

駐するため、必要に応じて直ちに患者を治療できる。ただし、宿泊療養施設はあくまで

病院を補完する施設で、治療が必要な患者は病床が空けば入院することにしている。時

には、中等症の患者も受け入れている。 
山梨県の専門家会議は兵庫県の取り組みを知り、７月下旬頃から医師や看護師などの

人員、酸素吸入装置などの設備、入所調整の仕組み、どのような患者を入所対象とする

か、などの体制の枠組みを急ピッチでまとめた。ＹＣＤＣの藤井総長が８月上旬、知事

に説明すると、知事は「これは良いアイデアだ」とゴーサインを出した。 
２１年４月に既に開設していた宿泊療養施設「東横イン富士河口湖大橋」（富士河口

湖町）を急きょ改良し、８月１４日に第１号の医療強化型宿泊療養施設の運用を始めた。

知事の了解が得られてから約２週間という突貫工事で実現させた。 
山梨県では、ＹＣＤＣ創設やグリーン・ゾーン認証制度の導入など知事自ら発案して

実行する「トップダウン型」施策が注目を集めるが、医療強化型宿泊療養施設は「ボト

ムアップ型」施策の成功例と言える。 
通常の宿泊療養施設は、看護師が常駐して健康観察し、病状が悪化した場合には、オ

ンコールの医師に電話などで指示を仰ぎ、重点医療機関へ搬送する。 
一方、医療強化型施設は、山梨大病院から派遣される医師と看護師らが常駐し、酸素

吸入装置などの設備もある。健康観察はもちろん、患者の症状に応じて酸素吸入やデキ

サメタゾン（ステロイド）の投与ができる。また、重症化予防が期待され、厚労省に特

例承認された中和抗体薬の一つで、抗体カクテル療法と呼ばれるロナプリーブの投与な

ども行われる。山梨大は２１年１０月４日、医療強化型施設で抗体カクテル療法を９１

人に実施したことを明らかにした。 
 
第３節 山梨大の貢献 
 医療強化型宿泊療養施設は、山梨大の協力なくして実現しなかった。 

知事に渡された医療強化型施設の資料は、専門家会議のメンバーで、山梨大病院の井

上医師が作成したものだ。島田眞路学長（元病院長。専門は皮膚科学）が病院の多くの

医師と看護師を医療強化型施設に派遣することを決断した。 



- 86 - 
 

県内で唯一の医学部および付属病院を持ち、豊富な人材と高度な設備を擁する山梨大

は、この施設の導入だけでなく、県のコロナ対応に幅広く尽力してきた。集団感染を起

こしたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の患者の受け入れに始まり、重点医療

機関として率先して県内の患者を入院させた。特に、治療が大変な重症患者を引き受け

た。ＰＣＲ検査がなかなか受けられないコロナ禍当初、島田学長自ら政府にＰＣＲ検査

体制の拡充を強く訴え、ドライブスルー方式で検体採取し、ＰＣＲ検査を実施する取り

組みも行った。 
さらに大きな貢献は、医療強化型宿泊療養施設に入所した患者の健康情報を一元管理

する「シンゲンシステム」を山梨大が開発したことだ。 
従来は看護師らが各感染者に電話などで症状を聞き取り、紙に記録していたが、新シ

ステムでは、感染者が自らスマートフォンで１日２回、計測した体温や血中酸素飽和度、

症状などを入力、送信すると、その情報はすぐに医師らがスマートフォンやパソコンで

確認できる。異常値は赤く表示して警戒を促す。 
第４号施設の「ホテルルートイン山梨中央」（中央市）と第６号施設の「ドーミーイ

ン甲府丸の内」（甲府市）も医療強化型施設とし、山梨大が全面協力している。また、

退所後ケアなどで自宅療養中の患者にもシンゲンシステムが活用されている。県医師会

の医師らがシンゲンシステムを使って患者の健康チェックをしているが、このシステム

は情報が確認しやすく、評価が高い。 
一方、通常の宿泊療養施設は、県が開発した「スマホによる見守りシステム」という

別のシステムも使われている。 
入所している患者が、自分のスマートフォンにこのシステムのアプリをダウンロード

すると、患者、施設にいる看護師、施設外の医療機関などにいる医師の３者が、同時に

テレビ通話することができ、顔色などを確認しながら問診できる。体温や血中酸素飽和

度などを患者が入力し、情報を看護師や医師が共有することで、迅速に対応できる。オ

ンライン診療も可能とする高機能のシステムだ。 
 
第３章 退所後ケアの導入  

第５波で危機的状況に追い込まれた医療提供体制の解決策の一つとして、山梨県独自

の「退所後ケア」が２１年８月２４日に導入された。 
当時、スポーツ振興局次長・オリパラ推進課の草間聖一課長（現ＹＣＤＣ理事）は８

月１０日夜、東京パラリンピックの聖火フェスティバルのイベントを終えて帰庁すると、

突然、スポーツ振興局の塩野開局長から「自宅療養の仕組みを作らないといけない。そ

れに協力してほしい」と告げられた。 
退所後ケアは、オリパラ推進課が課を挙げて担当することになった。第５波の感染の

波は既に大きくなりつつあり、一刻も早く自宅療養の仕組みを取り入れる必要がある。

「退所後ケアの対象者はどのような患者にするか」「自宅にいる患者の健康観察はどの
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ように行うのか」――。そのような課題についてＹＣＤＣや山梨大、県医師会と相談し、

大急ぎで仕組みをまとめた。 
退所後ケアは、宿泊療養施設などに入所している軽症・無症状者らのうち、医師が可

能と判断し、本人や家族の同意がある場合は、早めに退所して自宅療養を可能とするも

のだ。具体的な要件は、①体温３７.３度以下が２４時間継続している、②血中酸素飽和

度９６％以上を２４時間以上維持している――などだ。 

具体的な手順は以下の通りだ。県の手配した患者移送専用車が、療養解除となる日ま

での食料や、酸素飽和度を測るパルスオキシメーター、山梨大が開発した健康管理の「シ

ンゲンシステム」をダウンロードできるＱＲコードが記載された「しおり」などを載せ

て、患者が入所している宿泊療養施設などに向かう。専用車で帰宅した患者は、１日２

回、シンゲンシステムを介して体温など健康情報を入力する。それを県医師会の協力医

約７０人や、県対策本部の「退所後ケア班」の看護師がチェックする。患者の体調が悪

そうだと判断すれば、日中は担当の統轄医師が、夜間は山梨大の医師が入院調整を行う。 
宿泊療養の使用率がピークを迎えた日に導入されたが、その後、感染者が急減し、使

用率は大幅に改善されていった。そのため、退所後ケアの対象となり、宿泊療養施設か

ら自宅などに戻った患者は８月中に６人、９月中に２６人の計３２人であった。 
 
第４章 外来診療体制 

第１節 帰国者・接触者外来 
国内初の感染者が確認されたと厚労省が２０年１月１６日に発表したことで、コロナ

の感染が全国に拡大するのは時間の問題となった。厚労省は２月１日、感染が疑われる

人を診察し、陽性と判明したならば感染症指定医療機関など診療体制が整った病院につ

なぐ「帰国者・接触者外来」を２次医療圏に１か所以上設置するよう求める事務連絡を
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都道府県に発出した。帰国者・接触者外来は、いわゆる「発熱外来」のことである。 
帰国者・接触者外来を持つ医療機関名や場所は、保健所などに設置する「帰国者・接

触者相談センター」が相談を受け、受診が必要と判断された場合のみ知らせることにし

た。外来に患者が押し寄せると感染制御が難しくなるので、当初は原則、医療機関名は

一般に公開しなかった。 
この事務連絡を受けて県と甲府市は２月１０日、帰国者・接触者相談センターを県内

すべての保健所に、帰国者・接触者外来を１０医療機関に設置した。３月６日に県内で

初めて感染者が確認されてからは、感染が疑われる人が増えたため、発熱外来を７月に

２０医療機関に増やした。 
県は８月、コロナが疑われる患者について診断が確定されるまで専用病床で受け入れ

る「協力医療機関」に２６病院を指定したが、帰国者・接触者外来を持つ医療機関と合

わせて、疑いのある患者を診察する医療機関が少なすぎた。しかも、冬を迎えると、季

節性インフルエンザが同時流行する恐れがあるが、季節性インフルとコロナを臨床的に

見分けるのは困難だ。そうなると帰国者・接触者外来を持つ医療機関や協力医療機関に

発熱患者が殺到して、外来機能がパンクする恐れがあった。 
 
第２節 診療・検査医療機関（発熱外来）の開設 

厚労省は９月４日、コロナ疑い患者の急増を想定し、都道府県は帰国者・接触者相談

センターを介することなく、かかりつけ医など地域の身近な医療機関に相談・受診する

体制に切り替えるよう、都道府県に事務連絡を出した。 
外来機能の中心を、設備が整った病院から、発熱外来がある身近な「かかりつけ医」

に移すという、大きな政策転換だった。この医療機関は正式には「診療・検査医療機関」

と呼ばれ、県が指定する。これは「発熱外来」を持つ医療機関のことだ。 
また、９月１５日の厚労省の事務連絡では、「都道府県は地域で協議した上で（略）

柔軟かつ積極的に診療・検査医療機関の指定を行うこと」とし、そのうえで、「ピーク

時には、診療・検査医療機関の拡大や診療時間・診療日の延長等によって、対応力の拡

大を機動的に図ることができる体制をあらかじめ構築しておく必要がある」と助言した。 
施設の要件は①発熱患者らがコロナ感染症以外の病気の患者と接触しないよう、可能

な限り動線が分けられていること、②必要な検査体制が確保されていること、③医療従

事者の十分な感染対策を行うなどの適切な感染対策が講じられていること、④検査を行

う場合は都道府県などと行政検査の委託契約を締結していること――などだ。 
県は早速、県医師会に相談した。会員の多くは敷地面積が大きくない診療所（１９床

以下）の院長で、コロナが疑われる人と一般患者が接触しないようにする「ゾーニング」

が構造的に難しかった。また、これまでコロナ患者を診察したことがないので、受け入

れを躊躇する医療機関もあった。そこで県立中央病院の三河医師らがゾーニングの方法

などを医療機関に助言しつつ、県は理解を求めた。県医師会も会員に対し、コロナに関
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する正しい情報を伝え、発熱外来の開設を促した。 
県から指定されると、国の「インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検

査体制確保事業」の補助金の交付を申請できる。これは、専用の診察室を設けて、発熱

患者を受け入れる体制を取った場合に、その体制確保に要する経費について支援するも

のだ。 

 
県は１１月１日、１８４の医療機関が参加した新しい発熱外来体制をスタートさせた。

医療機関がコロナ疑い患者を適切に診療した場合、通常診療の報酬に加え、「２類感染

症患者入院診療加算」を上乗せして受け取ることができる。 
かかりつけ医など身近な診療機関が相談を受けた場合、自らが診療・検査医療機関な

ら、そのまま患者を診察する。もし、かかりつけ医が診療・検査医療機関でない場合は、

診療・検査医療機関を紹介する。診療・検査医療機関によって、かかりつけの患者のみ

を診察する医療機関と、かかりつけの患者以外も広く受け付ける医療機関がある。 
かかりつけ医がいなかったり、夜間や休日だったりして、相談先に迷う場合は、県の

「受診・相談センター」（旧帰国者・接触者相談センター）（０５５・２２３・８８９６

＝２４時間対応）に電話し、その上で、保健所の指示に従う。 
 
第３節 発熱外来の課題 

発熱外来を担当する医師にとって大きな負担となったのが、感染者の発生届だった。

医師は患者が陽性と判明した場合、感染者情報を都道府県知事に届け出なければならな

い。感染症法で定められた義務だ。医師は、所定の発生届に必要事項を書き込んで保健

所にファクスで送るか、厚労省の感染者等情報把握・管理システム「ＨＥＲ―ＳＹＳ（ハ

ーシス）」に必要事項を入力して送信する。 
発生届は１枚だが、記入項目は２０近くあり、患者から聞き取ってすべてを入力する

のは一苦労だった。昼間の診療の終了後に入力を始めても、終わるのは深夜になるケー
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スがあるとされ、不満や改善を求める声が県内でも相次いだ。このため厚労省は２２年

６月以降、発生届の記入項目を段階的に減らし、大幅に簡略化した。 
厚労省の調査では、山梨県内の発熱外来は２２年１２月１４日時点で３５５ある。人

口１０万人あたりでみると４４で、全国で１２番目に位置する。全国平均の３３を上回

っているが、人口規模が似ている鳥取県の５８、島根県の４５、佐賀県の４９に比べる

と少ない。 
全医療機関に占める診療・検査医療機関の割合は４４％で、全国で１７位だ。１１月

２日時点の３１位から順位を上げた。ただし、福井県の５１％、鳥取県の５９％、佐賀

県の４９％よりも低い。 
発熱外来開設の「壁」となっている課題に、①県内の開業医は高齢化しており、自身

がコロナに感染した時に重症化するのではないかと恐れている、②自身だけでなく、看

護師ら医療スタッフが感染すれば、休診しなくてはならず、診療所経営を直撃する――

ことなどがある。 
これに対して県は２１年１月、発熱外来の医療従事者らがコロナに感染したり、濃厚

接触者になったりして休業を余儀なくされた場合、１日６万円を休業日数分（１００万

円上限）補償する制度を作った。ただし、２０、２１年度は補償した実績はない。県は、

開業医らに不安なく発熱外来を開設してもらえるように環境を整えているが、残念なが

ら、必ずしも期待したほどの協力は得られていない。 
「地域の患者の健康を守るのが『かかりつけ医』の役割なのに、かかりつけの患者が

発熱しても診ない、発熱外来を開設しない開業医は多い。これは問題だ」（医療関係者）、

「開業医の皆さんが診てくれないと、患者は救急車を呼んでしまい、重点医療機関にし

わ寄せがいく」（県担当者）――。このように、開業医らがもう少し診療・検査医療機

関となり、コロナ患者の入院・治療を行う重点医療機関の負担を減らすべきだと指摘す

る意見は多い。 
一方、発熱外来を開設している医療機関名は、患者らが医療機関に殺到して一般診療

に支障が出る恐れがあるため、県は医療機関の了解を得てから県のホームページに公表

している。 
受診・相談センターに電話がつながらず、検査が受けられない事態が全国で問題とな

ったことから、厚労省は都道府県に対し、医療機関名を公表するように診療報酬で誘導

する施策を実施した。２２年３月１４日時点、県内の２８３診療・検査医療機関のうち

２５４機関の名前が公表されている。公表率９０％は全国平均の８１％に比べて高い。

ちなみに、１０月２６日時点では同じく３０５機関のうち２８１機関の名称が公表され

ており、公表率は９２％にやや上昇した。 
発熱外来を開設すると手を上げた医療機関はそもそもコロナ対応全般に協力的だっ

たことや、県や県医師会の働きかけが公表率の向上につながったものとみられる。 
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第５章 救急搬送困難事案 

病床が逼迫すれば、コロナ疑い患者の救急搬送先が見つからず、患者が「たらい回し」

になる可能性が高まる。また、コロナ対応に忙殺され、脳卒中や心筋梗塞、熱中症など

コロナ以外の一般救急患者の受け入れが決まらないケースも相次いでいる。 
搬送先が見つからず、「医療機関への照会回数が４回以上で現場滞在時間が３０分以

上」と定義される「救急搬送困難事案」が２１年８月２日（月）～２９日（日）の２８

日間で、山梨県の甲府地区広域行政事務組合消防本部（管轄人口約３０万人）では３０

件あった。一方、人口などが同規模の佐賀県の佐賀広域消防局（同約３４万人）が１０

件、福井県の福井市消防局（同約２６万人）が１件、鳥取県の県東部広域行政管理組合

消防局（同約２２万人）と島根県の松江市消防本部（同約２０万人）が０件なので、山

梨県の件数はかなり多いと言える。 
救急搬送困難事案を解消するための救急医療情報サービス「Ｓｍａｒｔ１１９」が注

目を集めている。山梨県は２１年度から、最先端の技術やサービスを持つスタートアッ

プ企業などに対し、最大７５０万円の経費を出して県内で行う実証実験を支援する「Ｔ

ＲＹ！ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ！実証実験サポート事業」を実施している。コロナ関連以外

の事業も対象だが、Ｓｍａｒｔ１１９は初年度の事業に採用された。 
救急搬送は一般的に、現場に駆け付けた救急隊員が患者や家族から病状などを聞き、

手書きでメモにまとめたり、タブレットに入力したりする。その後、受け入れ可能な病

院に電話をかけて患者の病状を説明する。断られたら、別の病院に電話をして同じこと

を伝えて受け入れを要請する。救急の現場は「デジタル」を利用していても、最後は「ア

ナログ」が物を言う世界だ。 
千葉大学医学部発のベンチャー企業が開発したＳｍａｒｔ１１９は、救急現場をデジ

タル化し、迅速に搬送先を見つけることを目指す。企業の説明などによると、患者から

通報を受けた消防指令センターや救急隊員が医学用語に対応した音声入力で、患者の病

状などをタブレット端末などに記録。その内容は瞬時に複数の病院に提供されて受け入

れの可否を確認できる。 
山梨県では２１年１２月にシステムの検証を行い、２２年１月１８日に、東山梨消防

本部や県立中央病院、山梨厚生病院、山梨大病院が参加して実証実験が行われた。実験

では、救急隊がＳｍａｒｔ１１９を使って、３病院に対して３つの異なる架空の救急事

案について一括受け入れを要請した。病院の保有するスマートフォンに着信し、自動音

声で受け入れを要請する。病院側はスマートフォンに届いた患者情報を確認し、受け入

れの可否を入力する。スマートフォンに着信してから受け入れするかどうかの判断を入

力するまでの時間は平均で１分２６秒だった。一方、東山梨消防本部によると、電話で

病院側と交渉するのは１回あたり平均４分４９秒かかっており、このシステムは７０％

の時間短縮を達成したことになる。 
ちなみに、１回目と２回目の電話依頼で受け入れ病院が決まらず、３回目の交渉で決
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まったとしたら、１回平均４分４９秒の３倍の約１５分を要してしまう。これに対して、

このシステムなら一括の受け入れ要請なので、同様に２病院が受け入れず、残る１病院

が受け入れを判断したとしても、要する時間は１分２６秒で同じだ。救急現場が逼迫し

ている時こそ威力を発揮する。 
 参加した消防関係者に行ったアンケートでは、「病院選定・交渉時間が短縮されると

感じたか」との問いに、回答は「強くそう思う」が２割、「そう思う」が６割、「どちら

ともいえない」が２割だった。「病院選定・交渉に関しストレスが軽減されると感じた

か」との問いには、回答は「強くそう思う」が２割、「そう思う」が８割と、全体的に評

価が高かった。 
このシステムは千葉市消防局が２０年７月に初めて導入し、広島県東広島市でも２３

年４月の運用を決めたという。山梨県は今後、導入するかどうか検討する。 
 
第６章 治療体制 
第１節 治療薬 
 新型コロナウイルスが２０２０年初めに日本に上陸した頃は、解熱薬や炎症を抑える

デキサメタゾン（ステロイド）くらいしか治療薬はなかった。 
 新型コロナウイルス感染症診療の手引きによると、重症化リスクのある患者ら向けに

２０年５月、ウイルスの増殖を抑える点滴薬「レムデシビル」が特例承認された。当初

は、政府が買い上げて医療機関に配布してきたが、２１年８月に保険適用され、通常通

りに流通するようになった。日本で初めて承認されたコロナ治療薬だ。 
 治療薬の種類には、デキサメタゾンのような「免疫抑制・調整薬」、レムデシビルの

ような「抗ウイルス薬」、ウイルスが人間の細胞の表面に付着するのを防いで細胞への

侵入を防ぐ「中和抗体薬」の３種類がある。 
 免疫抑制・調整薬には、関節リウマチの治療薬に認められていた経口薬「バリシチニ

ブ」、同じく関節リウマチで認められていた点滴薬「トシリズマブ」などがある。いず

れも、比較的症状が重い患者に使われる。 
 抗ウイルス薬としては、点滴薬よりも扱いやすい経口薬「モルヌピラビル」が２１年

１２月に特例承認された。商品名は「ラゲブリオ」だ。２２年２月には、同じく経口薬

の「ニルマトレルビル／リトナビル」が特例承認された。いずれも、重症化リスクのあ

る軽症者から投与が受けられる。 
 中和抗体薬の一つ、「ソトロビマブ」は、コロナウイルスの仲間の一つであるＳＡＲ

Ｓ（重症急性呼吸器症候群）ウイルスに感染した患者から得られた抗体（たんぱく質）

をもとに作られた点滴薬だ。もう一つの中和抗体薬は「カシリビマブ／イムデビマブ」

で、商品名は「ロナプリーブ」だ。新型コロナウイルスが細胞に付着するのを防ぐ２種

類の抗体を組み合わせた点滴薬なので、これを使う治療は「抗体カクテル療法」とも呼

ばれる。 
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いずれも発症から時間の経過していない軽症者において重症化を防ぐ効果が認めら

れている。ただし、オミクロン株に対しては有効性が落ちているとの研究結果もあり、

新型コロナウイルス感染症診療の手引きでは、ほかの治療薬が使えない場合において投

与を検討することとしている。 
県内では、重点医療機関が入院患者に対し、患者の状態に合わせて、これらの薬の投

与を行った。山梨大病院が医師と看護師を派遣している医療強化型宿泊療養施設では中

和抗体薬のロナプリーブなどが使われ、患者の症状改善を目指した。 
 
第２節 重症患者の対応 

重症患者は県立中央病院と山梨大病院が受け入れることになり、それぞれ１２床の重

症用病床を確保した。コロナ専用のＩＣＵ（集中治療室）は最低４床を確保。「人工呼

吸器」は２１年２月までに２７病院に２６０台程度（うち５１台が県補助による）が配

備された。一方、呼吸不全となった重症患者の治療で「最後の砦（とりで）」となる「体

外式膜型人工肺（ＥＣＭＯ）」は１３台（同３台）が稼働した。 
第１～５波（２０年３月～２１年１２月）の約１年１０か月で、県内のコロナ感染者

は５１６４人で、ほとんどが軽症・無症状だった。一方、中等症は５８人、重症は２６

人、死亡者は２９人だった。ただし、この死亡者の直接の死因は必ずしもコロナではな

く、亡くなった人を検査したらコロナ陽性だったり、コロナ感染で入院した後に、持病

が原因で亡くなったりしたとみられる人もいる。 
死亡者の内訳は、男性１５人、女性１４人で、年代別では、７０代以上が１９人と全

体の約６６％を占めた。ワクチン接種が始まった２１年４月以降に９人が亡くなったが、

ワクチン接種をしていた人は２人（１人は１回、もう１人は２回接種済み）のみだった。 
人口１０万人あたりの感染者数を横軸に、同じく死亡者数を縦軸に取った散布図を都

道府県別に作ってみると、山梨県は感染者数と死亡者数の両方が低く抑えられているこ
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とがわかる。また、近似線の下側に位置することは、感染者数に比べて死者数が少ない

ことを意味する。人口規模が小さい自治体の方が感染状況をコントロールしやすいので、

単純に数値だけで評価するのは難しいが、「県民の健康を守る」という自治体の最大の

使命は比較的果たしていると言えそうだ。 
 
第７章 一般診療への影響 
第１節 がんへの影響 

コロナ感染を恐れて、がん検診の受診をやめたり、自覚症状があったのに医療機関の

受診を先に延ばしたりしたとみられる人が増えるなど、コロナ禍はがん診療にも深刻な

影響を与えた。 
国立がん研究センターは、全国の院内がん登録を行う８６３医療機関で２０年に新た

にがんと診断された件数をまとめた。コロナ禍前の１９年の実績と比べると、県内では、

県立中央病院が０.４％減、山梨大病院が５.７％減、富士吉田市立病院が３.８％減、山

梨厚生病院が３７.０％減だった。全国平均では４.６％減で、それより減少の割合が大

きい病院もあった。厚生労働省は、コロナ感染拡大に伴うがんの受診控えが影響したと

みている。 
 上記４病院における、すべてのがん（上皮内がんを除く）発見の経緯を見ると、がん

検診や健康診断などで発見されたのは２０年が７３５件で、前年比で１２.３％減った。

これは、がん検診などの受診控えが影響していると考えられる。一方、自覚症状などを

きっかけに見つかった件数は２０５１件と、１０.８％減少した。何らかの自覚症状があ

っても、コロナ感染を恐れて、医療機関を受診するのを避けた人が多かったものとみら

れる。 
県がまとめた市町村のがん検診受診率への影響調査によると、２０年度のがん検診受

診率は前年度に比べて、胃がんが２６.１％、大腸がんが１９.８％、乳がんが２１.０％、

子宮頸がんが６.４％、肺がんが２０.４％もそれぞれ減少していた。 
 県は、このような事態を重く見て２１年６月、「コロナ下でも『がん検診』は重要で

す。定期的に検診を受け、早期に発見できたがんは治る可能性が高まります」などと書

かれたポスターを作成し、市町村に対して掲示や広報などへの掲載を依頼した。また、

ポスターをワクチンの大規模接種会場に掲示し、がん検診の受診を呼びかけた。 
 
第２節 がん以外への影響 

スタッフの感染などが原因で、病院や診療所が外来診療を制限したり、新たな入院患

者の受け入れを一時的に中止したりするなど、がん以外の一般診療にも大きな影響が出

た。上野原市立病院は、勤務する事務職員らがコロナに感染し、２０年４月１６日から

入院や救急の受け入れを休止した。その後、感染者と接触があり、自宅待機している職

員が４月末までに復帰できる見通しが立ったため、５月１日から救急外来を、７日に新
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規入院患者の受け入れを再開した。 

甲府共立病院と同診療所は、看護師がコロナに感染したため、２０年４月２８日から

外来診療を休止した。看護師の濃厚接触者や同僚、入院患者ら計１１５人のＰＣＲ検査

を行い、５月３日に全員の陰性が確認された。同病院は「安全で安心な医療を提供でき

るよう病院スタッフ一丸となって取り組んでいく」とのコメントを発表。一般外来は７

日に、救急外来や新規入院患者の受け入れは１１日に再開した。 

 本機構のアンケートに対しても、「医療スタッフが濃厚接触者に該当し、休みとなる

ケースが発生している。当院は小規模な病院のため、スタッフ数も少なく、１人部署も

あるため、通常診療に影響を与えた」「通院している患者の陽性が発覚したため、同じ

フロアで治療を受けている患者、病院職員全員に対してのＰＣＲ検査を行った。安全が

確認されるまで、外来や入退院を一時停止した」などと回答した病院があった。 

 第５波までは、院内感染が広がったケースは少なかったが、医療スタッフが院外で感

染したり、濃厚接触者になったりして出勤できなくなり、診療を制限せざるを得ない事

態に陥った病院が多かった。 

 

第８章 オンライン診療の低迷 

患者がスマートフォンやパソコンなどの情報通信技術（ＩＣＴ）を使い、医療機関を

訪れることなく、自宅から医師の診察を受けられるオンライン診療は１８年度に公的医

療保険が適用された。診療対象は再診患者で、病気の種類は生活習慣病や難病などに限

られていた。しかし、コロナの感染拡大を受け、厚労省は２０年４月１０日、病気の種

類を問わず、初診患者でも対象としてオンライン診療を行ってよいとする時限的・特例

的な取り扱いについての事務連絡を都道府県などに出した。診察を受けたうえ、薬を処

方され、薬局から薬を宅配便で自宅に送ってもらうこともできる。 

オンライン診療では、患者が、スマホのアプリなどを通じて、住所や氏名、クレジッ

トカード番号、症状などを登録して医療機関の予約を取る。予約した時間にスマホ画面

を通して医師の診療を受ける。医師はスマホ画面で患者の顔色などを確認できるので、

対面診療に近い感覚で診療できる。 

オンライン診療は、患者側にとっては、体調が悪化する中で医療機関に行く必要がな

くなるメリットがあり、医療機関側にとっては、コロナ患者が受診して医療スタッフが

感染する危険性がなくなるメリットがある。 

県は、オンライン診療を普及させるために診療システムを開発した。このシステムを

導入した医療機関に対して、導入コストや保守・運営費を補填する「遠隔診療体制緊急

整備促進事業」を予算化した。２０年度決算額は１６８０万円、２１年度決算額は５３

７０万円で、２１年度補正予算には７１１２万円を計上した。 

しかし、オンライン診療を導入した病院と一般診療所は、厚労省の事務連絡があった

２０年４月時点で６医療機関（うち初診・再診ともに対応可能なのは５機関）に過ぎな



- 96 - 
 

い。２１年９月時点では１６機関（同じく１１機関）、２２年３月時点では１７機関（同

じく１１機関）と低調に推移している。 

オンライン診療は、診療報酬が２１年８月に上がり、２２年４月からはコロナ禍の「時

限的・特例的な取り扱い」から恒久的に解禁となったが、普及は進んでいない。県が導

入しない理由について医療機関側に尋ねたところ、①対面でないと診療できないことが

多い、②高齢患者はスマホなどの操作が難しい――ことなどがあがった。 

県によると、オンライン診療だけでなく、電話診療を含めた遠隔診療を行っていた病

院と一般診療所は２１年９月時点で１２８あり、県内全医療機関の１６.９％を占める。

厚労省が同月時点でまとめた調査の全国平均が約１５％（厚労省の２１年７～９月の電

話診療・オンライン診療の実績の検証の結果の全国平均値で、県の基準と若干異なる）

なので、ほぼ全国平均並みだ。県内の開業医は高齢者が多く、音声や画像が頼りの電話・

オンライン診療への抵抗感が強いとされる。 

新たな感染症の襲来に備える意味でも電話診療・オンライン診療への理解普及を進め

る必要がある。県はＨＰで電話診療とオンライン診療を行っている医療機関名、住所、

医療機関のサイト、初診も対応可能か再診のみ可能か、対応する診療科、担当医氏名を

公開している。 

 
第９章 妊婦や障害者らへの配慮 

 コロナに感染した場合、特に慎重かつ適切な診療が求められるのは、妊婦や、重症化

しやすい障害者らだ。県はいち早く、こうした人たちへの診療体制を整えた。 
妊娠中にコロナに感染した千葉県の女性の入院先が見つからず、自宅で出産した乳児

が死亡するという悲劇が２１年８月、明らかになった。山梨県は、それ以前の２１年２

月までに、妊婦が感染した場合は、重点医療機関の５病院（２２年１１月時点では６病

院）の産科が対応する体制を整えていた。 
障害者が感染した場合は、基本的には県の入院調整班が通常通りの入院調整を行うが、

重度心身障害児の場合は、専門の入所施設がある国立病院機構甲府病院と、知的・精神

障害の症状が強い患者については、精神科を持つ山梨大病院とそれぞれ協議して対応を

決めることにした。２１年１０月１８日には、精神障害などのあるコロナ患者を受け入

れるため、県立北病院の精神科に９床を確保した。軽症・無症状者は県立北病院で受け

入れ、中等症以上の患者は重点医療機関で受け入れるという役割分担を行った。 
子どもが感染者となった場合は、小児科のある８病院が受け入れる。がん患者が感染

した場合は、がん診療連携拠点病院などでもある５病院を優先して入院調整することに

した。人工透析を受けている患者が感染した場合、透析医療を行う１２病院を中心に受

け入れる。 
第５波では医療が逼迫し、入院調整が厳しくなったものの、患者の特徴に応じた重点

医療機関の役割分担は患者に安心感を与えたと思われる。 
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第１０章 医療人材の確保と養成 

第１節 感染症専門医の養成 
 感染症の歴史を振り返ると、「国民病」「亡国病」と恐れられ、国民の命を脅かした結

核による死亡率は、特効薬のストレプトマイシンが登場した１９５０年代以降、劇的に

低下した。そのうえ、日本では、安全で栄養価の高い食事が食べられるようになり、汚

水や下水などの衛生環境の改善が進んだことから、感染症は、それほどの脅威ではなく

なった。近年は、感染症学を学ぼうとする若手医師が減り、一部では「終わった学問」

とみられている。そのため、感染症専門医を育成しようという意識は、山梨県だけでな

く全国どこの自治体や大学医学部、病院でも低くなっていた。 
ところが、コロナ禍を経験したことで､感染症の拡大を防ぎ、医療提供体制を整える

うえで、感染症専門医が欠かせない存在であることが浮き彫りになった。 
既に述べてきた通り、県内で唯１人の感染症専門医である県立中央病院の三河医師が

獅子奮迅の働きで県のコロナ対応を支えてきた。病院や高齢者施設でクラスターが発生

すれば、駆け付けて、感染者の隔離や、トイレ、ごみの処理方法など細かに指導して感

染拡大を防いだ。県内の病院を回り、適切なゾーニングを示してコロナ病床の確保を目

指した。専門家会議のメンバーとして、県側にコロナ対応の具体的な施策を提言し、県

民向けに情報発信なども行ってきた。各方面から「県は三河医師に頼り過ぎだ」との指

摘が出るほど、三河医師は今、不可欠な存在である。 
山梨県は、他県と同様に、感染症に対する危機感が薄かった。２００３年に中国広東

省から世界に広がったＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）など、新興感染症に襲われた

経験は少なく、感染症の専門人材を育成しようとする動機付けが少なかった。県内の医

療は、唯一の医学部を持つ山梨大学が、若手医師らを県内の病院に派遣することで成り

立ってきた。その山梨大学医学部に感染症を専門とする医師を養成するプログラムがな

かったことも、専門医が育成されなかった原因の一つとみられる。 
 こうした中、県は２２年度から、ようやく専門医の育成に本腰を入れ始めた。 

臨床現場で働く医師は、６年間の医学教育を受けて医師免許を取得し、２年間の初期

研修を修了した後、内科、外科など専攻分野を決めて３年間の後期研修（専門医研修）

を受けるのが一般的だ。感染症専門医になるには、さらに日本感染症学会が認定する施

設で３年間の感染症に関する高度な研修を受ける必要がある。それでようやく専門医の

受験資格が得られ、その試験に合格しないといけない。 
県立中央病院は県内唯一の日本感染症学会認定研修施設で、感染症専門医を育てる研

修プログラムを持っている。ただ、感染症専門医を育成していることを県内外に十分に

ＰＲできておらず、研修受講者を定期的に確保できていなかった。そこで、２２年度か

ら５年間、①研修プログラムを紹介する特設サイトを開設、②専門医養成のために必要

なゲノム検査機器などの整備――などを行うために補助金を出すことにした。まず２２

年度は２５００万円の予算を計上した。 
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第２節 山梨大の寄付講座 
山梨大学は、医学部生らに対し、感染症に関する専門的な教育を行う体制がなかった。

ＹＣＤＣの藤井総長は「県内各地域で速やかなコロナ対応を行うためには、少なくとも

感染症指定医療機関の半数に感染症専門医またはそれと同等の知識技能を持つ者がい

ることが望ましい」と指摘する。 
そこで、県は２２年度から５年間、山梨大医学部に年間２５００万円を寄付し、感染

症学講座を設置した。感染症科特任教授や特任講師、事務職員による陣容を整え、感染

症に関する高度・専門的な知識を備えた専門人材の育成、感染症に関する教育や研究を

推進する。具体的には、医学部生（１～６年）に感染症の講義や実習などを行ったり、

感染症専門医を育成するために３年間の専門医研修を行ったりする計画だ。感染症に詳

しい医師が育てば、感染症に対する専門的な治療、医療現場での感染対策の指導、感染

症の予防に係る教育や研究などを行う体制が強化される。県内の看護学生に対して感染

症の専門教育を行うことも期待されている。ただ、そうした専門医が誕生するには最低

でも３年間を要する。 
 
第３節 看護師の養成 
第１項 県立大学で認定看護師養成 
 感染管理の資格を持つ看護師はコロナ対応で、医師に負けず劣らず、重要な役割を果

たしている。そうした看護師が働く医療機関では日常的に、院内感染が起きないように

的確な対策を講じている。一方、クラスターが発生した高齢者施設などに派遣され、感

染状況を評価して、拡大を防ぐための対策をとるなど、県のコロナ対応に貢献してきた。 
 既に述べたが、日本看護協会が認定する「感染管理認定看護師（ＩＣＮ）」は県内に

２４人しかいない。感染管理認定看護師になるには、通算５年以上の実務経験（うち３

年は感染管理分野での看護経験）の後、日本看護協会が認定する教育機関（２２年４月

時点、全国に１６か所あるが、県内にはない）において６か月～１年程度の教育課程を

経て初めて認定審査を受ける資格が与えられる。そのうえで筆記試験に合格すると認定

看護師として登録される。そこで県は２３年度、県立大学に認定看護師を養成する教育

課程を開設する。 
 
第２項 クラスター対応などで活躍 
 県立中央病院の副看護師長、高取美香さん（４１）は２２年１２月現在、ＩＣＮとし

て、多忙な日々を送っている。甲府市出身の高取さんは看護師になるのが小さい頃から

の夢で、千葉大学看護学部を卒業し、看護師と保健師の資格を取得した。神奈川県の病

院に勤務後、０７年、県立中央病院に転職した。救急救命センターで働いている時、外

傷や熱傷で運ばれて一命を取り留めても、感染症にかかり命を落とす患者がいることを

知り、感染症に興味を持った。当時の上司である看護師長に「感染管理は、すべての分
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野に関係するので、ＩＣＮの資格を取ったらどうか」と勧められ、感染管理の道に進む

ことを決心した。 
 県内には、ＩＣＮを育成する教育機関がないので、１６年１０月、アパートを借りて

神奈川県の北里大学で研修を受けた。受講費や居住費は県立中央病院が補助してくれた。

６か月の研修後、試験に合格して資格を取得した。 
 コロナが２０年に日本に上陸すると、院内に緊張感が走った。院内感染制御の司令塔

である感染対策室（２人体制）の唯１人の専属職員である高取さんは「防護具の着脱方

法は、これで大丈夫か」「入院患者が発熱した。どのように対応すればいいのか」など

の質問に対応した。患者が院内で亡くなった時、全国では遺族に面会させず、そのまま

火葬するケースが多かったが、県立中央病院では、遺族にマスクと防護具をつけて最後

のお別れをしてもらい、遺族から感謝された。 
 役割は院内にとどまらない。県から依頼されて第５波以降は、クラスターが発生した

高齢者施設などに保健所の保健師や県職員とともに駆けつけた。濃厚接触者の認定と検

査の手配、汚染区域と清潔区域を区分けするゾーニング、防護具の着脱や環境整備・ゴ

ミの廃棄方法といった感染拡大防止策をきめ細かに指導した。 
職員の精神的ケアにも心を砕いた。「クラスターを起こしてしまい、入所者とその家

族に申し訳ない」「自分たちの対応が悪かったので、感染を広げたのではないか」など

と職員は相当に落ち込んでいることが多かった。高取さんは「やれることは、しっかり

できていますよ。心配ありません」と励まし、具体的な感染対策を指示した。 
 コロナ禍で、夫が２歳の息子を託児所に送り迎えしてくれるなど、家族に支えられて

仕事と家庭を両立させている。 
 高取さんは「コロナ対応はとても大変な仕事ですが、やりがいがあります。クラスタ

ーを起こした高齢者施設のスタッフから涙ながらに『来ていただいて安心しました。ご

相談にのっていただき、本当にありがとうございます』と言われた時には、ＩＣＮにな

って良かったな、と思いました。今後は、後進の育成にも取り組みたい」と抱負を語っ

ている。 
 
第４節 即戦力の養成 

感染症に詳しい医療人材は、感染症専門医が日本感染症学会の認定する施設で３年間

の高度な研修を受ける必要があるため、感染管理認定看護師も含めて、短期間に確保で

きるわけでない。そこで、県は感染症危機管理に対応できる「即戦力」を養成するため

の取り組みを始めた。医師や看護師、薬剤師、臨床検査技師、保健師らを対象にして２

２年度から開始した「感染症危機管理対応専門人材の養成・レベルアップ事業」だ。 
研修期間は基本１年間で、まず、東北医科薬科大学医学部感染症危機管理地域ネット

ワーク寄付講座の吉田眞紀子准教授からオンラインで９回程度、感染症疫学、感染管理

について講義を受ける。同時に、三河医師らの指導の下、高齢者施設や避難所など感染
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リスクが高い施設を会場に、感染症発生を想定した実地研修も実施。感染者の領域と非

感染者の領域を分けて感染拡大を防ぐゾーニングの方法などを、本番さながらに学ぶ。 
研修修了者によって保健所管轄地域ごとに感染症危機管理対応チームを編成する方

針だ。クラスターが発生した施設などに駆けつけて迅速に感染拡大防止の対応を行うと

ともに、発生原因の分析結果などを他施設と情報共有し、感染を未然に防ぐ。２２年度

から３年間の事業を通じて、甲府市を除く中北地域９人、峡東地域８人、峡南地域４人、

富士・東部地域１０人、甲府市１５人のチームの創設を目指している。 
また、県では、県全体の感染症への対応力向上を図るため、２２年度から、人と接触

する機会の多い業種、職種を中心に感染症にかかわる知識や業種ごとに必要な感染対策

に関する研修を山梨大学に委託して始めた。研修プログラムなどは山梨大医学部の井上

特任教授らが作成した。 
研修の対象者は、病院に勤務する医師や看護師などのスタッフ、開業医、歯科医師、

薬局に勤務する薬剤師など。そのほか、高齢者や障害者施設のスタッフ、訪問看護師や

ヘルパー、消防職員、教職員、保育士、理容師・美容師、ホテル・旅館従業員、バスや

タクシー運転手、飲食店従業員など幅広い。研修は、講義１回と事例検討１回が１セッ

トで、それぞれ６０分。職種の違いを踏まえて、山梨大学の医師や看護師がオンライン

形式で必要な知識を伝える。 
また、大規模なクラスターや院内感染事例に対応できる、高度な感染症の知識を持っ

ていたり、調査で得られた情報を分析・解析したりする行政職員（保健所職員）の必要

性も指摘された。そこで、県は２２年度、国立感染症研究所が実施する「実地疫学専門

家養成コース（ＦＥＴＰ－Ｊ）」に職員を派遣し、感染症の集団発生時の対応方法、デ

ータの分析方法などを学ばせることにした。２年の長期研修コースに職員１人を派遣し

た。 
 
第１１章 主な予算・決算 

医療提供体制に関する県の予算では、患者を受け入れる病院を支える補助金が大きな

割合を占める。重点医療機関や協力医療機関などに対して、病床確保のための空床補償

費などを補助するのが、「新型コロナ患者の受入支援事業費補助金」だ。県は重点医療

機関の数や確保病床数を増やし、医療提供体制を整えてきた。補正予算を含んだ２０年

度決算が約５０億円、同じく２１年度決算が約９６億円だったのに対し、２２年度は、

補正予算を含まない当初予算だけで約１３０億円が計上された。 
軽症者らを受け入れる宿泊療養施設を確保するための「宿泊施設を活用した軽症者等

受入事業費」は、２０、２１年度決算がそれぞれ約５億円、約５３億円だったのに対し、

２２年度は当初予算だけで約１１６億円と大幅に増加した。この費用は医療強化型宿泊

療養施設の整備費も含んでおり、宿泊療養施設の役割が受け入れ病院と並んで大きくな

ってきたことが増加の背景にある。これらの予算は、政府の新型コロナウイルス感染症
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緊急包括支援交付金が財源となっている。 
県は、コロナ禍当初の２０年４月３０日～７月３１日、コロナの治療にあたる医療従

事者に応援金を支給することを目的とした、「医療従事者にエールを！新型コロナウイ

ルス感染症対策寄付金」という事業を、ふるさと納税の仕組みも利用して行った。県は

既に５～７月の間、1 人月額 1 万円を支給する「応援金」を創設していたが、応援金に

寄付金を上乗せして医療従事者に支給することにした。 
医療従事者は未知のウイルスに命がけで対峙していたのに、周囲から偏見や差別の目

で見られ、心身ともに疲弊した。県は彼らに感謝と応援の気持ちを届けようと、この事

業を始めた。個人から８６０件、３１８８万８５００円、法人から９０件、１億１８３

２万６７０６円の寄付が集まり、この浄財は県内の医療従事者に届けられた。 

 
第１２章 分析と評価 

山梨県のコロナ病床と宿泊療養の確保数は、人口比で見るといずれも全国トップレベ

ルにある。本機構による県民意識調査でも、県の医療提供体制について「大いに評価す

る」「多少は評価する」を合わせた前向きな評価が７６％を占めた。 
コロナ病床の確保では、初期段階に県が独自の空床補償策を講じた効果は大きかった。

病床提供が財政悪化につながりかねないという病院側の懸念をいち早く認識し、「損失

分」の補償を決めたことが弾みとなり、増床が比較的スムーズに進んだ。 
県が宿泊療養施設に工夫をこらしたことも評価できる。８施設のうち３施設を、医師

が常駐して治療ができる「医療強化型」にしたことは、患者のケアの質を高め、重点医

療機関の医療逼迫を防ぐことに貢献した。一般の宿泊療養施設でも、入所者が快適に過

ごせるよう、１人で２部屋を利用できたり、複数のメニューから食事を選べるようにし

たりした。 
こうした医療提供体制の充実は、県の努力だけでなく、病院や診療所、県医師会、ホ

テル・旅館など様々な関係者の協力なしでは実現しなかった。 
コロナ病床と宿泊療養施設の確保が順調だったのは、公的・公立病院をはじめ医療機

関とホテルのおかげだった。入院調整が比較的うまくいったのは、ＤＭＡＴや２次救急

医療機関の医師らの活躍によるものだ。山梨大は様々な分野で貢献した。医療強化型宿
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泊療養施設への医師の派遣、ドライブスルー方式のＰＣＲ検査に加え、患者が症状など

をスマホに簡単に入力でき、医師がその情報をチェックできる「シンゲンシステム」を

開発した功績は大きい。 
そのほか、病院と医療関係団体を対象とする本機構のアンケート調査では、県の専門

家会議について、①感染状況を的確に把握したうえで、病床・宿泊療養など医療提供体

制の整備の課題を指摘し、継続的に対策を示した、②感染状況に合わせて病床確保のフ

ェーズを上げ下げしたことで、病床の逼迫が防げた――などとして、高い評価が集まっ

た。 
一方で、課題を残したのは、感染が急拡大した２１年８月の第５波の対応だ。宿泊療

養先が見つからず、自宅待機となった人を一時は１８３人も出してしまった。自宅待機

者が急増した理由は、自宅療養という選択肢がなかったことに加え、宿泊療養施設での

消毒・清掃作業など入所する部屋の準備に時間を要したり、患者の搬送手段が確保でき

なかったりしたことなどがあるとされる。部屋の稼働率を高めるなどの対策を迅速に実

行する必要があった。 

県によると、第５波を引き起こしたデルタ株の死亡率は、感染力が強いものの軽症・

無症状が多いオミクロン株による第６波以降と比べると約２倍で、患者が急変する可能

性があった。自宅療養中に症状が悪化して死亡する事態を避けるため、感染者全員の入

院・入所にこだわった長崎知事の意図は理解できる。 

だが、自宅待機中に患者が死亡する可能性も否定はできない。「自宅療養は避けたい」

という知事の強い思いに加え、多数の自宅待機者がいるという情報や、専門家会議で自

宅療養の導入の必要性が指摘されていたことが知事に伝わらず、自宅療養の導入を遅ら

せたことが医療の逼迫を招いたのではないか。県庁内でも、「知事に話が通じるともの

すごいスピードで施策が実行されるが、そうでないと、なかなか進まない」と指摘する

意見があった。 

一方、軽症・無症状の患者を退院・退所させて自宅療養させる「退所後ケア」が導入

されたのは８月２４日で、宿泊療養施設の使用率がピークの日だった。もう少し早く導

入していれば、自宅待機者を減らすことができた可能性がある。 

コロナウイルスは、大きく変異しやすい性質がある。変異株の特徴に合わせて対処方

針を機動的に修正し、より効果的な取り組みに努めることが重要だ。また、県庁内で風

通し良く意見交換ができ、迅速かつ柔軟な対応ができる環境づくりが望まれる。 

感染症の専門人材育成に力を入れてこなかったことも大きな反省点だ。感染症専門医

が１人しかおらず、その１人に過大な役割を負わせている状況が２年半以上も続いてい

る。人口約８０万人を抱える自治体としては、個人の力量と頑張りに頼り切るのではな

く、組織として対応できる体制を早急に整える必要がある。 
本機構のアンケートでも、多くの病院・団体が「感染症に詳しい人材の養成」を今後

の課題に挙げた。具体的には、「感染症の専門スタッフ（医師・看護師・行政）を養成
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すべきだ」「感染症のスペシャリストが都会や大病院だけでなく、地方にも従事するよ

うにする体制づくりが必要だ」などと回答した。 
県はようやく２２年度から専門人材の養成に予算を計上し始めたが、継続的かつ実効

性のある取り組みが欠かせない。 
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第４部 オミクロン株への対応 

 

【概況】 

山梨県内では２０２２年１月中旬からオミクロン株による感染が急速に拡大し、第６

波（１～６月）を迎えた。感染者は２０代以下の若い世代に多く、感染力が極めて強い

一方で、重症化しにくいのが特徴だ。従来の変異株とは大きく異なるオミクロン株の出

現により、コロナ禍は量的にも質的にも劇的に転換し、新たな段階に入った。 

感染者の急増に対応するため、県は「自宅療養ゼロ」の方針を見直し、１月２０日か

ら「ホームケア」と呼ぶ自宅療養を開始した。第６波の感染者は約３万人に達し、病床

使用率は一時７２％に達したものの、感染者のほぼ半数を自宅療養としたことで医療提

供体制の逼迫は何とか回避した。 

第７波（７～１０月）に入ると、オミクロン株の系統「ＢＡ.２」の１.３倍の感染力

を持つとされる「ＢＡ.５」が猛威を振るった。８月は新規感染者が１日１０００人を

超える日が続き、７～１０月の感染者は約６万９０００人、死亡者は１０２人に上った。

県は自宅療養を拡大するため、重症化リスクの低い世代を対象にした「ホームケア・ラ

イト」を導入した。この時期は、発熱患者の急増によって救急医療が一時、危機的な状

況に陥り、「救急搬送困難事案」が頻発した。 

第６、７波の特徴は、高齢者施設や学校などでクラスター（５人以上の感染集団）が

多発したことだ。施設の入所者の多くは入院や宿泊療養が難しいことから、施設内にと

どまって療養した。学校や幼稚園などのクラスター対策として、県は「１人でも感染し

たら同一クラスの全員にＰＣＲ検査を行う」という独自の検査ルール「新山梨方式」を

１か月ほど実施した。 

一方、県はウィズコロナを見据え、県民への外出自粛などの協力要請や行動制限を最

小限にとどめた。１～３月に最大３６都道府県が適用した「まん延防止等重点措置」も

最後まで適用申請せず、感染防止と社会経済活動維持の両立を目指した。全国一斉に感

染者の「全数把握」が見直された９月２６日以降、発生届の必要な感染者は大幅に減り、

県や保健所の業務負担が軽減された。軽症者は県が設置した「健康フォローアップセン

ター」に登録し、自宅療養する体制となった。 
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第１章 第６～７波の感染状況 

第１節 第６波（１～６月） 

県内では２２年１月５日、オミクロン株による感染者が初めて確認され、６月までの

第６波の感染者は２万９３６５人に上った。これは第１～５波（２０年３月～２１年１

２月）の１年１０か月間の累計感染者５１６４人の５.７倍にあたる。月平均で換算す

ると、第１～５波の２３５人に対し、第６波は４８９４人で約２１倍であり、感染拡大

は爆発的だと言える。月別では２月の７５２０人が最多だった。 

県のゲノム解析によると、１月頃はオミクロン株の系統「ＢＡ.１」が主流だったが、

２月には「ＢＡ.２」が急速に広がり、感染者が急増したとみられる。１日の新規感染

者のピークは１月２７日の４３９人で、第５波の１０３人（２１年８月２０日）を大き

く上回った。その後、緩やかな減少傾向をたどり、６月に入ると１日の新規感染者は１

００人未満となった。 

 

一方、感染者はほとんどが軽症者だったため、自宅療養が急速に増え、ホームケアと

退所後ケア（病院や宿泊療養施設の退院・退所後の自宅療養）の療養者は２月２１日に

は計１０９８人に達し、全療養者のほぼ半数を占めた。入院者は１月下旬から３月初旬

まで２００人台と横ばい状態で、２月１６日のピーク時でも２７３人（病床使用率７０.

２％）にとどまった。ホテルでの宿泊療養者は１月２５日に８５１人に達したが、直後

に宿泊療養施設を拡充したこともあり、逼迫することはなかった。 

 

第２節 第７波（７～１０月） 

 ７月２日に新系統のＢＡ.５が県内で初めて確認されると、感染者は再び増加に転じ、

瞬く間に第７波に突入した。１９日に２６１人だった新規感染者が翌２０日に１０００

人を超えるなど、「過去に経験のない爆発的な感染拡大」（長崎知事）となった。７月の
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感染者は第６波の２月（７５２０人）の２倍を上回る１万５７７１人に達した。ゲノム

解析によると、ＢＡ.５は６月後半から拡大し、７月末には９割以上を占めた。 

８月は新規感染者が１０００人を超える日が２３日もあり、最多は１８日の１６６２

人だった。８月の感染者は３万５０２８人で、７月の２.２倍となった。８月下旬以降

は減少したものの、９月も１万人を超え、１０月は第６波ピークの２月とほぼ並んだ。 

 

６月末時点で２００人台だった自宅療養者（ホームケアと退所後ケア）は７月１３日

に１０００人を超えた。８月２１日には８５３０人でピークに達し、全療養者の８６％

を占めるに至った。その後は急速に減った。一方で、病院や宿泊療養施設は終始逼迫す

ることなく、入院者と宿泊療養者は横ばい状態が続いた。入院者は８月１１日の２５０

人（病床使用率６０％）がピークで、９月９日から１０月末までは２ケタで推移した。

宿泊療養者は７月２１日の６８７人が最多で、８月は３００～４００人台に減少した。 

 

第３節 感染者 

第１項 １０歳未満が急増 

第６～７波（１～１０月）の感染者の大きな特徴は、１０歳未満の感染者が多いこと

だ。その割合は、第１～５波（２０～２１年）では６.３％にすぎなかったが、第６～

７波は１６.７％を占め、全世代で最多となった。１０代も１２.２％から１６.２％に

増え、第６～７波の感染者の３人に１人は２０歳未満となった。これはワクチン未接種

の割合が多い世代と重なる。乳幼児はマスクの着用が難しいことから、幼稚園や保育所

などで感染した乳幼児を介して家庭内感染が広がったとみられている。 

一方、２０歳以上はすべての世代で割合が減った。２０代は第１～５波では２１.６％

と全世代で最多だったが、第６～７波は１４.５％にとどまった。５０代は１４.１％か

ら９.４％になった。 
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もう一つの特徴は、感染公表の時

点では、感染者のほとんどが無症状

か軽症で、重症化リスクが極めて低

いことだ。１～９月の中等症者は９

５０人と全体の１％で、重症者はわ

ずか２人だった。ただ、１月に０.

３％にとどまった中等症の割合は、

８月には１.４％、９月も１.１％と、

「ＢＡ.５」が主流となった第７波

では増加傾向がうかがえた。１０歳

未満や１０代の中等症者は第６波

ではほとんどいなかったが、第７波

では目立つようになり、７月は１０

歳未満が１１人、１０代が７人、８月もそれぞれ１５人、８人に上った。ワクチン未接

種者が多いことも影響しているとみられる。 

第７波では、無症状者が減って、軽症者が増えたことも特徴と言える。軽症者の割合

は第６波の８５～９１％台から、第７波では９５～９７％台と高まった。一方、無症状

者の割合は第６波の７～１３％台から、第７波は１～３％台と低くなった。軽症者の中

には、のどの痛みで唾液や水を飲めないような症状が出た患者も少なくなかった。第６

波に比べ、第７波では症状がやや重くなっており、より警戒が必要だ。 

 

第２項 県職員の感染 

県職員（約４２００人）の感染者は１０月末時点で４９７人に上った。１２％近い職

員が感染したことになる。２０年は４人だったが、２１年は１０６人、２２年は３８７

人と増えた。２２年の感染者のうち３３４人が７月以降の感染者だった。 

長崎知事は４月１６日、県内の医療機関で検査し、感染が確認された。都内の病院と

自宅で療養後、同２７日に公務復帰した。その間は渡邊和彦副知事が職務を代行し、知

事もオンラインで公務に対応した。県外での療養を疑問視する声も一部あったが、知事

は「都内の病院の『かかりつけ医』の指示に従った」と説明している。渡邊副知事は７

月１８日に感染が確認されたが、１０日後には公務に復帰した。 

 

第４節 死亡者 

 ２２年１月から１０月末までに公表された死亡者は１４２人（男性７８人、女性６４

人）だった。第６波は４０人、第７波は１０２人。月別では８月が５７人で最も多く、

次いで９月の２１人、２月の１６人など。年代別では４０代２人、５０代２人、６０代

１６人、７０代２７人、８０代４８人、９０代４４人、１００歳以上３人。８０歳以上
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が全体の６７％を占めた。 

最終療養先（死亡場所）は、病院が９９人で最も多く７０％を占めた。次いで高齢者

施設などの施設内が２１人で、自宅も３人いた。病院での死亡者の中には、施設内療養

中に搬送された方が９人、自宅療養中に搬送された方が２人含まれる。そのほか、死亡

後に感染が確認されたのは１９人だった。 

 

第２章 クラスターへの対応 

第１節 発生場所の変化  

 

第６～７波は、県内各地でクラスターが相次いだ。県感染症対策センター（ＹＣＤＣ）

によると、２２年１～１０月の発生件数は、１０月末時点の集計で３０７件（５７９６

人）と、第４～５波（２１年４～１２月）の３２件（５１５人）の１０倍近くになった。

感染者が最も多かったのは２２年８月で、４９件の発生で１２１０人が感染した。 

第６波の６か月間で特に多発したのは、学校や幼稚園など子供の施設だった。第４～

５波でクラスターが発生した２１年４～９月（１０～１２月はゼロ）と比較すると、学

校関係（小中高校、大学、専門学校など）は５件（１２８人）から６７件（１１０１人）

に増え、件数は１３倍、感染者数は８倍以上となった。 

幼稚園・保育所・認定こども園は３件（３１人）から６２件（８４５人）に急増し、

件数は２０倍、感染者は２７倍に上った。高齢者施設などの社会福祉施設も学校並みに

頻発した。第６波では、それまでなかった医療機関でも８件（３７６人）発生したが、

飲食店・遊興施設は９件（６５人）から４件（６８人）と件数はほぼ半減した。 

県は６月以降、保健所による積極的疫学調査の対象を医療機関や高齢者施設などの

「ハイリスク施設」に限定した。保健所の負担を軽減し、重症化リスクの高い高齢者ら

への対応に注力するためで、以後はハイリスク施設以外で発生したクラスターのすべて

を把握することはできなくなった。ただ、所長の判断で７月までハイリスク施設以外の

調査を続けた保健所もあった。第７波以降、学校や幼稚園では積極的疫学調査がほとん

ど実施されなくなり、クラスターの認定はごく一部にとどまった。 

一方、社会福祉施設では相変わらず多発し、７月は２４件中１４件、８月は４９件中

３３件、９月は１０件すべて、１０月は９件中６件を占めた。第６波では８件だった医

療機関も第７波では１９件と急増した。 

第７波の主流となった系統ＢＡ.５について、県内唯１人の感染症専門医である県立
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中央病院総合診療科・感染症科の三河貴裕部長は、「（第６波の）ＢＡ.２とは感染力が

まるで違い、病院や施設で同じ部屋にいる人の感染を防ぐのが難しい状況だった」と振

り返る。 

 

 

 

第２節 高齢者・障害者施設 

第１項 発生の現場 

 社会福祉施設では１～１０月に１１６件（２１９３人）のクラスターが発生した。内

訳は、高齢者施設が１～６月で４１件（６４２人）、７～１０月で４９件（１０５１人）、

障害者施設が１～６月で１１件（１３８人）、７～１０月で１３件（３０２人）など。

ピークはともに８月で、高齢者施設は２３件（４２７人）、障害者施設は９件（１８８

人）に上った。峡南地域の高齢者施設では６～７月に約７０人、甲府市内の障害者施設

では８～９月に約５０人が感染する大規模なクラスターがあった。第４～５波（２１年
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４～９月）の社会福祉施設でのクラスターは５件（１４３人）だったため、第６波は人

数で約６倍、第７波は約１０倍に増えたことになる。 

 １１月は、同月末時点の集計で４５件（９６８人）のクラスターが発生したが、うち

３８件（７６０人）が社会福祉施設で、件数、感染者数とも８月を上回った。 

介護や生活支援が必要となる社会福祉施設の入所者は、感染しても病院や宿泊療養施

設での療養は難しいため、第６波以降は施設内で療養するケースがほとんどだった。「デ

ルタ株が流行した第５波では、重症化リスクの高い高齢者は可能な限り入院させてきた

が、重症化しにくいオミクロン株であれば、入所者を別の施設に移動させるよりも、慣

れた施設に留め置いた方がかえって安心」という三河医師の判断だった。 

入所者６０人とショートステイ２０人が利用する高齢者施設「笛吹荘」（山梨市）は

２２年、３度のクラスターに見舞われた。最初は３月５日、施設内で陽性者が確認され

た。すぐに三河医師と感染管理認定看護師（ＩＣＮ）が訪れ、感染者と非感染者を接触

させないよう「ゾーニング」を指導した。ゾーニングとは、施設内をコロナに汚染され

ているレッド・ゾーンと汚染されていないグリーン・ゾーンに区分けすることだ。 

対応が早かったこともあって、感染者は利用者１４人と職員３人で収まり、利用者は

全員が入院した。２度目は７～８月に１２人、３度目は１０～１１月に２０人以上が感

染。いずれも入院したのは数人で、ほかの利用者は施設内で療養した。 

県老人福祉施設協議会会長代行でもある武藤岳人施設長は、「職員もゾーニングなど

の感染対策に慣れていたはずだが、それでもクラスターを防げなかった。多くの施設の

感染者が施設内療養となる中、３月に１４人全員が入院できたのは運がよかった。幸い、

施設内療養でも重症化した利用者はいなかった」と語る。 

同協議会の石井貴志会長が理事長を務める社会福祉法人「緑樹会」（北杜市）でも、

知的障害者施設「グリーンヒルホーム」（同）で８月にクラスターが発生した。２０～

８０歳代の約４０人が入所するが、８月４日に陽性者１人が確認されると、２週間ほど

で利用者２５人と職員４人に感染が広がった。知的障害者の場合、病院や宿泊施設での

療養は難しく、同じ敷地内に診療所もあるため、入所者全員が施設内療養となった。 

中北保健所の指導を受け、ゾーニングを行ったが、食堂は一緒になってしまうため、

「事務所以外は事実上のレッド・ゾーンだった」という。「知的障害者の場合、隔離す

るにも限界がある。感染者が１０人ほどになったら施設内のゾーニングは無理だ」と痛

感した。 

 

第２項 施設内療養の難しさ 

県は施設内療養者の数を公表していないが、ＹＣＤＣの内部資料によると、２１年６

～９月の施設内療養者は約５０人にとどまったが、２２年２～１０月は約１５００人と

大幅に増え、８月は約５５０人に上った。 

高齢者施設内での療養については、厚生労働省が２１年１月、「医療が逼迫した場合」
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との条件付きで容認している。同年３月には「施設内療養時の対応の手引き」を作成し、

感染予防策や物資確保、入所者の健康管理や衛生管理などについて作業手順や注意点を

具体的に示した。人材や費用の支援策も打ち出し、同年４月からは施設内療養者１人に

つき最大１５万円を補助する制度を導入した。この補助金には地域医療介護総合確保基

金が充てられた。 

一方、厚労省は２２年４月、すべての高齢者施設で医師による治療が受けられる体制

を整備するよう都道府県に求めた。県は対象の３８０施設すべてで、嘱託医や協力医ら

による対応が可能と回答した。しかし、ＹＣＤＣによると、施設が契約している嘱託医

などの多くは、高齢だったり、遠方に住んでいたりして迅速な対応が難しいケースが多

く、「コロナは門外漢」として診察に消極的な嘱託医も少なくないという。県は「施設

内療養に対応する医師の確保は非常に大きな課題だ」としている。 

医師会によるサポートも一朝一夕にはいかない。甲府市医師会は２１年８月、市内の

高齢者施設でクラスターが発生した際、４０人の有志からなる「クラスター対応班」を

発足させた。だが、専門知識のない医師がクラスターの現場でできることは限られ、そ

の後は派遣を見合わせた。ほかの地区医師会も、施設療養者の訪問診療まではなかなか

手が回らないのが実情だった。 

施設内療養をめぐっては、県の専門家会議でも何度か議題に上がった。３月２２日の

議事録には、「第６波で病床がどうにかなったのは施設内留め置きをしたからだが、留

め置くと悲惨な状況になる」との苦渋に満ちた発言が記されている。 

三河医師はコロナ発生直後から障害者施設の入所者は施設内に留め置く以外に手は

ないと考え、主な施設を回り、施設内での隔離が可能かどうか、下見をしていたという。

これまで感染者を施設内に留め置くかどうかは、基本的に三河医師の判断に委ねてきた

が、県は８月中旬、施設内に留め置く場合の基準を明文化した。入院が必要なのは、①

血中酸素飽和度９２％以下が１２時間以上続いた場合、②水が飲めない場合、③コロナ

以外の病気で入院が必要な場合――で、それ以外は原則として施設内に留め置くことが

ルール化された。 

 

第３項 対策と課題 

県は高齢者・障害者施設でのクラスター防止策として、１月から職員を対象に週１～

２回、ＰＣＲ検査を実施してきた。感染源は、入所者でなく、施設を出入りする職員と

みられるためだ。それでも多くの施設では、最初の感染者の発見後も感染者が続出した。

ＹＣＤＣ幹部は「最初の感染者の通報が遅れ、駆け付けた時にはすでに施設内に広がっ

ていたというケースが少なくない。第１報があと１日早ければ、クラスターを防げたと

いう事例もある」と分析する。 

クラスターが発生したほとんどの施設に派遣された三河医師は、「保健所が７月以降、

感染者の職業を聞かなくなり、社会福祉施設や医療機関の勤務者であることが把握しに
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くくなったことも一因だ」と指摘する。７月までは職業から医療従事者であることが特

定でき、クラスターの端緒をつかむことができた。ただ、「仮に早期に感染者を把握で

きても、クラスターを防ぐのは困難だっただろう。防げないという前提で対策を取るし

かなかった」と振り返る。 

政府の新型コロナ感染症対策分科会は７月１４日、高齢者施設などでは冷房効果を高

めるため換気不足となり、空気中に漂う微少な粒子「エアロゾル」による感染が広がっ

ているとして、換気の徹底を呼びかける提言をまとめた。これを受けて県は８月５日、

高齢者施設、障害者施設、保育所などを対象に、空気清浄機などの機器購入費を助成す

る制度を創設した。 

一方、県健康長寿推進課は８月９日、クラスターを経験した高齢者施設の施設長や担

当者ら約３０人を対象に、甲府市内のホテルで初めて研修会を開いた。三河医師を講師

に招き、各担当者らがコロナ発生時の初期対応をシミュレーションするなど、具体的な

対応策を学んだ。こうした経験や教訓を蓄積し、今後の対策の策定につなげていく予定

だという。 

 

第３節 学校・幼稚園など 

第１項 発生状況と対策 

学校関係（小中高校、大学、専門学校など）では１～７月に７１件（１１４９人）の

クラスターが発生した。最も多かったのは高校の３３件（６４５人）で、大学は１７件

（２２０人）、小学校は１５件（２０２人）、中学校は４件（５７人）だった。８～１０

月は保健所の積極的疫学調査が及んでいないため、統計上はゼロとなった。 

日本航空高校（甲斐市）では１～２月に１２０人が感染する大規模なクラスターが発

生した。同校では２１年６月にも約９０人のクラスターがあった。そのほかの高校では

運動系の部活動によるクラスターが４～５月に相次いだ。大学で起きたクラスターの多

くは運動系の部活動が原因だ。マスクを外す運動中に感染が広がったとみられる。 

感染者の増加を受け、臨時休校も相次いだ。県教育委員会によると、１～７月に臨時

休校となった公立学校は、小学７２校、中学３６校、高校４校、特別支援１校の計１１

３校で、半数は１月に集中した。学級・学年閉鎖も多かった。 

県教委は、分散登校やオンライン授業を奨励し、部活動を自粛させるなど、段階的に

規制を強めたが、実際には学校外で感染するケースも少なくなかったようだ。ある保健

所関係者は「小学校の場合、校内だけでなく、放課後児童クラブで感染した子供も多か

った」と証言する。 

 一方、幼稚園、保育所、認定こども園では、１～７月に６６件（９０４人）発生し、

最も多かった３月は２０件（２６０人）だった。同期間に休園または一部休園とした幼

稚園は１０、保育所は１０８、認定こども園は５６で計１７４施設に上る。月別では、

３月が５３施設で、最も多かった。甲府市の保育所では子どもを別の施設に預ける「代
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替保育」を実施した。８月以降は学校と同じ理由でクラスターの認定はゼロとなったが、

県子育て政策課の集計によると、幼稚園、保育所、認定こども園での感染者は一向に減

っておらず、７月は５３５人（うち職員９１人）、８月は８１０人（同１５５人）に達

した。 

第６波を中心に幼稚園などでクラスターが多発したのは全国的な傾向だった。ＹＣＤ

Ｃは「乳幼児のほとんどはワクチン未接種のうえ、マスクの適切な着用が難しく、比較

的密な環境で生活しているため」と分析する。感染は保育所などから家庭へ、さらに職

場へと広がったとみられている。その連鎖を防ぐには、子どもたちへのワクチン接種の

促進以外に有効な対策はなかったが、県内で５～１１歳へのワクチン接種が始まったの

は３月で、生後６か月～４歳への接種は１１月以降となった。 

県子育て政策課は、２１年３月に策定した保育・幼児教育施設向けの対策ガイドライ

ンを２２年２月に改訂し、厚労省から示された感染防止策を徹底するよう呼びかけた。

ただ、２歳以上の園児のマスク着用を巡っては、２月時点で「着用を推奨する」として

いた厚労省の方針が、６月には「一律に求めない」と変更されるなど混乱もあった。 

県は２２年１月から、高齢者・障害者施設とともに幼稚園などの保育士や教職員を対

象に週１回の一斉検査（ＰＣＲ検査）を実施していた。１０月からはＰＣＲ検査と並行

して抗原定性検査も行うことで検査体制を強化した。６９００人分の検査キットを確保

し、約４２０施設で２３年３月まで実施する予定だ。 

 

第２項 部活動への対応 

学校でのクラスター急増を受け、県教委は１月２６日付で県立高校での部活動の自粛

を要請した。県の臨時特別協力要請に基づくもので、公立中学と私立中高校にも協力を

求めた。中学、高校、大学でのクラスターの多くは運動部の部活動中の感染が原因とみ

られていたためだ。 

要請は３月下旬の春休みを機に解除された。部活動の再開にあたっては、練習の形態

や範囲（場所）、時間、留意事項などを１～６ステージごとに示した「部活動再開ガイ

ドライン」に従うよう求めた。ガイドラインは２０年５月、感染防止対策を徹底しなが

ら部活動を継続する目的で県教委が策定し、改訂を重ねてきた。最新版は中学と高校（運

動部と文化部）別に計３種類ある。 

春休み以降も部活動中の感染は収束せず、３月２８日～４月３日には高校と大学で計

４件のクラスターが発生した。この事態を受け、県教委は４月５日付で中学・高校に対

し、部活動中は運動時も原則マスクを着用するよう協力要請した。熱中症になるリスク

に留意し、口元に空間を作ることで息苦しさを防ぐ「インナーフレーム」を活用するこ

とも付記した。 

この要請に対し、一部から「国と県で方針が異なる」と戸惑いの声が上がった。学校

でのコロナ対策に関する文部科学省の衛生管理マニュアル（２２年４月改訂版）が、体
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育授業（部活動含む）ではマスクの着用は必要ないと明記しているためだ。スポーツ庁

の事務連絡（２０年５月２１日付）も同様だが、軽度な運動をする場合や児童生徒が希

望する場合はマスク着用を否定するものではないとの記述もある。 

県教委保健体育課は「部活動を続けさせたいという観点で検討した結果であり、政府

の指針に沿ったものだ」と説明。長崎知事は記者会見で「運動する場面におけるマスク

着用は妥当」と繰り返し訴えた。 

しかし、政府が５月２３日に改定した基本的対処方針は、熱中症のリスクを考慮し、

体育授業では屋内外ともマスク着用は不要とした。運動部活動も基本的にマスク不要と

し、競技別ガイドラインに従うよう求めた。これを受けて県教委は、登下校時や体育の

授業ではマスクを外すよう求めるとともに、部活動を含めた運動時のマスクについて、

屋外は「原則不要」、屋内は「必要最小限」と修正し、６月から運用を始めた。 

  

第４節 新山梨方式による検査 

第１項 モデルは鳥取県 

学校や幼稚園などでのクラスターを何とか抑え込む手立てはないか。そう思案してい

た長崎知事は２月１０日の全国知事会で、鳥取県が実施する「臨時休校、全校検査」と

いう独自ルールを知り、「山梨でもできないか」と思い立った。独自のコロナ対策で成

果を挙げてきた全国知事会長の平井伸治・鳥取県知事が紹介した取り組み事例の一つだ

った。鳥取県では学校内で陽性者が１人でも出た場合、原則１４日間の臨時休校とし、

全生徒と全職員にＰＣＲ検査を受けさせていた時期があった。 

長崎知事はすぐに当時の三井孝夫・県教育長に検討を指示した。県教委は検討の末、

「全校検査ではなく、クラス（学級）単位の検査ならば可能」と結論づけた。感染者が

出たクラスだけを閉鎖し、クラス全員にＰＣＲ検査を受けさせるものだ。鳥取方式とは

異なる独自ルールのため、「新山梨方式」と命名した。 

実は、鳥取県も、感染の急拡大で臨時休校が相次ぐ恐れがあるとして、第６波からは

鳥取方式の運用を見直した。感染者が出た場合の臨時休校を７日間に短縮するとともに、

休校ではなく学年・学級閉鎖で対応してもよいこととした。この結果、休校する学校は

減り、学級閉鎖などで対応した学校が多かったという。 

 

第２項 ３週間で準備 

ＹＣＤＣと県教委は急ピッチで準備に取りかかった。この時期、民間の検査機関はど

こも多忙だったが、まとまった人数のＰＣＲ検査が可能な埼玉県内の検査機関と契約で

きた。従来は学校内で陽性者が出た場合、保健所が濃厚接触者らを特定し、ＰＣＲ検査

を実施してきた。新山梨方式では、学校や保育所などが主体となって濃厚接触者の候補

者リストを作成し、感染者と同一クラスの全員にＰＣＲ検査を受けさせる。保健所は検

査結果などの報告を受け、助言や指導を行うだけなので負担はかなり軽減された。 



- 115 - 
 

従来よりも幅広く検査することで、漏れなく迅速に陽性者を特定し、クラスターを抑

止する狙いがあった。反面、現場の教師や共働き世帯の保護者らにかなりの負担をかけ

ることになる。県教委はメリットとデメリットを整理し、事前に知事にも説明した。 

知事は２月１７日、市町村長とのオンライン会議で、検査への協力を呼びかけた。首

長からは「年度末の繁忙期なので学校の負担増が心配」「授業日数を確保するため結果

判明まで最短日数で実施して欲しい」「児童生徒を１か所に集め、専門家が検査する体

制はとれないのか」などの懸念や要望はあったものの、強い反対意見はなかった。 

同日の記者会見で知事は、子どもの検査のため仕事を休む保護者の一部（ひとり親世

帯あるいは住民税非課税世帯）に助成金を支給する方針を明らかにしたうえで、「クラ

スターが出れば、その対応はさらに大きな負担となって学校に乗っかってくる。この方

式で行うことで、トータルでみれば負担は軽減できる」と学校側に理解を求めた。一方

で「学校や市町村などから様々なご意見が寄せられると思う」とも述べた。 

県教委はＹＣＤＣとともに、手順書やフローチャート、想定問答などを突貫作業で作

成し、１週間後の２４日、市町村教委の担当者向けに説明会を開いた。全県で一斉にス

タートしたのは２８日。知事が検討を指示してから運用開始まで３週間足らずという慌

ただしさだった。 

 

第３項 教職員や保護者への影響 

対象は国公私立の小中高校、保育所、幼稚園、認定こども園で、教職員も検査対象に

加えた。スタート時は約５０００人分の検査容器を用意し、市町村教委と高校に配布し

た。 

手順書によると、陽性者が判明した場合、学校は、①検査対象集団（基本は同じクラ

ス全員）をリスト化して保健所に提出、②濃厚接触者の候補リストを保健所に提出、③

検査容器を持ち帰らせて家庭で検体（唾液）を採取、④検体を回収して検査機関に送付、

⑤検査結果を保健所と家庭に報告――という複雑かつ膨大な作業を行う。③はドライブ

スルー方式の検査も可能で、その場合、子どもは保護者同伴で登校し、学校内で検体を

採取する。 

一連の作業は、すべて教職員が担い、土曜や勤務時間外に及ぶこともあった。保護者

も、採取した検体を学校に届けたり、検査を受ける子どもに同伴して登校したりするた

め、就業への影響は避けられなかった。検体は埼玉県内の検査機関に送るため、検体採

取から結果判定まで３日ほどかかり、検体数が多い場合は数日を要した。子どもが自宅

待機となる間、休業する保護者も少なくなかった。県には「検査に意味があるのか」「強

制するのは疑問だ」といった批判的な意見も寄せられた。 

県の専門家会議からも実施を疑問視する声が出た。議事録によれば、３月８日の会議

では、あるメンバーから「新山梨方式によって子どもの学級が閉鎖され、重点医療機関

の看護師が出勤できない事例が多数発生している」との報告があった。同１１日の会議



- 116 - 
 

では「感染が増えている状況で（検査を）やると、休まなければならない人が多くなっ

てしまう。即時やめてほしい」という直接的な中止の訴えや、「生徒は塾や部活などい

ろいろな行動がある中で、学校で一網打尽に検査する疫学的意味がわからない。事前に

相談してほしかった」との意見もあった。 

こうした意見も踏まえ、新山梨方式は春休みが始まる３月２５日で打ち切りとなり、

その後は実施されていない。 

 

第４項 効果は限定的 

約１か月にわたった新山梨方式では、延べ３２５施設で教職員を含む８４５９人が検

査を受けた。受検者は幼稚園などと小学校が全体の８割を占めた。その結果、１.８％

にあたる１５２人の陽性が確認された。 

新山梨方式の導入で感染拡大を抑止

できたとする明確なエビデンスはない

が、導入前後のクラスター発生件数をみ

ると、小中高校と大学は２月９件、３月

７件、４月１９件と、３月が最も少なく、

一定の効果がうかがえる。一方、幼稚園

などは２月１３件、３月２０件、４月１

２件と、逆に３月が増えており、データ

上は明確な効果は確認できない。 

富士・東部保健所の中根貴弥所長は、

「もう少し早い時期にやっていれば、こ

の方式で感染を完封できたかもしれない」と評価する。一方で、「検査時点では陰性で

も、その後に発症するケースが結構あった。地域での感染率が高くなった７月以降はこ

の方式でクラスターを防ぐのは難しい」と分析する。 

長崎知事は読売調査研究機構のヒアリングに対し、「なかなか理解を得にくいところ

があった。社会的に実行不可能ではないかという問題もあった」と振り返る。渡邊副知

事は「本県の対策はいつも先手対応と事前主義。だから当たりもあれば外れもある。あ

の時は、ほかに方法はないと思って始めた。これに代わる策は今でも思い浮かばない」

と語っている。 

 

第５節 医療機関 

２０年に１件（１１人）、２１年はゼロだった医療機関でのクラスターは、２２年に

なると急増した。第６波は８件（３７６人）で、第７波は１９件（７１５人）に増えた。

１９件のうち１６件が８月に発生し、感染者は１か月で５８２人に上った。コロナ患者

が入院する重点医療機関や感染症指定医療機関も含まれていた。 
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中でも、都留市の精神科病院「回生堂病院」は深刻な状況に陥った。同病院によると、

２～３月に閉鎖病棟や認知症病棟など全４棟に感染が広がり、最終的に入院患者の８割

にあたる約１８０人が感染した。うち１３人が重点医療機関に搬送されたが、３人が死

亡。病院内で療養中に亡くなった患者も４人に上った。 

病院関係者は「精神科や認知症の患者を病院や宿泊療養施設に移せないのは仕方ない

が、せめて最初の患者を移すことができれば、ここまで広がらずに済んだかもしれない。

閉鎖病棟の中で次々と感染していくのを、ただただ見守るしかなく、つらかった」と振

り返った。 

この時期は、峡東地域のリハビリ病院でも１００人を超す大規模なクラスターが発生

するなど、５０人以上が感染したのは５病院に上った。クラスターには至らなかったも

のの、医療スタッフが感染者や濃厚接触者となって出勤できず、入院制限や病棟閉鎖を

余儀なくされた病院も相次いだ。県立中央病院の三河医師は８月中旬、「現時点で感染

者ゼロという病院は県内にほとんどないのではないか。それほど大変な状況にある」と

危機感をあらわにした。 

県が１～１１月、医師や感染管理認定看護師を派遣した医療機関は延べ３０機関に上

ったが、派遣医師はほとんどが三河医師だった。 

 

第６節 その他 

 飲食店・遊興施設では、富士東部地域のカラオケボックスで１月、５０人が感染した

クラスターが最大だった。感染者は、成人式終了後の９日夜から翌１０日未明に店を利

用した複数のグループだ。 

富士・東部保健所の調査で、１３日までに１８人の感染者を特定したが、利用者の多

くは酒に酔っていて参加者を正確には覚えておらず、利用者の全員を特定するのに時間

を要した。成人式前に全員が抗原定性検査を受け、陽性者はいなかったため、利用者は

安心して飲酒していたとみられる。この店はグリーン・ゾーン認証店だったが、上限の

２時間を超える利用を見過ごし、マスク非着用者を注意しないなどの不備があった。 

運動施設では、富士東部地域の屋内運動施設で７月、利用者ら３０人が感染するクラ

スターが発生。運動施設としては、２１年９月に中北地域のスイミングスクールで発生

した約４０人に次ぐ規模となった。事業所では、中北地域の製造業の工場で約５０人が

感染した。 

一方、甲府刑務所（甲府市）では８～９月、被収容者１５６人、職員５１人の計２０

７人が相次いで感染した。保健所による積極的疫学調査が実施されていない時期のため、

クラスターには認定されていないものの、県内で発生した集団感染としては最大規模と

なった。 
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第３章 ホームケアの導入 

第１節 方針転換 

県は１月２０日、新型コロナ発生当初から貫いてきた「自宅療養ゼロ」の方針を改め、

「ホームケア」の名称で自宅療養を開始した。以来、制度が大幅に見直される９月末ま

で約８か月間のホームケア療養者は約６万７０００人に達し、同期間の全療養者の７

５％を占めた。２１年１１月策定の県の保健・医療提供体制確保計画で「ゼロ」と想定

していた自宅療養者は、８月だけで３万人を超えた。爆発的な感染拡大でも医療の逼迫

を免れたのは自宅療養を導入したお陰だ。だが、開始時期がもう少し遅れていれば感染

者の多くが行き場を失う恐れもあった。まさに間一髪のタイミングだったと言える。 

 

制度の仕組みを説明する前に、まず導入決定に至るまでの経過を振り返る。 

２１年１１～１２月は新型コロナ発生以来、初めてと言えるほど平穏な日々が続いた。

１１月の感染者はわずか１人、１２月は８人で、年末年始は宿泊療養施設を閉じること

さえできた。しかし、県の専門家会議では１１月頃から、感染者の急増に備えて自宅療

養の仕組みを早急に整備すべきだとの意見が強まっていた。ＹＣＤＣが水面下で新たな

自宅療養の仕組み作りを始めたのもこの時期だ。１２月下旬、大阪と東京でオミクロン
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株による市中感染が相次いで確認されると、県庁内の緊張感は一気に高まった。 

２２年１月４日、渡邊副知事とＹＣＤＣ事務方トップの小島良一感染症対策統轄官は

副知事室で向き合った。小島統轄官は専門家会議メンバーから「すぐにでも自宅療養を

始めた方がいい」と進言されていた。２人は「第５波以上の波がもし来れば、自宅療養

なしでは到底持たない」との考えで一致した。岸田首相はこの日の年頭記者会見で、医

療逼迫を回避するため感染者を原則入院させるという運用を見直し、重症度に応じて宿

泊や自宅療養に切り替える方針を表明した。 

渡邊副知事はその日の夜、東京に出張していた長崎知事に電話で自宅療養の必要性を

訴えた。知事は「大きな方針転換になる。自宅でも１人１人に医療的なケアができるよ

うしっかりした体制をとってほしい」との指示を加え、準備開始のゴーサインを出した。

翌５日、県内でもオミクロン株の感染者が初めて確認された。 

知事は６日、市町村長とのオンライン会議で「病院や宿泊療養施設で対応できない場

合には自宅療養をお願いせざるを得ない」と発言し、「県だけでは対応できないため、

食料の配送など生活支援は市町村にご協力いただきたい」と要請した。公式の場で自宅

療養の導入を宣言したのは、これが初めてだった。この時点で自宅療養の仕組みの大枠

はほぼ固まり、療養の流れを描いたイラスト付きの説明文書もできていた。ただ、細部

は詰め切れておらず、専門家会議は翌７日から協議を本格化させた。 

 

第２節 仕組みと体制の構築 

第１項 班発足から１週間 

１月１２日、県総合対策本部内に職員５人による「ホームケア班」が発足した。前日

に内示を受けた班長の内藤裕利・産業労働部理事は福祉衛生関係の部署は未経験だった。

知事が嫌う他県のような自宅療養制度とは異なり、十分な医療的なケアを施す山梨県独

自の制度であることを強調するため、「名称は『ホームケア』ではどうか」と提案した

のは小島統轄官だった。 

長崎知事はこの日、記者会見を開き、①感染者が爆発的に増えれば宿泊療養施設の余

裕がなくなる、②オミクロン株は重症化するリスクが低く、感染者の多くが軽症か無症

状とみられる、③ホテルより自宅で過ごした方が精神的負担は少ない――などと方針転

換の理由を丁寧に説明した。 

専門家会議では、自宅療養者をだれがどうサポートするかが議論された。会議メンバ

ーの山梨大病院感染制御部の井上修特任教授は「短期間で準備するのは難しいだろうか

ら、うちの医学部の学生に応援を求めよう」と提案した。医学生に頼らざるを得ないほ

ど事態は切迫していた。しかし、県医師会の鈴木昌則副会長が「医師会として自宅療養

の患者は診るつもりでいる」と手を挙げ、医学生の活用案は消えた。 

ただ、医師会の開業医が自宅療養者の健康観察にあたれるのは平日昼間に限られる。

このため土曜休日の昼間は県のホームケア班の看護師、平日・土曜休日の夜間は医療強
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化型宿泊療養施設に常駐する山梨大病院の医師と看護師による「夜間コールセンター」

が対応することにした。 

ホームケア班は専門家会議の意見を聞きながら、わずか１週間で体制や仕組みを決め

た。県の入院調整班は、保健所が作成した感染者情報を基に療養先を「医療機関」「医

療強化型宿泊療養施設」「宿泊療養施設」の３か所に振り分けてきたが、４番目に「自

宅」を新たに加えた。 

 

第２項 ホームケアの仕組み 

自宅での療養が適切と判断されると、ホームケア班は療養者１人１人に協力医を割り

当てる。協力医は１０日間（無症状者は７日間）の自宅療養中、遠隔で療養者の健康観

察にあたる。基本的な流れは、２１年８月に導入した「退所後ケア」と同じだ。ただ、

退所後ケアは２１年８～９月で３２人だったが、ホームケアは当時１日３００～５００

人が想定され、規模がまるで違った。ホームケアの対象は当初、「無症状か自覚症状が

軽微」「４０歳未満」「基礎疾患がない」などの条件をすべて満たす場合に限定した。そ

の後のホームケア班の作業はおおむね次のようになる。 

①健康観察を行う「協力医」を自宅療養者に割り当てる。かかりつけ医がいれば、か

かりつけ医が担当する。協力医１人が複数の療養者を受け持つ。②療養者に制度を説明

し、自宅療養の同意を得る。困難な場合は宿泊療養施設への入所を調整する。③協力医

が療養者を電話で診察し、遠隔での健康観察を開始する。④血中酸素飽和度を測るパル

スオキシメーターや生活支援物資を自宅に配送する。 

急務だったのは協力医の確保だ。県医師会は、１０の地区医師会から推薦された３３

人をひとまず協力医として登録した。ホームケアでの健康観察では、医療強化型宿泊療

養施設や退所後ケアと同様に、山梨大が開発した「シンゲンシステム」を活用した。療

養者がスマートフォンやパソコンで入力した体温や体調などの情報を、医師がパソコン

などで瞬時に確認できる健康管理システムだ。療養者には１日２回、情報を入力しても

らい、協力医も１日２回チェックする。全体の統括医は山梨大病院の井上特任教授と隈

部桂子医師（小児科）の２人が担当した。 

自宅で症状が悪化した場合は、協力医の判断に基づき、重点医療機関や当番病院に搬

送する。当面６か所の重点医療機関が輪番制を組み、入院や処置ができる体制をとるよ

う県立中央病院の三河医師らが調整した。病院までの搬送には退所後ケア用に確保して

いたワンボックスのレンタカー１０台を使った。通常は県庁駐車場に配備し、搬送時は

タクシー会社から運転手を手配してもらう仕組みだ。 

自宅に送る生活支援物資は４～５日分の食料や生活必需品で、段ボール１箱分。中身

は米、カップ麺、レトルト食品、飲料水、栄養補助剤、ティッシュペーパー、マスク、

アルコール消毒液など約５０品目で、計約１万５０００円相当になる。物資の調達や梱

包、発送は民間業者に業務委託した。 
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宿泊療養施設は県が食費も負担するが、自宅療養はすべて自己負担となる。そこで県

はホームケア療養者に対し、宿泊療養施設の療養者１人にかかる経費とほぼ同額の３万

円、退所後ケア療養者にも半額の１万５０００円を支給することを決めた。まとめて「ホ

ームエイド給付金」と呼ぶことにした。 

１週間で準備がすべて整ったわけではなかったが、ホームケア班の内藤班長は「あと

は走りながら考えればいい」と腹をくくった。統括医師となった井上特任教授は「感染

者はゆっくり増えるだろうと思っていたが、爆発的に増えてしまった。間に合うかどう

か、ぎりぎりのタイミングだったので、見切り発車するしかなかった」と回想する。 

 

第３節 第６波の運用（１～６月） 

第１項 開始直後の目詰まり 

運用をスタートさせた１月２０日の時点で、ホームケア班の体制は専従職員５人、応

援職員６人、看護師１人の計１２人で、３３人の協力医と連携した。この日の新規感染

者は１８０人、全療養者は９３８人で、ホームケアと退所後ケアの合計（以下、自宅療

養者）はゼロだった。ところが１週間後の２７日、新規感染者は第６波で最多となる４

３９人に達した。予想を超えるスピードだった。 

２月５日には全療養者が２８５８人と早くもピークを迎えた。この日の自宅療養者は

８３９人に増え、入院者の２２４人、宿泊療養者の６３５人を大きく上回り、３割を占

めた。一方で、感染者数が多すぎて処理が追いつかず、療養先が決まらず自宅待機とな

ったのは１１６０人と全体の４割に上った。翌日以降も、こうした自宅待機者は後を絶

たず、明らかに目詰まりを起こしていた。 

県が決めた療養先が本人の希望と異なり、最後まで療養先未定のまま自宅待機となっ

たケースや、県から連絡がないまま１０日間、自宅で待機する人もいた。「１週間たっ

ても何の連絡もない」「生活支援物資が届かない」という苦情も相次いだ。療養先が決

まらず「調整中」として処理された自宅待機者はこの時期、連日１０００人を超えた。 

それでも２月２１日、県の４保健所に新たな感染者情報管理システム「ヤマビス」が

導入されたことで、県の管理業務は大幅に効率化された。保健所で入力した感染者情報

がＹＣＤＣで同時に閲覧できるようになり、その後の一連の作業もスピードアップした。

このシステムの運用開始が、第６波の感染拡大期に間に合ったのは極めて幸運だった。

「ヤマビスがなかったら大変なことになっていた」と語るＹＣＤＣ職員は少なくない。

この問題は第８部で詳述する。 

 

第２項 ファーストケア班の設置 

 ホームケアを導入しても自宅待機者が急増する事態の改善に動いたのは、山梨大病院

だ。１月２６日、山梨大の学長室に島田眞路学長、榎本信幸病院長、井上特任教授と、

県の大久保雅直感染症対策統轄官補の４人が顔をそろえた。予定された打ち合わせが終
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わると、島田学長が「ホームケアをうまく回すために制度設計を最初からやり直そう」

と提案し、急きょ対応策が検討された。約５時間に及んだ協議の末、打ち出されたのが、

自宅待機者をいち早くサポートする専門チームの新設だった。 

２日後の２８日には、県総合対策本部内に、ホームケアに先駆けて感染者をケアする

「ファーストケア班」の設置が決まり、２月８日から運用が始まった。これは県独自の

取り組みだ。 

保健所から県総合対策本部の「情報班」に発生届が出された時点で、入院者以外の自

宅にはすぐに生活支援物資とパルスオキシメーターを送り、遅くとも翌日までに県の看

護師から安否確認の連絡を入れるようにした。療養先が決まるまでの自宅待機中はファ

ーストケア班の看護師がシンゲンシステムで健康観察を行い、体調が悪化した場合は医

師らが対応にあたる。自宅待機中もホームケアと変わらない見守り体制をとることで感

染者を安心させる狙いもあった。 

だが、目詰まりはすぐには解消されなかった。打開策として山梨大病院からベテラン

看護師１人がファーストケア班に派遣された。１週間ほどスタッフを指導したところ、

処理のスピードがアップし、「調整中」の自宅待機者が減少し始めた。 
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ファーストケア班の仕事はそれだけではなかった。例えば、基礎疾患があるとの理由

でホテルでの宿泊療養を指示された男性は「同居する妻子も感染して自宅療養となった

ので、自分も自宅に残りたい」と訴えた。県からは「要件を満たしていないので、ホー

ムケアは認められない」と言われたが、男性は最後まで自宅療養を続けた。この間、サ

ポートを続けたのはファーストケア班だった。 

ＹＣＤＣ幹部は「本来は宿泊療養が望ましくても、お年寄りや幼い子ども、ペットが

いるなど様々な理由からホームケアを希望する人が意外に多い。放置はできないので、

ファーストケア班が生活支援物資を送り、看護師による健康観察も行う。ただし、ホー

ムケアではないので協力医は割り当てず、給付金の支給対象にもならない」と話す。 

こうした「入所拒否者」の対応は当初、保健所が担っていたが、専門家会議から「保

健所の負担が大きすぎる」と指摘され、５月頃からはファーストケア班が担当すること

になった。さらに、ファーストケア中に体調が悪化した場合は、山梨大病院の井上医師

らホームケア統括医２人で対応してきたが、６月２１日以降は入所拒否者にも協力医を

割り当て、ホームケア同様の健康観察を行うよう運用を改めた。ファーストケア協力医

には、地区医師会代表の医師１０人と隈部統括医の計１１人を任命した。一方、「同居

の家族に感染させたくない」などの理由でホームケアを断り、宿泊療養を希望する場合

は原則、宿泊療養を認めた。 

ホームケア、退所後ケア、ファーストケアの３班は、ワクチン班とともに４月１日付

で「新型コロナウイルス対策グループ」（１４人）に統合されたが、「３ケア」の役割分

担は第７波まで残った。 

 

第３項 対象者の拡大と体制の増強 

感染者が急増する中で医療の逼迫を防ぐため、ホームケア対象者は段階的に拡大され

た。スタート時の条件は「無症状か軽症」「４０歳未満」「基礎疾患がない」とかなり限

定されていたが、３日後の１月２３日には早くも年齢制限を緩和し、「ワクチンを２回

以上接種した４０～５９歳」も対象に加えた。 

２月１０日には「病床使用率５０％以上が一定程度継続すると見込まれる場合」とい

う条件を設けながらも、５０～７０％未満の場合は「ワクチンを２回以上接種した６０

～７４歳」を対象に加え、７０％以上になれば、年齢制限を撤廃し、７５歳以上も対象

にすることとした。この時期は病床使用率が５０％を超える日が続いたため、対象者は

さらに増加し、全感染者の７５％がホームケアの対象となった。２月後半の自宅療養者

は一時１０００人を超えた。この基準見直し後、病床使用率７０％以上となったのは１

日だけで、年齢制限なしの運用が実施されることはなかった。 

対象者が広がったことで、ホームケア班の体制も増強した。各部局からの応援職員は

１日６人から１０人に、２月中旬には１８人に増員された。退所後ケア班、ファースト

ケア班も含めると、ピーク時の応援職員は１日約３０人に上った。さらに県庁内で療養
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者の電話に対応する看護師は休日も出勤するため、交代で４人を常駐させるようにした。 

搬送車も１０台では足りなくなり、２月６日に１４台を追加し、ホームケアと退所後ケ

アで計２４台体制とした。感染者が減った６月以降、３班への応援職員はようやくゼロ

となった。 

 

第４項 協力医・薬剤師の奮闘 

ホームケアを支えたのが、療養者の診察や健康観察にあたる協力医だった。協力医は

当初、３３人しかいなかったため、開始時は１人で多くの療養者に対応した医師もいた。

開業医としての仕事を抱えつつ、投薬も含めコロナ感染者の医療に携わるのは初めてと

いう医師がほとんどだった。甲府市内の男性内科医は「ホームケア開始後しばらくは３

０人以上を担当した。日中の診察とワクチン接種もあったので、ほとんど休みがとれな

かった」と振り返る。 

１日２回のシンゲンシステムへの入力を怠る療養者もいた。その場合は安否確認の電

話を入れたり、入力を催促したりする作業も加わった。協力医が増えるにつれ、医師１

人が診る療養者は１５人を上限とするなど運用を見直した。協力医は５月時点で約１８

０人に達した。協力医には療養者１人１日あたり１万円が支給された。 

夜間の電話対応を担う山梨大病院では、開始から約１か月は井上特任教授がほぼ１人

で対応した。ファーストケア、退所後ケアなどの療養者からの電話や、医療機関などか

らの電話を使い分けられるように、一時は１１台のスマートフォンを専用バッグに入れ

て持ち歩いていたという。超人的な対応だ。その後は、医療強化型宿泊療養施設に常駐

する当直の医師が対応にあたることになり、井上医師の負担は軽減された。 

一方、自宅療養者に薬を処方したり、薬を自宅に届けたりする薬剤師も重要な役割を

担った。ホームケアの開始まもなく直面したのが、処方薬を療養者宅にどうやって安全

に届けるかという問題だった。自宅療養者が服薬を希望すれば、協力医は希望する薬局

に処方箋をファクスなどで送り、調剤を依頼する。しかし、自宅療養中は外出できない

ため薬局で薬を受け取ることができない。そこで県は１月２５日、県薬剤師会（会員３

６５店）に協力を求めた。県薬剤師会が会員に調査したところ、「自宅に届ける」と回

答したのは約２割の７２店で、残る８割は「手が足りない」などの理由から宅配便で送

ることにした。２１年１２月に特例承認された国内初の経口抗ウイルス薬「ラゲブリオ」

も５３薬局に無償で提供した。まもなく運用が始まったが、自宅療養はもともと基礎疾

患のない人が対象のためか、薬の宅配を希望する療養者は少なく、大きな混乱はなかっ

た。同居の家族が取りに来るケースもあり、宅配希望者のほとんどは単身者だった。 

 

第４節 第７波への対応（７～１０月） 

第１項 ホームケア・ライトの導入 

 ６月に感染者が減少したことから、県は７月４日以降、本人の希望でホームケアか宿
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泊療養かを選べる選択制を導入した。自宅療養の希望者が多く、宿泊療養施設に余裕が

生じてきたためでもあった。対象者も一段と拡大し、７４歳までとしていた年齢制限を

事実上撤廃したほか、本人や家族が強く希望した場合はホームケアを認めることにした。 

 ところが、運用を見直した直後、感染者は再び増加に転じた。１か月ほど２ケタで推

移してきた１日の新規感染者が、７月５日に１７１人、１６日には４８０人と過去最多

を更新し、２０日はついに１０００人を突破した。かつてない驚異的な増え方だった。 

県は、協力医がホームケアの全療養者の健康観察を行う現行制度を維持するのはもは

や困難と判断した。従来のホームケアとは別に、重症化しにくい２～４９歳の感染者ら

を対象にした「ホームケア・ライト」制度を新たに設け、７月２２日から運用を始めた。 

ホームケアの対象は原則、「２歳未満または５０歳以上」「人工透析が必要な維持透析

患者」「妊婦」「４０～４９歳のワクチン未接種者」「かかりつけ医が健康観察を申し出」

のいずれかの要件を満たす感染者に限定し、従来通り協力医が健康観察にあたる。この

条件に該当しない感染者はホームケア・ライトの対象となり、ホームケア班の看護師が

健康観察を行うこととした。看護師１人で最大約５００人の療養者を担当し、医師らと

直接連絡をとれる専用ダイヤルも開設した。容体が悪化した場合は、協力医による健康

観察に移行できるようにした。 

ホームケア・ライトの導入に伴い、保健所でのライト対象者からの聞き取りは基本項

目だけに絞ることにした。また入院基準と退所後ケア基準を見直し、入院が必要な患者

を確実に入院させられる体制を整えた。 
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一方、ホームケア協力医の負担軽減も進めた。シンゲンシステムのチェックは院内の

看護師らによるサポートを認め、異常がある場合だけ医師が対応するよう簡略化した。

この運用の変更に伴い、医師１人が従来の２倍にあたる最大３０人の療養者の健康観察

ができるようにした。さらに協力医を増やすため、県内の全６０病院に協力を求め、１

３病院から７９人（９月１日時点）の勤務医が協力医に加わった。医師会の協力医１６

８人（９月１０日時点）を含め、約２５０人体制となった。 

 協力医の増強、看護師によるサポート、健康観察の簡略化などにより、ライトも含め

たホームケアでの対応可能人数は、それまでの２２５０人から約８０００人へ大幅に拡

大した。これに伴い、本人が自宅か宿泊療養かを選べる運用も７月２２日で休止した。

宿泊療養施設の利用を制限することで、自宅療養が難しい感染者を優先的に施設に入所

させるためだ。 

 ホームケア制度をこれだけ頻繁に見直したのは、感染状況が急速に悪化したことの証

左でもある。専門家会議の議事録によれば、「ライト」の導入は４月の会議で提案され

ていた。ただ、早すぎず、遅すぎないベストのタイミングで制度を変えるには、感染状

況の変化を正確に見極め、蓄積された経験に基づいて即決する判断力が求められる。７

月２２日の「ライト」の開始前後から感染者が爆発的に増えたことを踏まえれば、ほぼ

絶好のスタート時期を見定めることができたと言えるだろう。 

 

第２項 体制・運用の見直し 

ホームケア・ライトの運用開始に合わせて、ホームケアを含む３班には再び応援職員

が集結した。６月以降、ゼロに近かった応援職員は１日３５人を確保し、専従職員１７

人と合わせ、約５０人体制に増強した。さらに約３０人の民間会社の委託社員も加わっ

た。ホームケア班の看護師は３～４人でスタートしたが、８月以降は徐々に増員し、９

月からは１２人体制とした。 

 生活支援物資とパルスオキシメーターは発生届から３日ほどで自宅に届けていたが、

対象者が急増した７月下旬頃からは物資の調達や梱包、配送の作業が追いつかなくなり、

１週間ほどを要するようになった。このため緊急性のあるパルスオキシメーターは県が

梱包して先に送り、生活支援物資は後から配送する体制に改めた。２回に分けて配送す

るため、運送業者も追加した。一時は療養者から「まだ届かない」などのクレームもあ

り、県はＬＩＮＥで事情を説明するなど対応に追われたが、８月中には遅延状態が解消

した。その後は、感染者が減少し、まとめて１回で配送する体制に戻した。 

ホームケア・ライトの療養者に対する薬剤の処方や病状悪化時の搬送は開始時、地区

医師会の医師１０人に依頼した。しかし、８月７日からは、薬の処方が必要なホームケ

ア・ライトの療養者はホームケアに切り替え、協力医も割り当てて健康観察も行うこと

とした。こうした療養者は、ピーク時の８月後半は１日平均５人に上った。 

一方、県は８月から、薬局が自宅療養者宅に休日でも薬を迅速に届けられるよう配達
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の経費を補助する制度をスタートさせた。薬の処方を求める自宅療養者が急増したが、

週末は休業の薬局が多いため、休日に調剤や配達できる体制を確保した薬局には補助金

を支給した。自宅療養に協力する７４薬局が対象だ。８月２９日からは、深夜の急な発

熱による市販解熱剤の購入希望者に対し、受診・相談センターで深夜営業のドラッグス

トアを紹介し、店で購入できない場合は有料で薬を自宅に配送するサービスも始めた。

９月２９日以降は感染者数の減少に伴い、一時休止した。 

９月７日からは政府の方針で自宅療養の期間が短縮され、外出制限も緩和された。自

宅療養期間は原則１０日間から７日間に短縮。療養中も無症状であれば条件付きで短時

間の外出を認めた。有症状者も症状が軽くなってから２４時間が経過すれば、外出でき

るようになった。 

さらに９月２６日からは全国一斉に感染者数の全数把握が簡略化され、医師による発

生届の対象は６５歳以上や妊婦など一部に限定された。同時にホームケアの対象者も、

発生届が出された感染者に限ったため、同日以降は人数が大幅に減った。ホームケア・

ライトの運用は終了した。この経緯は、第５章で詳述する。 

 

第５節 まとめ（１～１０月） 

第１項 療養者 

１月２０日～１０月３１日のホームケア療養者は６万７４７６人で、全感染者の７

０％を占めた。月別では、第６波（１～６月）は２月の４９４１人が最も多く、第７波

（７～１０月）は８月の３万５６３人が最多。１日の最多は８月２１日の１９９０人だ。 

第６波のホームケア療養者は計１万５

６０５人で、全療養者に占める割合は５

５％。第７波は５万１８７１人で、割合も

７６％と拡大した。ホームケア・ライトの

療養者は７月２２日から９月２６日まで

約２か月間で３万１００３人に上り、同

期間のホームケア療養者全体の６０％を

占めた。第７波を乗り切るために、ホーム

ケア・ライトが果たした役割は大きい。 

１日あたりの自宅療養者数（ホームケ

アと退所後ケア）の推移をみると、２月２１日に第６波のピークの１０９８人に達した

後は緩やかに減少し、５月にはほぼ半減した。６月後半は２００人台にまで下落したが、

第７波に入った７月中旬に再び１０００人を超え、８月２１日には８５３０人で最も多

くなった。 

病院や宿泊療養施設を退院・退所して自宅療養する退所後ケアも大幅に増え、１～１

０月で２９０６人に上った。月別で最も多かったのは２月の４３１人。退所後ケアを促
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すため、７月２２日から「３７.３度以下が２４時間継続した場合」などの条件をなく

し、体温に関係なく退所できるよう運用を改めた。それでも７～８月は意外に少なく、

計６７５人だった。ホームケアと退所後ケアを合わせた１～１０月の自宅療養者は７万

３８２人に上った。 

 

第２項 医療機関への搬送状況 

ホームケア中に体調を崩すなどして重点医療機関に搬送された人は１～１０月で２

４０人に上った。年代別でみると、１０歳未満が７１人と突出して多く、全体の３割を

占めた。次いで５０代が３１人、４０代が２９人、３０代が２４人。６０歳以上は４７

人だった。月別では、８月の５８人が最多で、以下は９月３９人、４月３６人、２月２

９人、７月２７人の順。搬送手段は、自家用車が１１９人、県の搬送車（タクシー）が

１０９人と大部分を占め、救急搬送は１２人にとどまった。 

搬送された２４０人のうち、そのまま入院したのは６８人に上った。年代別では、１

０歳未満が１６人と多く、８０歳以上は１１人。自宅で亡くなった方は３人、医療機関

に搬送されて亡くなった方は２人だった。 

 

第３項 給付金の支給状況と効果 

 「ホームエイド給付金」は自宅療養中の生活支援策として、ホームケア療養者に３万

円、退所後ケア療養者に１万５０００円を支給する制度だ。１月２０日から７月３日ま

で実施された。給付対象者の９７％が申請し、それぞれ１万６８３０人、１９７５人の

計１万８８０５人が給付を受け、給付額は約５億３４００万円となった。給付金に関し

ては、相談から支払いまでの業務を民間会社に委託した。 

ホームケアの導入に際し、給付金の必要性を強く訴えたのは長崎知事だった。効果は

あったのだろうか。ＹＣＤＣ幹部は「開始してすぐに自宅療養の希望者が増えたのは給

付金の効果。ホームケア制度を軌道に乗せる上で、大きな役割を果たしたことは間違い

ない」と振り返る。 

県は８月末までの給付金として約８億５０００万円を予算化していたが、新規感染者

が減ってきた７月３日に打ち切るとともに、翌４日から、ホームケアか宿泊療養かを本

人が選択できる制度を導入することで、療養者の不平や不満を最小限に抑えた。その直

後から感染者が急増し、ホームケア療養者は爆発的に増えた。 

 

第４項 ３ケアの運用経費 

 ホームケア、ファーストケア、退所後ケアの運営経費として、２１年度は２月補正予

算などで約３３億円（うちホームエイド給付金関連は約９億８０００万円）を計上した。

２２年度当初予算では「１日の新規感染者は１００人で、うち５０人がホームケア」と

見込んで約３６億７０００万円を計上。６月補正では、その２倍の感染者を想定して約
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２６億９０００万円を予算化した。９月補正では「１日の新規感染者は１２００人」と

の想定で約４４億７０００万円（健康フォローアップセンターの設置費６９億５６００

万円を除く）を計上したため、２２年度の関連予算は１０月末時点で約１０８億３００

０万円に膨らんだ。 

このうち生活支援物資支給の関連予算は２１～２２年度で約３０億３０００万円と

なり、ホームエイド給付金の関連予算を合わせると、２１～２２年度の関連予算（約１

４１億３０００万円）の３割近くを占める。 

 

第５項 第６波と事前想定との比較 

県は２１年１１月に策定した「保健・医療提供体制確保計画」の中で、第６波の感染

者数や入院数などを想定し、厚労省にも報告した。県は第５波ピーク時の１.５倍を想

定し、１日の新規感染者が最大１５０人、全療養者は最大１０４６人と見積もった。し

かし、実際の第６波のピークはそれぞれ４３９人、２８５８人で、どちらも想定を３倍

近く上回った。第７波は１６６２人、１万１６４人とさらに増えた。 

当時はゼロと想定していた１日の自宅療養者は、３か月後の２月には１０００人を超

え、８月には８０００人台に達した。結果的に、土壇場で導入されたホームケアは第６

～７波の乗り切りに不可欠な制度となった。 

 

  

  

自宅療養は、医療機関の逼迫を回避するため、感染者の多い都市部の自治体で始まった。

厚労省は「現下の感染拡大を踏まえた患者療養の考え方について」（要請）と題した２

１年８月３日付の事務連絡で、「入院させる必要がある患者以外は、自宅療養を基本と

し、家庭内感染の恐れや自宅療養ができない事情等がある場合に宿泊療養を活用する」

との方針を示した。これを受け、多くの自治体が自宅療養を取り入れ、現在は全都道府

県で実施されている。 

 



- 130 - 
 

第４章 医療提供体制 

第１節 医療機関・宿泊療養施設 

第１項 重点医療機関の増強 

第６～７波の爆発的な感染拡大に対応するため、県は、コロナ患者を重点的に受け入

れる重点医療機関を段階的に増強した。 

重点医療機関のコロナ患者病床は２２年１月時点で１２病院に３７６床（うち２４床

は重症患者向け）あったが、１月１日時点の入院者は３人、病床使用率は０.８％だっ

た。しかし、オミクロン株の感染拡大に伴い、同３０日には２７１人に増え、使用率は

７２.１％と第６波のピークに達し、過去最高だった第５波のピークの８２％に迫った。

危機感を強めた県は２月１日、４病院で１３床増やし、３８９床とした。 

第６波の入院者数のピークは２月１６日の２７３人（病床使用率７０.２％）。ホーム

ケアの療養者が増えるにつれ、入院者は徐々に減り、３～４月は１００人台、５～６月

は２ケタで推移した。病床使用率は３月初旬に５０％を切り、６月は１０％前後にまで

低下した。 

第７波の７月中旬には再び入院者が１００人を突破した。８月１１日には２５０人に

上り、病床使用率は６０.０％で第７波のピークを迎えた。既存の病院だけでは不十分

と判断した県は、７月２２日に山梨病院（１０床）、８月２日には甲府共立（７床）、都

留市立（８床）、上野原市立（１３床）、９月１日には飯富（６床）、笛吹中央（５床）の

計６病院を新たに重点医療機関に指定し、１８病院体制とした。既存病院の病床も見直

し、９月２０日には計４３８床を確保した。 

 ７月２２日には患者の入院基準も見直し、「基礎疾患がある人」を対象から除外した。

「むしろ幼児や高齢者の方が重症化リスクは高い」という専門家会議の意見を反映した

もので、基礎疾患があるという理由だけで感染者を入院させることはなくなった。 

８月の入院者は連日２００人台と高止まりしたものの、病床の拡充や入院基準の見直

しなどの措置によって、病床使用率は何とか５０％台を維持した。９月９日以降の入院

者は２ケタで推移し、９月下旬以降は病床使用率も１０％前後となった。 

第７波では、医療スタッフの間にも感染が広がり、一部の重点医療機関は入院制限や

病棟閉鎖を余儀なくされた。院内でクラスターが発生したり、全病棟を一時閉鎖したり

した病院もあった。コロナ医療の中核を担う病院も例外ではなかった。山梨大病院では

看護師を中心に約５０人が感染者や濃厚接触者となって出勤できなくなり、８月に２病

棟を閉鎖した。前例のない事態だ。県立中央病院は、入院制限などには至らなかったも

のの、出勤できない職員が８月のピーク時は６０人前後に達した。 

この時期は、ほとんどの重点医療機関がマンパワー不足に陥っていた。県が、すでに

コロナ患者を受け入れていた病院などを矢継ぎ早に重点医療機関に追加指定し、新たな

病床確保に努めた背景には、重点医療機関職員の感染拡大もあった。 
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第２項 発熱外来の拡大 

開業医らが発熱患者の検査や診療を行う「診療・検査医療機関」（発熱外来）は９月

７日時点で２９７か所と、運用が始まった２０年１１月時点より１１２か所増えた。し

かし、県内の全医療機関に占める割合は３９.２％（全国平均３６.３％）で、全国では

２４位。全国トップの鳥取県は５９.７％で、大きく引き離されている。人口１０万人

あたりの数は３６.７か所（同３１.９か所）で全国２２位だ。 

発熱外来のほとんどは休日や夜間は休診で、かかりつけの患者しか診ない例が少なく

ない。患者が集中しないよう名前を公表しない医療機関も１割近くある。特に脆弱なの

は甲府市だ。市内には約１９０の病院・一般診療所があるが、発熱外来は６９施設と少

ないうえ、非公表が１１施設と他地域に比べて多い。このため患者が急増した８月は、

甲府市内の一部の発熱外来に患者が集中し、診察予約が取りにくい状況に陥った。お盆

休みなどで休診となる医療機関もあった。 

県は、発熱外来に診療時間の延長やお盆期間の開業を要請する一方、県民に対しても

「発熱外来では薬の処方に時間がかかる場合がある」として、あらかじめ市販の解熱剤

やせき止め薬を用意しておくよう「自衛策」を呼びかけた。 

 発熱外来の拡充は大きな課題だが、増やすのはたやすいことではない。県医師会の鈴

木副会長によると、ビル内に入居する診療所では駐車場など屋外での検査が難しく、他

の患者への感染が懸念されるため、発熱外来を断る所が多い。県医師会は、できるだけ

幅広く発熱患者を受け入れるよう地区医師会を通じて呼びかけているが、なかなか改善

されないという。鈴木副会長は「せめて内科、小児科、耳鼻科の医師は診て欲しいが、

強制はできない」と話す。  

 開業医だけでなく、院内に発熱外来のある病院でも、８月は逼迫した状態が続いた。

県内６０病院のうち発熱外来を開設しているのは４０病院。県医務課が県内の病院を対

象に実施したアンケートによると、８月１５～２１日の間、発熱外来が「逼迫している」

と答えたのは４０病院のうち１３病院、「受け入れる余裕がない」と回答したのは２２

病院で、「余裕がある」は２病院だけだった。中には１日に５０～１００人の発熱患者

を診察し、体制が逼迫している病院もあった。９月中旬には逼迫状態の病院はなくなっ

たが、受け入れる余裕がないところは１９病院に上った。 

  

第３項 宿泊療養施設 

宿泊療養施設の入所者は１月１日から７日まではゼロだったが、１２日には一気に１

００人に達した。その後も増え続け、２５日には８５１人、使用率は８８.１％にまで

上昇し、第５波のピーク（８８.４％）にほぼ並んだ。 

このため県は、１月２８日から甲斐リゾートホテル（笛吹市）に７１室、２月１日に

はホテルクラウンヒルズ甲府（甲府市）に９８室を新たに借り上げた。これで、宿泊療

養施設の客室は８施設で計１１３５室となった。この影響で２月初旬の病床使用率は５
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０％を切り、５月は２０％台、６月後半には１０％前後にまで下がった。 

７月になると、再び増え始め、７月２１日には６７８人で第７波のピークとなり、使

用率は６０.５％に上昇した。だが、ホームケア療養者の増加や退所後ケアの基準緩和

などもあって入所者は徐々に減り、７月下旬以降は３０～４０％台で推移した。 

第２号の宿泊療養施設だった甲府市の「東横イン甲府駅南口Ⅰ」（１６６室）は９月

末で閉じ、１０月からは７施設（９６９室）に縮小した。 

 

第４項 治療薬の活用 

 ２２年１０月末時点で特例承認されている新型コロナの経口用の治療薬は、軽症・中

等症の患者向けの経口抗ウイルス薬「ラゲブリオ」（一般名モルヌピラビル）と「パキ

ロビッドパック」（一般名ニルマトレルビル/リトナビル、以下パキロビッド）の２種類

だ。ラゲブリオは９月１６日から一般に流通している。２月に特例承認されたパキロビ

ッドは、厚労省が希望する都道府県に無償譲渡し、利用されている。厚労省は、特に感

染者が多発する高齢者施設などで２種類の治療薬を有効に使用するよう呼びかけてき

た。 

しかし、県内では、どちらの治療薬も十分に活用されているとは言い難い。８月末時

点の使用実績をみると、ラゲブリオは７７０人分で、人口１０万人あたりでは９５人分

（全国平均４４３人分）。パキロビッドは１０６人分で、１０万人あたりで１３人分（同

３２人）。ラゲブリオは全国平均の２割、パキロビッドは４割ほどしか使われていない。 

ラゲブリオは１８歳以上が対象で、妊婦などには投与できない。発症５日以内に１日

２回（１回４カプセル）、５日間の服用で、入院・死亡のリスクを約３０％下げるとさ

れる。パキロビッドは、成人と「１２歳以上かつ体重４０㌔以上の小児」が対象で、発

症５日以内に１日２回（１回３錠）、５日間服用すれば、入院・死亡のリスクが約９０％

下がるとされ、ラゲブリオよりも高い効果が期待できる。ただ、どちらも副反応がある

うえ、特にパキロビッドは使用禁忌や併用注意の薬剤が多いため、使用前に患者が服用

中のすべての薬剤を確認するなど、慎重な扱いが必要となる。 

県内で治療薬の利用が進まなかった理由について、ＹＣＤＣの井上弘之感染症対策統

轄官補は「高齢者の多くは持病があり、薬を何種類も飲んでいるため、パキロビッドを

服用できる患者は限られてしまう。どんな薬かわからず、使用をためらう医師も多かっ

たようだ」と説明する。 

第７波では、医師のケアが届きにくい高齢者施設内で亡くなる患者も少なくなかった

ため、県の専門家会議では、「施設内療養者の重症化や死亡を減らすうえで、パキロビ

ッドの服用が有効」との意見が強まった。 

これを受けて県は１０月２７日、パキロビッドの効果と適正な利用を医療機関や薬局

に周知させるため、山梨大や県医師会とともにオンライン形式の勉強会を開催した。医

師や薬剤師ら約４００人が参加し、治療薬の特徴や使用状況、使用上の留意点などの詳
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しい説明を受けた。山梨大の島田学長は「発症５日以内に処方しないと効果がないので、

スピードが必要だ。アメリカでは薬局で処方され、広く使われている」と積極的な利用

を呼びかけた。パキロビッドは病院だけでなく、県内の医療強化型宿泊療養施設で２２

例の使用実績があることも報告された。 

 パキロビッドは、ラゲブリオの使用実績のある薬局でしか処方できないため、県はま

ずラゲブリオの使用を促し、パキロビッドの普及につなげていく方針だ。１１月２２日

には、国産初となる塩野義製薬の飲み薬「ゾコーバ」が緊急承認され、新型コロナの経

口用治療薬は３種類となった。 

 

第５項 在宅医療の取り組み 

 第６波では、介護が必要な高齢の感染者の入院が増え、一部の医療機関では看護師が

入院患者の介護に追われ、介護施設のような状態となったという。病床を確保するため

にも、要介護者を在宅で診療するシステムの構築が喫緊の課題となっている。 

県医師会の鈴木副会長によると、県内には在宅専門医が１０～２０人ほどおり、看護

師も確保できるが、ヘルパーが足りないという。介護事業所の多くが、感染を恐れてヘ

ルパーの派遣に消極的なうえ、医師や看護師に比べて報酬が十分ではないためだ。専門

家会議のメンバーの鈴木副会長は、「訪問診療、訪問看護、訪問介護が一体となって在

宅医療となる。医師と看護師だけでなく、ヘルパーなどの介護関係者が不可欠だ」と訴

え、県にヘルパーや介護事業所への支援を求めた。 

ヘルパーを派遣する介護事業所にとっては、ヘルパーの感染リスクだけでなく、ヘル

パーが感染を拡散させてしまうリスクもあるため、訪問介護には慎重にならざるを得な

い事情がある。一方で、コロナに感染した要介護者の家族からは「入院すると会えなく

なってしまうので在宅で看取りたい」という希望が多かった。 

第７波の８月以降、県内でも一部の事業所でヘルパーの派遣を再開する動きが出始め

た。県健康長寿推進課は、そうした介護事業所を財政面で支援しようと、９月補正予算

に約３４００万円を計上し、訪問介護を実施した事業所に１日３万６０００円を支給す

る事業をスタートさせた。制度化にあたっては、先行実施している兵庫県の事例を参考

にした。対象は県内の約２００の介護事業所で、補助金はヘルパーの人件費のほか、ガ

ウン、マスクなど個人防御具（ＰＰＥ）への充当を見込んでいる。 

鈴木副会長は、「入院を希望しない要介護者が、安心して自宅で療養できるようにな

れば、山梨の自宅療養はより良くなる」と期待を込めて語る。 

 

第２節 救急医療の逼迫 

第１項 ３２病院に拒否された搬送者も 

第７波では発熱患者らの救急搬送が増え、救急医療が危機的状況を迎えた。 

県は７月下旬以降、軽症の場合は夜間や休日の救急外来を避け、平日の日中に受診す
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ることや、救急車を呼ぶ前に２４時間対応の「受診・相談センター」に電話することを

県民に呼びかけてきた。それでも救急患者は減らなかった。救急搬送された感染者の対

応に追われ、一般の救急患者を受け入れられない病院が相次いだ。 

 救急搬送先が見つからず、「医療機関への受け入れ照会が４回以上で、現場滞在が３

０分以上」と定義される「救急搬送困難事案」も多発した。８月第１～４週は計２３７

件に上り、うち１２４件はコロナ疑いの患者だった。これは、第５波のピーク時である

２１年８月の同期間に発生した９０件（コロナ疑い２８件）の２.６倍にも上る危機的

な状況だ。しかも、実際に搬送された患者の半数程度が軽症だったとみられる。救急搬

送がピークとなった２２年８月第２週（８～１４日）は全県で１０１０件の救急車の出

動があったが、半数を超える５３３件は搬送後に自宅療養となった軽症者だった。 

   

「我々現場の医師が県民に直接訴えるしかない」。山梨大医学部の森口武史教授（救

急集中治療医学）らが呼びかけ、８月２３日、県庁で緊急の記者会見が開かれた。県医

師会、重点医療機関、消防などの関係者らが顔をそろえ、「通常の医療が提供できなく

なっている」との共同メッセージを発表。「コロナ患者の急増により、ほかの病気の患

者の診療が制限され、手術の延期や救急車の受け入れができない状態」「救急車に収容

後、３２病院に受け入れを断られ、搬送先が決まるまで３時間以上を要した」などと窮

状を訴え、救急車の利用には慎重を期すよう協力を呼びかけた。出席者からは「これほ

どの逼迫は過去に経験がない」「白旗寸前だ」などと衝撃的な言葉が並んだ。県はこの

メッセージを県のホームページやＬＩＮＥで紹介した。 

県医務課は８月中旬から約１か月間、県内の６０病院を対象に救急医療の逼迫状況な

どについてアンケートを実施した。それによると、８月１５～２１日の間、救急患者を

「受け入れる余裕がない」と回答したのは１９病院で、全体の３割を占めた。また５病

院が救急患者の受け入れ制限を実施し、６病院が「逼迫している」と答えた。ある「逼

迫」した病院は、「職員の感染者・濃厚接触者によるマンパワー不足や病棟の受け入れ
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制限もあり、救急患者の３割ほどはお断りせざるを得ない状況」と回答した。感染拡大

により医療従事者、病床ともに不足している病院もあったようだ。９月１２～１８日の

アンケートでは、「逼迫」がゼロになったが、９月初旬まで逼迫状態が続いた病院から

は「コロナ患者の１次救急をつくってほしい」という要望が寄せられた。 

 

第２項 脆弱な初期救急体制 

県内の休日・夜間の救急医療体制は従来、脆弱化が指摘されてきた。最大の課題は、

軽症の救急患者を受け入れる初期救急（１次救急）が十分に機能していないことだ。 

県内の救急医療体制は以下のようになっている（２２年４月時点、小児救急は除く）。

初期救急は９地区に分かれ、地区医師会を中心に休日・夜間の在宅当番医制を組んでい

る。甲府市の場合、休日は７医院が交代で、夜間は市医師会救急医療センターが対応す

る。南アルプス市は休日３医院、夜間２医院の体制を組む。 

初期救急では対応できない、手術や入院を要する重症患者を受け入れるのが２次救急

病院（以下、２次病院）だ。６地区に分かれ、地元の病院が輪番制を組む。甲府市を含

む峡中地区は休日・夜間とも各２病院が担当する。 

  

休日や夜間に発熱した救急患者は、軽症であれば初期救急の当番医が担当するが、第

７波では患者の急増に対応できず、軽症患者が２次病院に搬送されるケースが相次いだ。

この結果、２次病院に救急車が殺到し、コロナ以外の重症患者の受け入れが滞ったり、

手術を延期したりするなどの支障を来した。２次病院だけでは対応できず、３次救急の

県立中央病院救命救急センターにまで軽症患者が搬送されることもあった。３次救急は

本来、重篤救急患者を受け入れる病院であり、こうした事態は未然に防がなければなら
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ない。 

 ２次病院の医療逼迫を招いた最大の要因は、初期救急体制が脆弱なことにある。県内

では、開業医の高齢化により、休日・夜間の診療の引き受け手が減少し、当番医制を組

むのが年々難しくなっているという。県医師会の鈴木副会長は「若い医師が少ないせい

もあるが、当番医の担い手が減っている。日中の診療を終えた後、夜間診療を担当する

のはかなりきつい。特に高齢の医師は、コロナに感染すれば重症化リスクが高いため、

発熱患者の受け入れに慎重だ」と語る。 

 特に夜間の初期救急は心もとない状況にある。峡北地区の夜間当番は１医院だが、開

業しているのは平日だけで土日は休みだ。東山梨地区（甲州市など）の夜間当番医は月

１０日程度しか開いていない。峡南地区と富士・東部地区では夜間当番医を置かず、夜

間はすべて２次病院が受け入れる体制をとる。県の調査によると、峡北、東山梨地区の

常勤医は５０歳以上が６割を占め、他の地域に比べて高齢化が進む。 

軽症患者が２次病院に搬送される事態は、この夏に始まったことではない。２１年度

の救急患者診療実績をみると、初期救急の３万１１００人に対し、２次救急は８万３９

４１人で２.７倍に上っている。本来、最も多くの患者を受け入れるべき初期救急が十

分に機能していないことを象徴する数字だ。初期救急の体制強化は待ったなしの状況に

あるが、２４年度からは医師の時間外労働を規制する「医師の働き方改革」が導入され

る。そうなれば、休日や夜間の医師の確保はさらに難しくなる。 

山梨大医学部の森口教授は「働き方改革を見据え、初期救急の集約化を急ぐ必要があ

る。なかなか変えられなかった救急医療体制を見直すうえで、働き方改革は千載一遇の

チャンスになる」とみている。 

救急医療を根本的に見直すため、県医師会は７月下旬、「救急医療体制検討会議」を

設置し、本格的な検討を始めた。議論は緒に就いたばかりだが、９地区に分散している

初期救急を数か所に集中させることで、安定した初期救急医療を提供する構想が浮上し

ている。ただ、集約化によって患者のアクセスが悪化する懸念もある。森口教授は「２

次救急もすべてが機能しているわけではない。働き方改革の前に、２次救急の体制強化

が大きな課題になる」と指摘する。 

 

第３項 相談体制の強化 

救急医療の逼迫を受け、県は救急車を呼ぶ前に、県や甲府市が設置する「受診・相談

センター」に相談するよう広く県民に呼びかけた。その影響もあって、６月は１９３３

件だった県の同センターへの相談件数が、７月は７７８３件と４倍に増え、８月は１万

４４５７件と７倍を超えた。９月も６１５９件に上った。 

相談の急増に伴い、利用者から「電話がつながりにくい」との訴えが出始めたことか

ら、県は８月８日以降、段階的に電話回線を増設した。７月２２日時点で日中（午前８

時～午後８時）６回線、夜間（午後８時～午前８時）２回線だった電話回線は、１２月
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下旬にはそれぞれ６０回線、４０回線と大幅に増やした。 

９月下旬からは、救急医療の負担軽減と救急車の適切な利用を促進するため、コロナ

感染が疑われる発熱患者らからの１１９番通報で救急搬送が必要でない場合は、消防本

部から「受診・相談センター」に電話を案内する体制を整えた。 

 

第３節 ＹＣＤＣと保健所 

第１項 積極的疫学調査の重点・簡略化 

感染者の爆発的な増加により、保健所がすべての感染事例で、濃厚接触者や感染ルー

トを調べる積極的疫学調査を実施することは困難となった。このため県は１月２８日か

ら、保健所が優先的に疫学調査を行うべき対象を絞り込む方針に転換した。 

感染リスクの高さやクラスター発生時の影響を考慮した結果、優先的な調査対象は、

①同居の家族、②医療機関や社会福祉施設など重症化リスクが高い場所や集団、③学校、

保育所、幼稚園など感染が生じやすい場所や集団、④それ以外の場所や集団――の順と

なった。企業や事業所で感染者が発生した場合は、各事業所が濃厚接触者らを特定し、

７日間の健康観察と自宅待機を指示するよう要請した。 

県は６月から、積極的疫学調査の対象を医療機関や高齢者施設などの「ハイリスク施

設」の入所者に限定したほか、感染者と同一世帯であれば調査を行わなくても「濃厚接

触者」と特定する運用を始めた。 

７月２２日には、濃厚接触者の自宅待機を５日間（６日目解除）に短縮し、２度の検

査で陰性なら最短３日目で待機解除できるという政府の新たな方針が示された。県はこ

の検査費用を全額補助することにした。保健所による感染者への聞き取り調査も簡略化

し、１人１５～３０分かけていた聞き取り時間を大幅に短縮した。 

一方、県は７月２１日から、同居家族などの濃厚接触者が発症した場合、検査を行わ

ずに医師が感染者と診断して保健所に届ける「みなし陽性者」（疑似症患者）の運用を

導入した。厚労省が１月の事務連絡で認め、すでに大半の都道府県が実施しているが、

県は「検査体制にまだ余力がある」として導入を見送っていた。 

 

第２項 応援で疲弊する職員も 

 県所管の４保健所（中北、峡東、峡南、富士・東部）がマンパワー不足を解消するた

め、県は感染拡大期を中心に応援職員を派遣し、感染者の聞き取り調査やデータ入力な

どを支援した。第６波以降は、近隣の出先機関だけでは足りず、本庁からも職員を送っ

た。特に、第７波の７月後半以降の応援職員は延べ３８３人から４４９人に拡大され、

１日最大１１９人に達した。この時期はＹＣＤＣ（約４０人）にも他部局から延べ３４

７人、１日６５人が応援に入り、８月のピーク時は１日の応援職員が１８４人に上った。 

通常の業務をこなしながらの応援は、職員にとって大きな負担となった。７月以降は

県職員の間でも感染が拡大し、１０月までに約３００人が感染した。濃厚接触者として
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自宅待機となった職員も少なくなかった。 

８月５日の部局長会議では渡邊副知事が、コロナ対応を優先するため、先送り可能な

各部課の管理業務などを一時停止するよう指示した。だが、実際には、本来の仕事と応

援の掛け持ちとなり、大きな負担となった職員が少なからずいたとみられる。 

ある中堅職員は「昼間にコロナ対応を応援する際は、持ち場の業務は夜間、自宅に持

ち帰ってこなした。応援は仕方ないが、周囲には疲弊している職員が多い。精神的に病

んでしまった職員もいる。民間に委託できる業務はもっと委託してもよかったのではな

いか」と証言する。 

ただ、現実には、感染者の増減の波に合わせて、民間の委託社員を雇用・解雇するの

は難しかったようだ。ＹＣＤＣの元幹部は「委託社員だと仕事が減っても簡単には解雇

できないため、つい応援職員に頼ってしまった」と語る。 

ＹＣＤＣや保健所の職員らの長時間勤務も常態化した。時間外勤務が「月１００時間」

または「２～６か月の平均が８０時間」を超える職員は、２０年は４５人（延べ１４０

件）だったが、２１年は８８人（同２２５件）と倍増し、２２年は１０月末時点で１４

３人（同３７１件）とさらに増えた。該当する職員は必要に応じて産業医の面談を受け

るなどしている。 

 

第３項 療養先決定手続きの見直し 

感染の第７波の７月４日からは、入院・入所などの基準の変更に伴い、患者の療養先

を決める際の手続きを見直した。それまでは県の入院調整班にほぼ一任されていたが、

保健所長の意見を明確に示す方式に戻した。感染者の増加を見越し、入院調整班の負担

を軽減するとともに、「患者データだけを見て入院調整班が判断するより、診断した医

師と患者の双方と直接連絡を取り合う保健所が決めた方が合理的」（ＹＣＤＣ担当者）

という判断によるものだ。入院調整班は、各保健所長の判断を確認するだけとなり、重

症化リスクの高い患者の対応に一層集中できるようになった。 

 実は、ホームケアを開始した直後の２月にも、診断した医師が自宅療養の可否を判断

してもよいという運用が導入された。ホームケアへの移行をスムーズにするためだった

が、「判断できない」という発熱外来の医師が多かったうえ、保健所の聞き取り結果で

療養先が変更されるケースも少なくなく、結局は入院調整班が大半の感染者の療養先を

決めることになった。ＹＣＤＣ幹部は「当時はまだオミクロン株の特性がわからず、判

断が難しかった。重症化リスクが低いと分かってきた今なら、診断した医師と患者本人

の意向に沿って療養先を決めても問題ないと判断した」としている。 

 

第４節 検査体制 

第１項 行政検査 

 第６～７波では、感染者の増加や検査能力の向上もあって、検査件数が大幅に増えた。
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感染疑いのある人などを対象に、保健所や医療機関の医師が感染症法に基づいて実施す

る行政検査（ＰＣＲ検査、抗原定量検査、抗原定性検査）は、２２年１～９月で約４８

万７２００件に上った。最も多かった８月は約７万７２００件で、１日平均の検査件数

は約２５００件。２１年は約１４万８７００件だったため、９月までで前年の３倍を超

えた。２２年に県衛生環境研究所で実施した検査は１割弱で、９割以上が医療機関での

検査だった。 

 

第２項 無料検査支援事業 

 政府が２１年１１月に打ち出した無料検査支援事業として、県は２１年１２月末から

２２年３月末まで、無症状者を対象に「一般検査事業」を実施した。簡便な検査キット

を使った抗原定性検査による検査数は約２万３０００件に上った。 

４月以降はいったん中断したが、感染者が増え始めた７月１６日から再開した。対象

は発熱などの症状がなく、感染の不安を感じる県内在住者で、週１回が上限だ。１０月

末時点で、検査を受けられる１４３の登録薬局での検査数は約３万件に上った。２２年

は１２月末まで実施した。 

 県は一般検査事業とは別に、６月から濃厚接触者向けの無料検査事業も始めた。濃厚

接触者は４、５日目の検査が陰性であれば、自宅待機が解除される運用がスタートした

ためだ。７月２２日以降、濃厚接触者は２度の検査で陰性の場合、最短３日目で待機が

解除されることとなり、県はそれを機に、濃厚接触者向けの検査を一般検査に統合した。 

一方、２１年１１月に開始したワクチン・検査パッケージ事業の無料検査は、政府の

事業終了に伴い、２２年８月末で打ち切られた。同事業の一環として、県は４月２８日

～５月８日の１１日間、大型連休中の感染拡大防止策として、ＪＲ甲府駅と１１９薬局

で、帰省者や旅行者を対象に抗原定性検査を実施した。検査数は計２１７６件だった。

お盆期間中の８月５日～１８日の１４日間も、帰省者、旅行者を対象にＪＲ甲府駅と９

３薬局で無料検査を実施した。検査件数は計４２９１件だった。 

 

第３項 定期検査 

 県は第６波に入った２２年１月から、高齢者・障害者施設、幼稚園・保育所などの職

員を対象に、週１回（ワクチン接種２回以下は週２回）のＰＣＲ検査を実施した。 

 このほか高齢者施設では、デイサービスなど通所・訪問の利用者やその家族を対象に

した抗原定性検査も行った。１０月までは有症状者のみが対象だったが、１１月からは

感染拡大時は週３回、無症状者も対象に加え、抗原定性検査を受けられる体制を整えた。

幼稚園・保育所などでも１０月以降、抗原定性検査キットを配布し、ＰＣＲ検査と並行

して実施している。 
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第５章 「全数把握」の見直し 

第１節 経緯 

７月以降の感染者の爆発的な増加により、全国各地で発熱外来が逼迫し、保健所は感

染者情報の把握などの業務に追われ、パンク寸前の状況に追い込まれた。この事態を受

け、政府の新型コロナ対策分科会の尾身茂会長ら専門家有志が８月２日、感染者の把握

は全数ではなく、重症化リスクのある人らに絞るよう政府に提言。全国知事会と日本医

師会も、感染者の全数把握の即時見直しを厚労相に申し入れた。 

厚労省は４日、医療機関や保健所のさらなる負担軽減策として、「発熱外来自己検査

体制」の早期構築を都道府県に求めた。これは、発熱などの症状のある人に無料で抗原

定性検査キットを配布し、陽性だった場合は本人が自主的に「健康フォローアップセン

ター」（以下、健康ＦＵＣ）に感染者として登録をする制度だ。自宅療養中に体調が悪

化した場合は同センターの医師が対応する。それまで発熱外来が担ってきた検査や発生

届の提出を、感染者本人や同センターが肩代わりすることで、医療の逼迫を回避するの

が狙いだ。 

山梨県も８月１０日、有症状者・濃厚接触者の２０～４０歳代の希望者を対象に、８

月下旬から実施する方針を打ち出し、同センターの開設準備を始めた。だが、政府内で

感染者の「全数把握」の見直し議論が進んだため、実施を先送りした。政府は２４日、

「全数把握」の見直しを都道府県の判断で行うことを容認したが、９月６日には全国一

斉に９月２６日から実施することを決めた。一斉開始前に全数把握の簡略化に踏み切っ

たのは、宮城、茨城、鳥取、佐賀（開始は９月２日）、三重、長崎（同９日）、山形、福

井（同１４日）、鹿児島（同２０日）の９県にとどまった。 

 

第２節 仕組みの構築 

県は、厚労省が９月１２日の事務連絡で示した指針に従い、健康ＦＵＣを中心とした

新たな体制作りを進めた。 

医師による感染者の発生届が必要なのは、①６５歳以上、②入院を要する、③重症化

リスクがあり治療薬や酸素の投与が必要、④妊婦――の４項目のいずれかに該当する人

に限定された。これらの感染者は従来通り、発生届をもとに保健所が感染者から電話で

体調や必要事項を聞き取り、療養先を決める。医師の判断で医療機関に入院するか、宿

泊療養施設への入所またはホームケアで対応する。 

ホームケアの場合は、協力医が１日２回、シンゲンシステムで健康観察を行い、体調

悪化時は重点医療機関につなぐ。ただし、全員に送付していた生活支援物資は食料など

の調達が困難な人に限り、ウェブでの申し込みが必要となった。９月７日以降、自宅療

養中でも症状が軽快すれば短時間の外出が可能となったためだ。 

一方、発生届が不要となった①～④以外の有症状者は、自分で検査するか、医療機関

を受診する。自主検査を受けられるのは、軽症で基礎疾患や重症化リスクのない２０～
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６５歳未満の希望者だ。県が設置した健康ＦＵＣから抗原検査キットを送付してもらい、

検査で陽性の場合はスマートフォンなどで陽性を示す判定結果を撮影して健康ＦＵＣ

にメール送信する。健康ＦＵＣの医師が結果を確認して陽性者登録を行い、その人数と

年代を県に報告するという流れだ。 

  

 

陽性者は原則、自宅療養となる。健康ＦＵＣには、陽性者の診断・登録を行う医師の

ほか、電話での健康・受診相談に２４時間応じる看護師が待機する。体調が悪化した場

合は、平日の日中（午前９時～午後５時）は県医師会の協力医、平日夜間（午後５時～

午前９時）や土日祝日はオンライン診療で対応する。オンライン診療は医療提供支援サ

ービス会社「コールドクター」（本社・東京）に業務委託した。３６５日２４時間体制

で救急往診や救急オンライン診療にあたっており、ほかの自治体も活用している。診察

した結果、入院や治療が必要と判断されれば重点医療機関に接続される。 

自主検査の対象外や自主検査を希望しない人は、医療機関で検査を受ける。陽性の場

合は、医療機関が人数と年代を県に報告する。陽性者は自宅療養となるが、健康相談な

どを受ける場合は健康ＦＵＣへの登録が必要だ。登録すれば、その後の対応は自主検査

した場合と同様だが、未登録の場合は健康ＦＵＣのサービスを受けられない。なお、発

生届対象外でも宿泊療養を希望すれば入所できる。 

これらの仕組みは厚労省の方針に従い、専門家会議の意見も取り入れながら構築した

もので、山梨県独自の取り組みは特に見当たらない。専門家会議で議論になったのは、

発生届対象外の有症状者が医療機関を受診し、自宅療養中に体調が悪化した場合の対応

だった。県は当初、受診医療機関に対応を依頼する予定だったが、会議メンバーから「受
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診した医療機関にすべて診てもらうのは難しい」との指摘があり、コロナ感染者の対応

に慣れているホームケア協力医に任せることにした。 

自宅での療養期間は、本人がルールに則って判断する。原則８日目に解除されるが、

無症状者は検査が陰性であれば６日目の解除も可能となる。 

 

第３節 実施状況 

第１項 体制と予算 

健康ＦＵＣは、①検査キットの配布・陽性者の登録、②陽性者の診断、③健康・受診

相談――の３業務を担当する。①は、希望者に検査キットを送付し、陽性となった人の

登録をサポートする作業だ。１日最大２０００キットを配布できる体制をとった。②は、

医師２人が１日最大５００人を診断する。③は、看護師７人が２４時間、電話で相談に

応じる。 

 医師や看護師の確保が難しいことから、県は健康ＦＵＣの運営の大部分を人材派遣会

社「シミックソリューションズ」（本社・東京）に委託した。医師と看護師のほか、検

査キットの確保・保管・配布業務や生活支援物資の調達・配送業務も委託したため、契

約金は１１月末までの２か月間で約８億３０００万円に上った。 

 平日日中の体調悪化時に対応する県医師会の協力医は９月２８日時点で１２７人の

協力を得た。オンライン診療を委託した民間会社では、医師２人、看護師４人が平日の

夜間と、土日祝日は２４時間対応した。必要に応じて処方箋の発行や薬局への連絡も行

う。契約金は１１月末までの２か月間で約２４００万円。 

県は９月２６日以降、新規感染者が１日１２００人発生し、その８割にあたる９５０

人が健康ＦＵＣを利用すると見込み、民間会社との契約金を含め、設置費用として６９

億５６００万円を９月補正予算に計上した。ただ、１０月の感染者は１日平均２２９人

にとどまり、見込みを大きく下回っている。 

一方、感染者発生届の簡略化に加え、主要業務の外部委託もあって、県の負担は大幅

に軽減された。９月２６日から１１月中旬までは、保健所とＹＣＤＣへの県職員の応援

は１日約５０人と８月ピーク時の３割ほどに縮小された。 

 

第２項 実績と評価 

 ９月２６日から１０月３１日まで約１か月の感染者は８５２５人。内訳をみると、発

生届があったのは１３９１人（１６％）、届け出対象外は７１３４人（８４％）と、両

者の割合はほぼ見込み通りとなった。 

届け出対象外の感染者のうち、９４％にあたる６６８４人は本人が健康ＦＵＣに登録

した。登録者の内訳は、医療機関で検査を受けた人が９４％、自主検査で陽性が判明し

た人が６％の３８９人だった。このうち県の検査キットを使った人は３４人と少数で、

ほとんどが県以外の市販などの検査キットを使っていた。生活支援物資の申し込みは４
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５８６件あった。この結果について、ＹＣＤＣの井上感染症対策統轄官補は「９４％も

の人が健康ＦＵＣに登録してくれたのはありがたい。自主検査はあくまで発熱外来が逼

迫した際の補助的な手段であり、１０月末時点で９割以上が医療機関で検査したことは

健全な対応」とみている。 

 自宅療養中の感染者から健康ＦＵＣへの電話は１３３６件あり、うち健康相談は５５

６件だった。夜間や休日にオンライン診療を受けたのは５７件で、そのうち８人を重点

医療機関に接続し、２人が入院した。重症者や死亡者はいなかった。 

 

第４節 第８波への備え 

政府は１０月１３日、新型コロナと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対策を

発表した。同時流行が起きた場合、１日の全国の新型コロナ新規感染者数は第７波の２

倍にあたる最大４５万人、インフルエンザは最大３０万人に達すると試算。発熱外来が

逼迫する恐れがあるため、重症化リスクの低い人は自主検査でコロナ陰性の場合、発熱

外来を受診せずに電話かオンライン診療でインフルエンザの診断を受けるよう呼びか

けた。 

さらに第８波への備えとして、政府は１１月１８日、病床使用率を目安に都道府県ご

とに感染レベルを４段階に分ける新たな仕組みを導入した。各都道府県知事はレベル３

（医療負荷増大期）で「対策強化宣言」、レベル４（医療機能不全期）になる前には「医

療非常事態宣言」を発令できるようになった。 

１１月に入ると感染者は１日５００人を超え、８、９日は２日連続で７００人を突破

した。７００人を超えるのは９月１日以来で、長崎知事は９日の記者会見で「第８波に

突入した」との認識を示した。県は政府の試算をもとに、同時流行が起きれば１日あた

りの新型コロナ患者は２８００人以上、インフルエンザ患者は２１００人以上に達する

と試算した。 

１１月１４日には、１日４９００人の発熱患者に対応するための新たな仕組み作りを

発表し、対策費として７億８５００万円を専決処分した。県によると、県内に約３００

ある発熱外来で受け入れ可能な患者数は１日３８００人で、ピーク時は最大１１００人

が受診困難となる。このため発熱外来が逼迫しそうな場合は、重症化リスクの高い人（６

５歳以上、基礎疾患あり、小学生以下、妊婦など）の受診を優先し、それ以外の人は健

康ＦＵＣから取り寄せた検査キットで自主検査するよう求める。 

一方、山梨大病院は１１月２８日に臨時の夜間発熱外来（午後７～１１時）を開設し

た。当面は同病院の医師らが毎日交代で診察する。さらに県は１２月１日、コロナの診

断を受けていない６５歳未満の発熱患者を対象とした「オンライン診療センター」を設

置した。健康ＦＵＣと同じ民間会社に委託し、平日夜間（午後５時～午前９時）と土日

祝日（２４時間）にオンライン診療を行う。 
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第６章 行動制限の大幅緩和 

第１節 第６波の対応 

第１項 ３回目の臨時特別協力要請 

県内でオミクロン株の感染者が初めて確認された直後の２２年１月９日、広島、山口、

沖縄の３県が全国に先駆け、まん延防止等重点措置を適用した。同２１日には東京、神

奈川、千葉、埼玉など１３都県が続いた。 

山梨県は１月２３日、従来までの県民や事業者への協力要請とは別に、３回目の「臨

時特別協力要請」（２月２３日まで）を発出した。短期間での集中的な感染抑止を目的

とする臨時特別協力要請の発出は２１年８月以来だった。内容は、ワクチン未接種者へ

の不要不急の外出・移動自粛や、家庭内でのマスク着用の徹底、事業者への在宅勤務・

時差出勤の推奨、学校でのオンライン授業・分割授業・分散登校の推奨など。従来の協

力要請と大きな違いはないが、オミクロン株の感染力が極めて強いため、ワクチン接種

をより強力に推進するとともに、未接種者の多い学校や保育園などの対策に主眼を置い

た。この要請は２月２４日、従来の協力要請に一本化された。 

 

第２項 まん延防止等重点措置の効果 

 １～３月にまん延防止等重点措置を適用したのは最大３６都道府県に上ったが、山梨

県は最後まで政府に適用を要請しなかった。重点措置の主な対象は飲食店だが、県内で

は飲食店での感染はかなり抑え込まれており、現行の重点措置は「使い物にならない」

（長崎知事）との判断があったためだ。 

重点措置の適用を見送った１１県（山梨、秋田、岩手、宮城、富山、鳥取、福井、滋

賀、奈良、愛媛、徳島）と、適用した３６都道府県の１０万人あたりの７日間累計感染

者数の推移を比較したのが次のグラフになる。 

３６都道府県の

感染者は、３県に

重点措置が適用さ

れた１月９日時点

で２６人だった。

その直後から感染

者は急上昇したが、

同２７日までに３

４都道府県に適用

されると、１０日

後の２月６日前後から減少に転じた。１か月足らずでピークアウトしたことになる。一

方、１１県は１月９日時点で１１人。その後、緩やかに増え続け、ピークに達したのは

２月２０日。減少するまで約４０日を要し、その後の減り方も緩やかだった。感染者の
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急増は抑えられたものの、３６都道府県に比べるとピークアウトに日数がかかり、減る

スピードも遅かったといえる。 

山梨県は一足早く１月末にピークを迎え、その後多少の増減を繰り返した。２月中旬

以降は１１県の平均よりも低い数字を維持したものの、３月になってもなかなか減らず、

横ばい状態が続いた。 

 

第３項 活動自粛の緩和 

３月になって第６波がピークを過ぎると、長崎知事は３月１１日の記者会見で「経済

回復に向けて段階的にアクセルを踏み込んでいく時期が到来した」と強調し、１４日か

ら様々な協力要請の緩和に踏み切った。「５人以上の会食自粛」「県内移動の自粛」「運

動時の原則マスク着用」などの要請を撤回し、行動規制を緩めた。 

４月１日の記者会見では「（ゼロコロナではなく）ウィズコロナで経済を回していく

チャレンジを続けなければならない局面」と述べ、感染対策と経済活動の両立を図る方

針を改めて力説した。 

５月は大型連休後の感染再拡大が懸念されたが、感染者はほぼ横ばいの落ち着いた状

態を維持した。５月後半には１０万人あたりの新規感染者が１日１５人前後と、全国最

低水準となり、病床使用率も１０％程度にまで下がった。知事は５月２７日の県総合対

策本部会議で「日常を取り戻す平常化に向けて大きく舵を切っていきたい」と表明し、

従来の協力要請を緩和する方向で見直し、６月１日から運用を開始した。 

新たな要請文には「コロナ禍からの経済社会活動の回復を力強く確かなものにする」

と明記し、行動規制は必要最小限に絞り込んだ。グリーン・ゾーン認証基準も緩め、飲

食店で利用者に名前や連絡先を記入させる入店管理簿を原則不要としたほか、ワクチン

の３回目接種証明や陰性証明を提示することで、仕切り板の撤去や長時間の宴会を認め

た。政府が基本的対処方針（５月２３日改定）で示したマスク着用を緩和する新基準も

盛り込んだ。 

 

第２節 第７波の対応 

７月は、予期せぬ大きな感染拡大の第７波に見舞われたが、長崎知事は「行動制限の

お願いは最後の最後の選択肢」（７月２０日の記者会見）と強調し、県民への行動制限

を最小限にとどめた。６月に発出した県民や事業者への協力要請は当初、８月末を期限

としていたが、制限を強化することなく、２３年３月末まで延長した。 

 一方、８月になると、新規感染者が連日のように１０００人を超え、８月４日には、

行動制限が必要な目安としてきた病床使用率５０％を突破した。これを受けて県は８月

１０日、４回目となる臨時特別協力要請を発出した。 

県民に対しては、①感染時に備え、３日分の食料と解熱剤、せき止めなどの薬を用意

する、②事前に無料検査やワクチン接種を受ける、③医療機関への相談や受診は夜間・
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休日を避ける、④症状が軽い場合は救急外来や救急車の利用は控える――ことなどを呼

びかけたが、ここでも厳しい行動制限には踏み込まなかった。当初８月末までだった期

限は９月末まで１か月延長した。 

  

第３節 イベントの相次ぐ再開 

第１項 県の開催基準 

県内では２２年の春以降、それまでの２年間で中止や延期となっていた祭りやイベン

ト、展覧会などが続々と再開された。オミクロン株の重症化リスクが低いことやワクチ

ン接種が進んできたことなどを背景に、県がウィズコロナに向けて、県民への行動制限

を大幅に緩和し、社会経済活動を正常化する方向へ舵を切ったためだ。 

県は２０年４月～２２年２月の間、イベント開催の制限を４回にわたり、断続的に主

催者らに要請してきた。だが、２２年１月７日～２月１６日に４回目の開催制限を要請

した後は、感染者が急増しても、新たな要請を出していない。このため、内閣官房新型

コロナウイルス感染症対策推進室の事務連絡に準拠した県のイベント開催基準「施設に

おけるイベント等の開催の目安」に基づく感染対策を講じれば、各種イベントを開催で

きる状況が続いている。 

県の目安は、イベントについて「事前予約もしくは当日のチケット販売により、開催

時間を指定して、不特定多数に向けて集客する興行など」と定義し、基本的には有料の

観客を伴う催しやお祭りを対象としている。そのうえで、観客５０００人超かつ会場の

収容率５０％超のイベントの開催については、施設管理者またはイベント主催者が県と

個別に協議し、「感染防止安全計画」を策定し、県のチェックを受けると定めている。

これをクリアすれば、会場の収容定員まで観客を入れることができる。観客が大声を出

すイベントは、さらに厳しい条件がつく。 

参加者数を事前に把握できなくても、イベント主催者の想定する参加者数が５０００

人を超す場合などは、感染防止安全計画を策定する対象としている。 

安全計画の策定を必要としないイベントについては、施設管理者またはイベント主催

者が県のチェックリストにより感染防止策を確認する。チェックリストは、①飛沫抑制

の徹底、②手洗い・手指消毒の徹底、③換気の徹底、④来場者（出演者、観覧者など）

間の密集回避、⑤飲食の制限、⑥出演者などの感染対策、⑦参加者の把握・管理――の

７項目を一覧表にしたものだ。全てのイベントで実施することが前提となっている。 

一方、県は１１月１４日、「神輿（みこし）を担ぐ場合の感染防止ガイドライン」を

発表した。担ぐ前、担いでいる間、行事終了後の注意事項などを具体的に列記したもの

だ。これに先立つ１０月２９日に３年半ぶりに開催された「信玄公祭り」では、このガ

イドライン案に沿って実際に約１００人が神輿を担いだ結果、感染者は確認されなかっ

たことから、ガイドラインとして正式決定した。 
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第２項 ３年ぶりの花火大会 

例年２０万人を超える観覧客が集まる県内最大規模の花火大会である市川三郷町の

「神明の花火」は２２年８月７日、３年ぶりに有観客で開催され、２時間にわたって花

火が打ち上げられた。会場の笛吹川の河川敷には１万５０００の有料観客席の設置が可

能だったが、主催者の市川三郷町ふるさと夏祭り実行委員会は、有料観客席を８割以下

の１万１０００席とした。さらに、無料エリアへの観客を含めた会場入り口での検温と

手指の消毒、会場内でのマスクの着用、水分補給以外の飲食の禁止、飲食ブースの取り

やめなどの感染防止対策を記載した感染防止安全計画を県に提出した。 

花火大会は、２０年は自主的に中止、２１年は時間を１５分に短縮し、無観客で開催

した。実行委事務局の町商工観光課の担当者は「３年連続で中止や無観客が続くと、伝

統が崩れかねない。日常を取り戻すきっかけにしたかった」と語った。 

都留市最大のイベントで「おはっさく（八朔）」の愛称で親しまれる「ふるさと時代

祭り」も２２年９月４日、３年ぶりに開催された。祭りの華は市内の目抜き通りを練り

歩く江戸時代の大名行列だ。コロナ禍前は、約２万人の観客が沿道を埋め尽くした。２

０年は実行委員会が自主的に中止、２１年はまん延防止等重点措置が都留市にも適用さ

れて中止となった。有料観覧席はなく、本来は感染防止安全計画の提出が不要だったが、

実行委員会は２２年の開催に向け、県の７項目のチェックリストのほか、独自に定めた

「実行委員会ルール」を順守することで開催にこぎ着けた。 

このルールは「実施区域内では水分補給を除き飲食禁止」「道路上は全て一方通行」

などのきめ細かな規定が含まれる。実行委事務局の市産業課は「伝統行事を後世につな

いでいくため、何としても開催する方向で検討した」と話した。 

観光スポットとしても著名な甲府市の甲斐善光寺は２２年４～６月、６年に１度の行

事とされる「御開帳」を開催した。本来は２１年が開催年だったが、感染拡大防止は難

しいと判断して延期を決定した。甲斐善光寺にはコロナ禍前は、年間２０万人の参拝者

があり、前回の御開帳の年は２か月間で４０万人が訪れた。２２年は、通常２か月の期

間を３か月に延ばし、参拝者を分散させて開催した。感染防止安全計画の提出は不要だ

ったが、７項目のチェックリストに沿った感染防止対策を講じた。副住職は「御開帳期

間に約５０人のスタッフから１人も感染者を出さなかった」と語った。 

イベント主催者などが県と個別協議をする際、県側の窓口は展示施設、運動施設、劇

場など会場の種類によって、県生涯学習課、衛生薬務課など１０以上の担当に分かれて

いる。「神明の花火」は会場の河川敷が市町村の施設に準じた扱いとなり、県市町村課

が窓口だった。同課が受け付けた２０、２１年の個別協議は２３件で、うち８件が中止

や無観客開催となった。２２年は７件の個別協議を受け付け、延期されたのは山梨市の

笛吹川県下納涼花火大会（７月２３日）１件のみだった。 

 

 



- 148 - 
 

第３項 県関連施設での催し 

 甲府市のＹＣＣ県民文化ホール（大ホール１９８９席、小ホール７００席）では２２

年、感染拡大防止を理由にした休館はなく（１０月末時点）、プロの歌手やアーティス

トらの有料のコンサートなどが中止になったケースは１度もなかった。２０年度は４、

５月が休館、２１年度は、閉館はなかったものの、まん延防止等重点措置が適用された

期間などは全てのイベントなどについて利用者に中止や延期を要請した。 

 県立美術館、考古博物館、文学館、博物館が主催する常設展や特別展も、２２年中の

中止はなく、感染防止対策を徹底して開催している。 

 県民や事業者への協力要請を所管する知事政策局の担当者は「２２年はイベントや展

覧会の主催者が感染防止対策を講じて開催する機会が増えた。この２年間にコロナに関

する知見が集まり、ワクチン接種が進んだことを踏まえた流れだ」と話している。 

 

第７章 後遺症対策 

第１節 山梨大病院の後遺症外来 

山梨大病院は２１年１１月１５日、総合診療部内に新型コロナの後遺症を専門に診療

する「後遺症外来」を開設した。県内初の専門外来だ。後遺症は、感染後に数か月以上

続く症状のことで、正式には「罹患後症状」と呼ばれる。代表的な症状には、倦怠感や

呼吸困難感、脱毛、味覚・嗅覚障害のほか、頭の中に霧やモヤがかかったように、ぼん

やりとしてしまい、考えることや集中することが難しい状態になる「ブレイン・フォグ」

などがある。 

山梨大病院では毎週月曜午前、井上特任教授ら２人の医師が診療する。おおむね１６

歳以上が対象で、かかりつけ医による事前予約が必要だ。新規患者は１日５人を上限と

して、再診患者も含めると十数人ほどを診察している。開設以来、毎回満杯の状態だと

いう。症状によっては診察時間が１人１時間かかることもあり、２２年７月以降は新規

患者を１日２人までに制限した。 

 後遺症外来は開設以来、２２年１０月１７日までの約１１か月間に９２人が受診した。

内訳は男性２９人、女性６３人で、女性が約７割を占める。年齢別にみると、１０代９

人、２０代１７人、３０代１６人、４０代２５人、５０代１７人、６０代５人、７０代

２人、８０代１人。幅広い年齢層が受診しているが、平均年齢は約４０歳で、４０～５

０代が中心だ。 

 

第２節 症状の変化 

症状は、オミクロン株の流行前（山梨大の区分では２１年１１月２２日～２２年２月

７日）と、オミクロン株流行後（２２年２月２１日～１０月１７日）で異なる傾向がみ

られた。症状を複数回答で答えてもらったところ、オミクロン株流行前は、患者の６４％

が脱毛を訴えており、突出して多かった。以下は、味覚・嗅覚障害の３２％、倦怠感の
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２４％、頭痛の２０％などの順だ。 

オミクロン株が主流になってからは、

脱毛や味覚・嗅覚障害が減少する一方、症

状が多様になった。倦怠感の４５％が最

多で、頭痛の２７％、せき・たんの２１％、

ブレイン・フォグの１６％などが続く。ブ

レイン・フォグや抑うつなど対応が難し

い症状が増え、患者の診察時間が延びて

きたことが、新規患者を２人までに絞り

込んだ原因だ。 

こうした症状の違いについて、井上医

師は「オミクロン前は、コロナ感染をきっ

かけに炎症性のサイトカイン（主に免疫

系細胞から分泌されるたんぱく質）が体

内で急増し、過剰な免疫反応が起き、脱毛などが起きたのではないか。そうしたウイル

スは、下気道（気管から肺まで）で増殖することが多かったが、オミクロン株は上気道

（鼻から喉頭まで）で増殖するので、比較的症状が軽く、喉の痛みやせきなどが出やす

いのかもしれない」と推察する。 

患者への対応は、症状を踏まえ、検査などで原因を突き止めて治療する。脱毛なら皮

膚科に、味覚・嗅覚障害なら耳鼻科に患者を紹介し、専門的な治療をしてもらう。倦怠

感や不眠、ブレイン・フォグなどの症状を訴える患者に対しては、心配事などを聞き出

しつつ原因を探り、漢方薬などを処方する。明らかにメンタルの不調が原因とみられる

場合は、精神科を紹介することもある。また、ワクチン接種後に長引く副反応は、後遺

症と区別するのが難しく、後遺症外来で診療している。 

 

第３節 県の実態調査 

厚労省研究班が２０年１～２月に全国の２７医療機関に入院した１８歳以上の患者

１０６６人を対象に行った調査では、３人に１人は診断の１年後にも、何らかの後遺症

があることが分かった。山梨県には後遺症外来が１か所しかなく、あまりにも受け皿が

小さいのは明らかだ。後遺症対策が後手に回ったことは否めない。 

県は１０月、第５波以降の２１年６月～２２年７月に感染し、県が携帯電話番号を把

握している約４万２０００人を対象に、後遺症の実態調査を行った。回答のあった７１

１０人のうち、感染から２か月以上、後遺症が疑われる症状があったと答えた人は全体

の３７.９％に上った。症状は、疲労感・倦怠感が５５.２％、「せき」が３７.８％、「た

ん」が１９.９％、集中力の低下が１７.８％などだった。オミクロン株の流行前と後で

の症状の違いについては、山梨大の調査と同様の傾向があった。 



- 150 - 
 

後遺症により生活に支障があった人の割合は７割弱で、仕事または学業を休んだこと

がある人が２割強もいた。ワクチン接種回数が３回以上の人は、２回以下の人に比べて、

日常生活への支障を感じる割合が低かった。 

症状があっても７割以上の人が医療機関を受診していなかった。受診しない理由とし

て、「受診先が分からなかった」が１８.２％あった。長崎知事は１１月２４日の記者会

見で調査結果を公表し、「後遺症について周囲の理解が得られないと訴える人もいた。

県としては後遺症に関する一般社会の理解を促進させるほか、後遺症を診療できる医療

機関の拡充、相談体制の整備に取り組んでいきたい」と語った。 

県は２２年１２月６日、後遺症について診療可能な３１医療機関を公表した。内訳を

みると、他の医療機関からの紹介を受けて全県の患者を診療する医療機関が７病院あり、

既に後遺症外来を開設している山梨大病院のほか、県立中央病院や山梨厚生病院、富士

吉田市立病院などが含まれる。いずれもコロナ患者を受け入れている重点医療機関で、

その経験と実績を生かして診療する。 

そのほか、医療圏ごとに中北で１５、峡東で５、富士・東部で４の医療機関がそれぞ

れ、紹介状なしで後遺症に対応する。 

県のホームページでは、医療機関名、診療科名、電話番号、予約の要・不要のほか、

備考欄に「脱毛に対応します」「主に呼吸器症状に対応します」「専門外来ではなく一般

診療の中で対応します」などと医療機関の特徴についても明記している。 

 

第４節 他県の取り組み 

他の自治体は既に、専門窓口の設置や診療可能な病院の拡充などに取り組んでいる。 

鳥取県は２１年１１月、後遺症に対する医療体制を整えた。県内３か所の保健所が相

談を受け付け、かかりつけ医や入院していた医療機関で受診するように助言。患者の症

状や要望に応じて専門外来のある県立中央病院など３病院の受診を調整する。 

広島県では、まず、かかりつけ医など身近な医療機関に相談・受診してもらい、必要

に応じて、県内７圏域すべてにある２２の指定医療機関の「後遺症連携病院」（病院名

は非公表）を紹介する。 

埼玉県は２２年３月、後遺症外来を開設する県内７病院を受診した患者の症例を冊子

にまとめ、県内の医療機関に配布した。かかりつけ医がマニュアルとして使えるよう診

療科ごとに６項目に分け、症状や診療内容を詳述した。 

全国に先駆けて後遺症の診療体制を整えたのが東京都だ。まず２１年３月末から、都

立８病院に順次、後遺症専用の電話相談窓口を開設した。専門医らが勤務医や開業医、

看護師、薬剤師などを対象に、後遺症の実態や治療方法などを教えるセミナーを開催す

るなど、診療・ケアができる人材の育成にも力を入れている。都のＨＰでは、後遺症を

診療できる医療機関の一覧表を公表しているが、２２年１０月末時点で４００を超える

診療所などが登録されている。後遺症の分かりやすい解説と相談窓口などが掲載された
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リーフレットをサイトに公開したり、医療機関に置いてもらったりしている。 

東京都の感染症対策における司令塔である「東京ｉＣＤＣ」所長の賀来満夫東北医科

薬科大特任教授は「後遺症は個人差が大きく、例えば、力が入らず、日常生活に大きな

支障が出る患者さんもいるなど、軽視してはいけない問題だ。後遺症の診療体制は、ま

だ日本では確立されていないが、患者の不安を解消するために、電話相談窓口を設置し

たり、後遺症について解説したリーフレットを作って県民に配布したりすることが重要

だ」と指摘している。 

 

第８章 分析と評価 

第６～７波の医療提供体制で最も大きな転換は、感染者の療養先を病院・宿泊施設中

心から自宅中心に切り替えたことだ。自宅療養者全員に協力医を割り当て、豊富な品ぞ

ろえの生活支援物資も届けた。このホームケア制度には、「自宅放置にはしない」とい

う長崎知事の方針が引き続き反映されていると言える。 

制度の運用は、感染者の増加や療養者の声を踏まえ、何度も見直された。当初は医療

従事者などの不足で自宅待機者が急増したため、ファーストケア班を発足させ、スピー

ドとケアの質を向上させた。７月以降の感染者の爆発的な増加では、簡易版の「ホーム

ケア・ライト」制度を導入して乗り切った。 

医療関係者の協力も大きかった。ホームケアの協力医は県医師会の開業医らが中心と

なり、第７波からは病院の勤務医も加わった。調剤や解熱剤の宅配は県薬剤師会の薬局

が協力し、山梨大病院も知恵と人材を出して全面支援した。県の専門家会議は常に県の

コロナ対策のエンジン役を務め、時には感染拡大や医療危機を回避するブレーキ役も担

った。行政と医療関係者が一丸となり、感染者に寄り添う体制が構築できたと言える。 

第７波では１日の新規感染者が１０００人を超す日が続いたが、病床は逼迫しなかっ

た。１月時点で重点医療機関は１２病院、３７６床だったが、９月末には１８病院、４

３８床を確保した。感染により医療従事者が不足する中での増床は簡単ではないはずだ

が、宿泊療養施設も含めた療養体制の強化は県民の安心感につながった。 

一方で、クラスターが相次いだ高齢者・障害者施設内の療養者へのサポート体制は、

十分とは言えない。入院や宿泊施設への入所が難しい事情は理解できるが、施設内療養

中の死亡者は２１人、病院搬送後の死亡も含めると３０人に上る。施設内療養者の５０

人に１人が亡くなった計算だ。嘱託医や協力医も含め、医師が施設内療養者を診察でき

る体制を強化する努力が求められる。 

学校や幼稚園などの感染対策では、県が２月末から１か月ほど実施した「新山梨方式」

のＰＣＲ検査が注目された。「１人でも感染したら同一クラスを閉鎖して全員検査する」

という県独自の施策だ。無症状の陽性者を早期に発見し、感染拡大防止につなげる狙い

があり、実際に１.８％の陽性者を特定できた。ただ、教職員や保護者への負担が大き

く、費用対効果では疑問がある。担当が複数部署にまたがったことで責任があいまいに
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なり、専門家会議への相談も事後となった。目的や有効性を教育関係者らに十分説明し

なかったことも、反発を招く要因となった。 

ホームケアの給付金の支給には賛否両論があった。ホームケアの促進につながったこ

とは確かで、給付金を支給したのは山梨県だけではないが、本機構の市町村長アンケー

トでは、「不要」と断じる首長もいた。無料の生活支援物資を届けるだけで十分ではな

かったか。第７波前に打ち切ったのは適切だったものの、給付金を受け取れなかった療

養者に不平等感をもたらしたことは否めない。 

第７波で発熱患者の救急搬送が急増したことで、県の救急医療体制の脆弱さが浮き彫

りになった。救急搬送困難事案が８月中旬の１週間で６５件も発生したのは全国的にも

異常事態だ。第８波とインフルエンザの同時流行が起きれば、発熱外来や救急医療はさ

らに逼迫しかねない。県や県医師会は救急医療の改善を検討している。地区医師会によ

る初期救急のみならず、２次救急の医療体制も含めた抜本的な見直しが求められる。 

新型コロナの後遺症対策は、他県に比べて、やや出遅れた感がある。患者は小児も含

め、今後さらに増えることが見込まれる。１０月に大規模な実態調査を実施し、１２月

には診療可能な３１医療機関が公表されたことで、大きく前進はしたものの、後遺症に

ついては未解明の点が多いだけに、診察・相談体制のさらなる拡充と質の向上が求めら

れる。 
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第５部 経済対策 

【概況】 

 県の経済は２０２０年春から夏にかけて、コロナ禍で大きな打撃を受けた。その後、

製造業が早期に立ち直ったものの、外出自粛などの影響の大きかった飲食・宿泊などの

非製造業の回復は遅く、一進一退が続いた。 

県は、大都市圏ほど感染が拡大しなかったことを踏まえ、できるだけ社会経済活動を

回し続けることに注力した。政府のコロナ対策で設けられた各種支援金の申請サポート

や、幅広い業種向けの資金繰り支援で、倒産件数はコロナ禍前より低水準に抑えられた。 

県の経済対策の特徴は、県民に外出・移動の自粛を求めるだけでなく、飲食・宿泊施

設などの感染対策の認証基準を作り、安心して利用できる施設に県の「お墨付き」を与

えたことだ。それが「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」である。 

県は飲食店などへの営業自粛要請に伴う協力金の直接給付をできるだけ抑える一方、

感染防止目的の設備改修や機器購入に対する補助を手厚くし、プレミアム付き食事券や

宿泊料金割引制度などで需要を喚起した。それら支援策の対象を基本的に認証施設とす

ることによって認証施設を増やし、県全体の感染対策の底上げを図った。 

「感染症に強い」「安全・安心」というブランドイメージを広げ、「観光立県」に向け

た観光振興や、ウィズコロナ・アフターコロナ時代の地方移住にも力を入れている。 



- 154 - 
 

第１章 県内経済の状況 

第１節 景況感 

 ２０２０年４～５月の緊急事態措置に伴い、不要不急の外出自粛要請や集客施設に対

する休業要請などで社会経済活動が制約されたため、県内の景況感は２０年４～６月期

に大きく落ち込んだ。秋以降は一応、回復傾向をたどったが、改善の状況は業種によっ

てばらつきがある。特に対面サービスを伴う飲食・宿泊などの非製造業は、度重なる感

染拡大や外出自粛要請などで回復が遅れた。 

日本銀行甲府支店が「企業短期経済観測調査（短観）」で四半期ごとに公表する県内

約１２０社の業況判断ＤＩ（「良い」と回答した企業の割合から「悪い」と回答した企

業の割合を引いた数値）は、全産業ベースで２０年６月にマイナス４３まで下がった。

リーマン・ショック後の０９年６月（マイナス５５）以来の低水準で、プラスに転じた

のは２１年１２月。マイナスを脱却するのに丸２年を要した。オミクロン株による第６

波の影響で、２２年３月に再びマイナスに落ち込んだものの回復傾向は続いている。 

製造業は、２０年９月のマイナス４６を底に中国や米国の需要回復を受けてＶ字回復

した。山梨県は、輸出向けの産業機械や半導体・電子部品関連のメーカーが多く、２１

年３月以降は、プラス圏で安定している。 

リーマン・ショック後は、金融不安による世界的な景気後退で、外需の影響が大きい

県内製造業の落ち込みが大きかった。しかし、コロナ禍では逆に外需の立ち直りが早か

ったため、内需中心のサービス消費で打撃を受けた非製造業の回復の遅れが目立ってい

る。非製造業は２０年６月にマイナス４８まで落ち込んだ後、改善基調にあるものの、

感染拡大の波に応じて一進一退を繰り返し、２２年６月にようやくプラスになった。 
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第２節 生産・消費 

県内の鉱工業生産指数（２０１５年＝１００、季節調整済）は２０年６月に９２.６

まで落ち込んだ後、半導体関連の生産機械などの業績回復が顕著で、秋以降は全国平均

を上回る勢いで上昇した。２２年に入ってからは、県内に本社やグループ企業のある東

証上場メーカーの決算発表で、売上高や純利益が過去最高を更新する例が相次いだ。 

県内の農業生産額は、２０年が前年比２.

１％増の１００５億円、２１年が同９.５％

増の１１０１億円と、コロナ禍でも２年連

続の増加となり、１９９４年以来の高水準

となった。人気のぶどう品種「シャインマス

カット」や、ぶどうとともに日本一を誇る桃

の生産量が増えたことで、県内の農業生産

額の６割を占める果実の生産額が１９５４

年の調査開始以来で最高になったのが要因

だ。 

経済産業省の商業動態統計によると、県

内の大型小売店の売上高は「巣ごもり消費」

の影響もあって底堅く、２０年５月に緊急

事態措置が解除されて以降、前年同月比は

総じて全国平均を上回る水準が続いた。大

都市圏ほど感染がひどくなかったこともあ

り、コロナ禍でも前年比プラスを維持した

月が多い。前年同月比の増減の振れ幅も全

国平均より小幅にとどまった。 

乗用車（普通車・軽自動車）の新車登録・

届け出台数は、２０年１０月に前年比プラ

スとなった後、２１年７月からマイナスに

転じた。密集を避ける移動手段として乗用

車の需要は旺盛だったが、世界的な部品供

給の停滞が影響した。県内と全国はほぼ同

じ動きで、「コロナ禍での買い控えというよ

り、納車まで半年以上かかるなどの供給制

約の要因が大きい。すぐ納車できる中古車

も値上がりした」（自動車ディーラー関係者）

という。２２年９月は、大幅減となった前年

の反動で増えた。 
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第３節 倒産件数 

民間調査会社「帝国データバンク」がまとめた県内の倒産件数（負債１０００万円以

上の法的整理）は、２０年が３２件、２１年が２７件で、年間４０件前後だったコロナ

禍前より減った。休廃業・解散件数も２０

年が３８７件、２１年は４０１件で、感染

前との大きな違いはなかった。 

政府の方針に基づいて県が実施した実質

無利子・無担保などの制度融資や、政府の

緊急経済対策に盛り込まれた持続化給付金

や雇用調整助成金などの活用で、経営破綻

を回避できたケースが多かった。 

営業時間の短縮や休業の要請に伴って県

が事業者に支払った「協力金」は２１年１

～２月と同年８～９月の２回だけで、実施

時期こそ限られてはいたものの、読売調査研究機構の企業・経済団体アンケートでは「役

に立った」との声が複数寄せられた。 

帝国データバンクの２０年２月～２１年１０月末のコロナ関連倒産の集計によると、

山梨県は４件で全国最少だった。２２年１０月２７日時点では１４件で、鳥取県（７件）、

高知県（１０件）に続く全国３位の少なさを維持している。山梨県内で倒産したのは給

食用食材卸、カラオケボックス、アクセサリー小売などで、「以前から経営が苦しく、

コロナ禍による利用者の減少が追い打ちをかけたケースが多かった」（帝国データバン

ク甲府支店）という。 

宿泊客が激減した旅館・ホテル業は、２２年２月に甲府市内のホテルが民事再生法の

適用を申請するまで、自主廃業などを除いて倒産はゼロだった。全国では２０年度上期

に旅館・ホテル業の倒産が相次いだが、山梨県では、政府の観光支援事業「ＧｏＴｏト

ラベル」が２０年冬に停止した後も、県独自の「県民限定宿泊割」などの需要喚起策が

継続され、制度融資などとともに経営を支えた。 

県旅館ホテル生活衛生同業組合（県旅連）の笹本健次理事長は、本機構のヒアリング

に「制度融資や助成金など、とにかく使えるものを周知し、みんなで苦境を乗り越えよ

うと必死だった。資金繰りがきつくなる不安もあったが、雇用調整助成金などがあって

休業要請にも応じられた。宿泊割引も効いた。その効果は大きかったと思う」と語った。 

 

第４節 雇用環境 

県内の有効求人倍率（季節調整値）は、２０年６月に１倍を割り、８月に０.９２倍

で底打ちしてから改善基調となり、１２月に１倍を上回った。県内では、コロナ禍前は

全国平均を下回っていたが、２１年３月以降、製造業の回復と歩調を合わせるように全
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国平均を上回る勢いで伸び、２２年に入っ

てからは、むしろ人手不足感が強まってい

る。 

２２年９月には１.５０倍と、リーマン・

ショック後のピークだった１８年９月の水

準（１.５０倍）に並んだ。２２年９月の県

内の有効求人数は１万９５８６人で、統計

を取り始めた１９６３年４月以降で最多と

なった。 

山梨労働局によると、「リーマン・ショッ

ク後は、失業が増えて、ハローワークの窓

口が３時間待ちになるほど混雑し、県内の有効求人倍率も過去最低の０.３９倍まで下

がった。しかし、今回のコロナ禍では大規模な雇用調整助成金の活用などで雇用が比較

的安定していたため、そうした状況にはならなかった」（内田良仁職業対策課長）とい

う。 

コロナ禍で停滞していた宿泊・飲食サービス業も２２年４月以降は、前年同月比で求

人数のプラスが続いている。宿泊施設は、宿泊割引事業の対象地域拡大などで忙しくな

り、「人手がかからない『素泊まりプラン』を増やしたり、個別対応が少なくて済む団

体客を多く受け入れるようにしたりして、やりくりしている施設もある」（金融関係者）

という。 

ただ、２０～２１年の感染拡大期は、従業員が過剰気味になって雇用調整助成金の活

用でリストラを回避した企業もあり、求人倍率が経済対策で支えられてきた面は小さく

ない。景気回復で求人数が増えても、雇用のつなぎ止めによって働き口を探す求職者が

それほど増えなければ、求人倍率が押し上

げられるためだ。 

宿泊業などでは雇用維持で２２年春以降

の需要回復に対応できた面もあるが、生産

が拡大する製造業では技術系人材の慢性的

な不足が課題になっている。 

手厚い支援策で倒産や失業を抑えられた

一方で、支援の長期化が成長産業への労働

移動を妨げているとの指摘もある。 

総務省の労働力調査によると、県内の完

全失業率（都道府県別データはモデル推計値）の四半期平均は、２０年第１四半期から

２２年第２四半期まで１.３～２.５％と低く推移し、全国平均を下回る状況が続いた。 
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第５節 県の税収と財政 

県税収入（地方法人特別譲与税・特別法人事業譲与税を除く）の決算額は、２０年度

に前年度比１.５％減の９２２億１６７万円と１４年度以来の低水準となったが、２１

年度は同５.８％増の９７５億９３７９

万円と回復し、１５年度の９７６億９９

９６万円にはわずかに届かないものの、

コロナ禍前の１８年度の９７０億３０８

８万円を上回った。 

２２年度は当初予算段階で同０.９％

増の９８４億８４５０万円とさらに増え

ると見込まれており、そうなればリーマ

ン・ショック後の０９年度決算以降で最

高額になる。 

 

税収の早期回復は県内の産業構造が関係している。県内は半導体関連や産業機械など

製造業のウェートが大きい。産業別従業者数構成比で見ると、全国では「卸売・小売業」

が２０.０％で最も多く、次いで「製造業」が１５.４%だが、山梨県は逆に「製造業」

が２１.６％と最多で、「卸売・小売業」が１８.７％で続いている。 

このため、県税収入の柱である法人２

税（法人事業税・法人県民税）は大手製造

業の業績に左右されやすい。飲食業は

元々赤字の事業者も多く、納税額は限定

的だ。２０年度の法人２税は、経済活動の

停滞による受注減などで前年度比３９億

４９１８万円減ったが、２１年度は、世界

的な需要回復による製造業の好業績を受

けて、同５７億７９２１万円増の２８１

億９４７５万円と大幅に伸びた。 
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ただ、県財政の先行きは厳しい。県が２２年２月に公表した「財政の中期見通し」は、

将来的に「毎年度、相当の財源不足が生じる見通しで、予算編成は主要基金を取り崩さ

ざるを得ない状況」と警鐘を鳴らしている。 

２１年度は税収増や政府の臨時交付金の活用によって、財政調整基金など主要３基金

の取り崩し額（財源対策分）をゼロに抑え、２２年３月末の基金残高を６７２億円と前

年度末より１７５億円積み増したが、今後は高齢化による社会保障関係費の増加などで

毎年度６０～１３０億円の財源不足が生じ、主要３基金の合計残高は２６年度末に４４

２億円に減る見通しだ。 

 

第６節 コロナ対策予算 

県のコロナ対策予算は、２０年２月の１９年度補正予算でＰＣＲ検査などの追加費用

を計上したことから始まった。２０年度当初予算の編成作業の終了後に感染が広がり始

めたことから、急きょ補正予算を組んで対応した。感染拡大によって追加施策が相次い

で必要となり、２０年度は知事の専決処分を含めて８回の補正予算を編成した。 

２１年度は当初予算段階からコロナ対策費を盛り込んだ。しかし、営業自粛要請に伴

う協力金など、当初予算に計上していなかった施策が増え、機動的な財政出動が必要に

なったことから、２１年度の補正予算は１１回にも及んだ。 

年度別の県のコロナ対策予算は、１９年度が１４億円、２０年度が１８０９億円、２

１年度が１０７６億円だ。２２年度は当初と９月補正までの合計で９５０億円となった。

一般会計総額に対するコロナ対策予算の割合は、２０年度が２７.１％を占めた。２１

年度は１６.５％だった。 

２０、２１両年度のコロナ対策予算の分野別の内訳は、実質無利子・無担保などの制

度融資や宿泊料金割引、飲食店利用促進、ウィズコロナ時代に向けた２拠点居住推進な

どの経済対策が１７６７億円で６割を占めた。ウイルス検査やワクチン相談窓口など、

感染拡大防止と医療提供体制の整備に８２３億円を充て、認証制度の取得促進など「新
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しい生活様式への対応」が２９４億円となった。 

県のコロナ対策予算に占める一般財源の割合は２０年度が０.３％、２１年度が３.

９％にすぎず、財源の大半を国庫支出金で賄った。コロナ対策の国庫支出金には、経済

対策などで幅広い使途が認められる「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金」のほか、療養施設の借り上げなどの病床確保や医療資機材の支援などに使われる「新

型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」、ウイルス検査などの「感染症予防事業

費等国庫負担金」を含め、様々なメニューがあり、県は政府財源の活用に努めた。 

 

第２章 グリーン・ゾーン認証制度 

第１節 発足の狙いと経緯 

２０年春の緊急事態措置で、県は映画館やパチンコ店などの集客施設に休業を要請し

た。一方、接待を伴わない一般の飲食店は、休業要請の対象ではなかったが、外出自粛

などによって利用者が大幅に減っていた。当時は新型コロナウイルスの特性が十分判明

しておらず、店も利用者も分かりやすく明確な基準がないことに不安があった。 

県は、コロナ禍でも安心して飲食店などを利用でき、経済活動を維持できる仕組みが

必要と考え、緊急事態措置中の５月９日、「やまなしグリーン・ゾーン構想」を発表し

た。「超感染症社会への移行戦略」との触れ込みで、県全体を安全地帯（グリーン・ゾ

ーン）にしていく構想で、その中核が、所定の感染対策を講じている飲食店などに県が

お墨付きを与える「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」だった。 

ただ、この段階では具体策は何も決まっていなかった。庁内の主要部局から幹部・中

堅の８人が集められ、急ごしらえの「構想検討チーム」が発足したのは５月１４日。制

度設計を担ったチームリーダーの落合直樹・県産業労働部次長（現・リニア未来創造局

長）は「夏休みまでに安心して山梨に来てもらえる制度を作るため、時間との勝負だっ

た」と振り返っている。 

最初の検討課題は、「お墨付きを与える主体を誰にするか」だった。最初から県が前

面に出ることを決めていた訳ではなく、議論の中では、ミシュランのレストランガイド

のように安全度を格付けしたり、ＩＳＯ（国際標準化機構）のような基準を作って第三

者に判定を委ねたりするなど、様々なアイデアを出し合った。 

最終的に、県庁自身が主体的に認証することにしたのは、行政機関以外の「第三者」

では県民の安全・安心を担保しきれないと考えたためだ。当時、東京都は、業界団体な

どのガイドライン通りに感染対策したという飲食店などの自己申告を基にステッカー

を発行していたが、この方式では「店のお手盛り」になる恐れがある。制度の実効性を

高めるためにも、県が前面に出るべきだと判断した。 

申請者が反社会的勢力と関係しているかどうかや、感染者の積極的疫学調査など、デ

リケートな個人情報の扱いもあって実務的に県警や保健所との連携が欠かせず、県が主

体でないとやりにくい部分もあった。 
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次のテーマは、どういう状態なら「安全・安心」と言えるかという定義付けだ。飲食

店に行くのが怖いという考えを利用者が持たないようにするには、「仮に感染者と同じ

時間帯に、その店で食事したとしても『濃厚接触者』と認定されないようにすれば、安

心して飲食できる」と考えた。基準作りは、この考えに沿う内容にすることにした。 

残る課題は、認証施設で感染が広がった際に、県が責任を取れるかどうかだった。訴

訟リスクも念頭に置きつつ検討を重ね、たどりついた一つの考え方が、消防庁の「適マ

ーク」だった。「適マーク」は、防火安全基準に適合した施設に交付されるもので、「適

マーク」があるからといって火災が起きないと保証されているわけではない。この考え

方を参考に、「専門家による基準を作り、その基準が客観的に満たされているかどうか

に関しては、県が責任を持って認証できる」と結論づけた。 

当時の議論について、長崎知事は本機構のヒアリングに「基準を守っていたにもかか

わらず集団感染が起きてしまったら、それは私たちの問題ですとおわびして、再発防止

のために基準自体を見直すしかないと考えた。県もリスクを取る、責任を持ってやる、

ということでないと信用されないし、お店も参加してくれないと思った」と語った。 

 

第２節 専門家委員会と制度開始 

県民や事業者に広く受け入れられる制度にするには、客観性と信頼性のある基準が欠

かせない。ただ、そうした基準を県職員だけで考案するのは難しい。県は６月８日、日

本空港ビルデングの大西洋副社長や日本旅行業協会の越智良典事務局長など、事業経営、

旅行業、建築、医療・病院管理、公衆衛生・疫学の各分野に詳しい有識者５人による認

証制度専門家委員会を発足させた。 

会議では、「濃厚接触者を出さないようにする、という考え方が基準のベースになり

得る」「感染予防は基本的な行動を徹底することが重要なので、作業的な内容も盛り込

んで意識付けを促すことも有効だ」などの意見が出された。 

専門家委員会の議論を踏まえ、義務や罰則の伴う条例化は行わず、あくまで実施要綱

に基づく行政指導で、任意の協力をベースに制度運用し、店舗との共同歩調をとること

にした。飲食店は県のお墨付きで集客しやすくなり、県は感染対策を広げられるという

「ウィン・ウィン」の関係を目指した。県は、認証制度の対象に観光客の激減で苦境に

陥った宿泊施設も加えることを決めた。 

認証基準は業界団体などのガイドラインを参考にして策定し、６月１７日に公表した。

テーブル間の距離や換気の頻度など、飲食店は４５項目、宿泊施設は６４項目に上った。 

さらに、県の検討メンバーは手探りで、認証施設の

ＰＲ、問い合わせ対応、認証事務の外部委託の準備、

議会対応といった作業を役割分担しながら、通常業務

と同時並行で進めた。認証マークは県産業技術センタ

ーがデザインした。 
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認証の受け付けを６月２６日に始め、県庁で最初の認証が行われたのは７月１７日。

飲食５店舗と宿泊８施設の代表者に、グリーン・ゾーンの頭文字の「Ｇ」があしらわれ

た店頭掲示用の認証マークが手渡された。認証式で緑色のマークを手にした居酒屋店主

や観光ホテル社長は当時、「小さい店でも対策を認めてもらえてほっとしている」「消毒

や検温など、考え得るだけの対策を講じた。県全体で意識が高まればいい」と語った。 

検討チームの作業は８月１日に新設された「グリーン・ゾーン推進課」が引き継いだ。 

 

第３節 認証施設数の推移 

第１項 飲食店のほぼ１００％が認証施設に 

認証制度の開始直後は、制度の趣旨に賛同した事業者が自発的に手を挙げたものの、

１週間単位の認証数は２０年８月下旬まで１００件に届かなかった。基準をクリアする

ハードルが高く、特に、同一グループと他のグループが使うテーブルの間を最低１メー

トルとする対人距離の確保に難色を示したり、申請手続きをわずらわしく感じたりする

中小零細の店が多かった。飲食店を統一的に網羅する業界団体がないことから、組織的

な呼びかけが難しいことも課題だった。 

県は広報・ＰＲと並行しながら商工団体や酒販業者にも協力を求め、対人距離を確保

できない場合は、仕切り板やビニールカーテンで遮蔽すればクリアできることなど基準

内容の周知を進めた。そうした取り組みを続け、２０年１０月には飲食店と宿泊施設の

累計認証数が１０００件を突破。県の様々な誘因策もあって、その後は、うなぎ登りに

増えていく。 

制度発足時に知事政策局長だった渡邊和彦・副知事は、「最初は意図をなかなか理解

してもらえなかったが、感染の波が来るたびに『グリーン・ゾーンの店はお客の入りが

良い』という風評が出てきて、それが他の店にも影響した。事業者の皆さんも必死だっ

たと思うし、県民もそういう店を選んでくれた」と振り返った。 

映画館や屋内運動施設、遊興施設（カラオケ、バー・スナックなど）といった集客施

設は、業界ごとの感染防止ガイドラインに基づいて休業要請を個別に解除していたが、

２１年２月にグリーン・ゾーン認証制度

への一本化が発表され、同年４月から認

証施設への移行が進んだ。 

これまでで認証施設数が最も多かった

のは２２年１月２８日時点で、６９４８

施設だ。内訳は、飲食業が４６７１施設、

宿泊業が１３０２施設で、制度発足後に

認証対象に加わったワイナリーが５１施

設、酒蔵が８施設、その他の集客施設が９

１６施設だった。 
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県は県内全域の飲食店の数について、総務、経産両省の経済センサスのデータを参考

にしているが、グリーン・ゾーン認証制度では、食品衛生法の営業許可を受けているゴ

ルフ場のレストランなども飲食業としてカウントしており、経済センサスの分類と一致

しないことや、経済センサスの調査時点からデータ公表までに時間差があることなどか

ら、正確な認証店の割合を算出していない。ただ、認証した飲食店の数が直近の経済セ

ンサスのデータを上回る一方で、認証申請しない店も現実に存在しているため、県とし

ては、県内飲食店の「ほぼ１００％」が認証施設になったととらえている。 

 

第２項 辞退の動きも 

２２年２月以降は、新規の認証件数より、廃業や辞退などで認証から外れる件数が増

えたため、認証施設数は徐々に減っている。同年９月２２日時点の集計によると、制度

発足以来の累計認証件数は７４３９件だが、このうち７４９件が認証から外れ、差し引

き後の認証施設数は６６９０施設だった。 

認証から外れた７４９件の内訳は、①認証有効期間１年間で更新申請しなかった「期

間満了」が３１４件、②コロナ禍の長期化などによる「廃業」が２２３件、③有効期間

満了前の「辞退」が２０７件、④まん延防止等重点措置（２１年）の時短要請に応じず

に「取り消し」となった５件――となっている。 

このうち「辞退」した２０７件の主な理由を見ると、飲食店から遊興施設への業態変

更に伴うものが１２６件と６割を占め、「基準に沿った感染対策の実施が難しい」が４

分の１に当たる５２件あった。また、「期間満了」で更新しなかった理由としては、廃

業や休業、対策のために必要な体制が取れないとの要請が８割を占めたが、「状況が落

ち着いた」「メリットがない」「本社が必要ないと判断した」などの理由もあった。 

２２年に入ってから県内では営業制限を掛けておらず、「休業補償を得られないなら

認証を維持する必要はない」と考える店もあり、第６、７波の重症化率の低さから利用

者の感染への不安が小さくなったことも影響したとみられる。全国展開のチェーン店で

は、グリーン・ゾーンの基準より独自のガイドラインを優先する例もあった。 

ピーク時から減ったとはいえ、プレミアム付き食事券や宿泊割引事業など、認証施設

が恩恵を受けられる施策は続いており、認証施設数はなお高水準を維持している。２２

年１１月４日時点の認証施設数は飲食業４２７５施設、宿泊業１３６４施設などを含め、

計６６４０施設だった。県内飲食店の９割以上が引き続き認証を受けているとみられる。 

 

第４節 認証を促す誘因策 

第１項 感染対策の設備改修・機器購入を支援 

認証施設を増やすため、県が講じた誘因策の一つが、感染防止のための設備改修や機

器購入の助成制度だ。認証基準を満たす性能の換気設備や、非接触のための自動ドア、

トイレの自動水栓といった設備の改修費のほか、アクリル製の仕切り板や消毒液、キャ
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ッシュレス決済端末などの機器・備品購入費を補助する制度を２０年７月１０日から始

めた。 

設備改修の補助率は、一般的な助成制度の「２分の１」より高い「４分の３」で、上

限を１５０万円に設定した。２０～２１年度で計２１４８件が利用された。支給総額は

２３億５７９０万円と、県の建築関係の補助制度としてはかつてない規模になった。「感

染対策として、単なるリフォーム補助にならないよう、例えば、換気扇の改修工事であ

れば、室内の空気の入れ替えが効果的に行われるよう、給気口の設置位置などの換気経

路をチェックした」（県建築住宅課）という。 

機器・備品購入補助は、宿泊業者向けに同じ補助率「４分の３」で上限は３００万円。

飲食店を含む中小事業者向けに上限３０万円の全額補助制度も加えた。高性能な空気清

浄機など変異株対策の機器購入補助も含め、２０～２１年度の支給実績は計１万８１２

８件、総額５５億５９２４万円に上った。 

両制度の支給額は計約８０億円となり、これが「感染対策を講じたいが、多額の費用

は出せない」という事業者の背中を押した。 

あるホテル経営者は本機構のヒアリングに対し、「認証基準には過剰に思える項目も

あり、クリアするのは大変だった。予約のキャンセルや休業がある中、少しでも出費を

抑えたかったので、補助がなければ対策を講じられなかった。県は厳しいことを言うが、

資金的な援助をしてくれたので、納得感があった」と語った。 

 

第２項 支援対象を認証施設に限定 

飲食店などへの営業時間短縮要請に伴う２１年１月の協力金の支給も認証制度の普

及を強力に後押しした。協力金の支給対象を認証施設に限定したため、それまで最高３

２１件だった週次の認証申請数が、２１年１月２３日からの１週間は１９１３件と桁違

いに増えた。 

時短要請は翌２月で終わったが、申請が殺到したグリーン・ゾーン施設の認証審査は

時間を要するため、６月末までに施設の認証を取得すれば協力金を支給することにした。

その結果、協力金の申請から受給までに半年近くかかるケースもあった。 

施設の認証審査は、県から委託を受けた旅行会社「東武トップツアーズ」（本社・東

京都墨田区）が事務局となり、申請書のチェックや現地調査を行った。申請から認証ま

では通常１か月程度かかる。審査では、感染防止の意識改革を促す狙いもあって、「基

準に合わないから認証できないと切り捨てるのではなく、どうすればクリアできるか、

店側と一緒に考える」（現地調査員）のが基本スタンスだ。 

現地調査では、携帯式の風量計で換気能力を測り、メジャーでテーブル間の距離を計

測するが、中には制度や基準について理解を得られず、書類を投げつけられたケースも

あるという。それでも粘り強く改善策を提案し、再確認するというプロセスを経るため、

申請が急増すると審査が追いつかず、認証は遅れがちになる。ただ、こうした「伴走型」
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の対応も認証施設の増加につながった。 

認証施設を対象にした宿泊割引事業のほか、額面１万円分の食事券を８０００円で購

入できる県内の「ＧｏＴｏイート」や県の「プレミアム付き食事券」などが利用できる

飲食店を認証施設に限定したことも、認証申請を促す効果があった。 

 

第５節 基準の変遷 

第１項 変異株対応などで基準強化 

感染防止策を徹底したはずの認証施設でも、２０年１２月の富士・東部地域で発生し

て以来、２２年６月１０日までで計１０件のクラスター（５人以上の感染集団）が起き

ている。クラスターには至らないまでも、感染者が認証施設を利用したり、感染した従

業員が施設で勤務したりした例は同日までで８８２件が確認された。 

クラスターの発生などを踏まえ、認証制度の基準や運用はたびたび強化された。変異

株のアルファ株の感染が拡大し始めた２１年春は、４月１８日に富士・東部地域の認証

店で感染者が８人のクラスターが発生。県は、１６日に開いたばかりの専門家委員会を

２６日にも開き、認証基準の強化を検討した。 

会議では、建築・設備に関して従来以上の施設改修は金額的にも効果面でも実施が難

しいとの意見が出た。利用客の入店管理簿を施設に備え付ける一方、個人情報保護の観

点から一定期間後に廃棄することや、連絡先は代表者だけに限定し、保健所の積極的疫

学調査以外には使わないことなども議論された。さらに、客席の仕切り板の高さを上げ

ないと、ウイルスを含むエアロゾル（空気中を漂う微粒子）が対面の利用客にまで到達

する懸念があることなどが指摘された。 

県は、こうした検討や、国立感染症研究所の分析、政府の新型コロナウイルス感染症

対策分科会の通知などを基に変異株対応の認証基準をまとめ、２１年４月３０日に発表

した。利用者（代表者）の氏名・連絡先の把握、客の滞在時間を最大２時間から１時間

半に短縮、仕切り板の高さを「座った人の頭が隠れる高さ」にかさ上げするなどの項目

を認証基準に追加した。 

その後の審査でこの新基準に適合した施設には、認証

年を記載した新しい認証マークを交付している。 

認証施設でのクラスターの発生原因は、利用客がルー

ルに従わずに換気用のドアを閉じたことや、長時間利用

を店が黙認したことなどが多い。例えば、基準追加直後の２１年５月に甲府市で学生９

人のうち６人が感染したケースでは、店側の注意にもかかわらず大声で話し、基準を超

えて店に２時間以上滞在していた。マスクは着用していたが、設置されていた仕切り板

の高さは旧基準のままだった。ただ、入店管理簿が作られていたことなどから、店名公

表は見送られた。 

こうした事案を受け、県は翌６月１４日、感染者発生時の新たな対応として認証取り
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消しや店名公表の取り扱い基準を発表し、２１日から施行した。入店管理簿がなく、利

用者を特定できない場合は、公衆衛生上の観点から施設名が公表され、感染原因が施設
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側にあり、それが故意・重過失と認められる場合は施設名公表とともに認証を取り消す。 

同年９月には、飲食店内で大声を出さないよう、ＢＧＭの音量を４５デシベル以下と

するよう求める運用強化が始まった。 

２２年１月には、富士・東部地域の認証施設のカラオケ店で、利用客や従業員ら５０

人が感染する大規模クラスターが発生した。マスクなしでのカラオケという客側のルー

ル違反と、黙認した店側の運用の不備があった。これを受けて、認証取り消しの基準が

強化され、３項目以上の基準違反や対応不備があり、感染者１０人以上のクラスターが

発生した場合は、認証取り消し・店名公表の対象とすることになった。 

 

第２項 ワクチン接種進み運用緩和 

ワクチン接種者が増えた２１年秋以降は、運用の緩和も進んだ。ワクチンの接種記録

書やＰＣＲ検査・抗原検査の陰性証明書などを提示することで、人数制限なく個室で宴

会できる「グリーンパス」事業の実証事業が１０月１８日に始まった。大勢で宴会がで

きるコロナ禍前の日常の状態に戻していくための第一歩だ。 

１２月１３日からは実証事業を本格実施に切り替え、予約による完全個室や貸し切り

で行われる宴会については、接種記録書などの提示で、「仕切り板設置・大皿料理禁止

の緩和または時間制限の緩和」が可能になった。 

大皿料理の提供禁止は、小分けして配膳する店側の負担が大きく、宴会の雰囲気が損

なわれることもあって、仕切り板とともに飲食店や利用客の緩和期待の高い項目だった。

グリーンパス事業は、オミクロン株の感染拡大で２２年１月７日にいったん運用を停止

したが、感染が落ち着き始めた６月１日から再開された。 

また、同日以降、認証施設の入店管理簿の作成が

原則不要となった。感染者の急増により、積極的疫

学調査は医療機関や高齢者施設などを中心に行う

ことになったためだ。認証施設にとっては、利用客

の連絡先を把握しておくことで施設名の公表を避

けられる利点がある一方、店に名前を知られたく

ない客もいるため、徹底が難しい面もあった。 

さらに、県は１０月２５日、感染状況に応じて基

準を３段階のレベルに分けると発表。同日から、ワ

クチン接種記録などを提示しなくても、同一グル

ープ内での仕切り板の設置や大皿料理・お酌の禁

止を不要とする「レベル１」を適用した。他のグル

ープとの間の仕切り板の設置や手指消毒、換気の

徹底などは継続され、すべてがコロナ禍前に戻ったわけではないが、緩和の動きをさら

に進めた。認証施設に対しては、店内掲示用のチラシの図案も用意し、現在の感染症対
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策レベルが利用者にも分かりやすいようにした。 

緩和の背景には、長期に渡る感染対策で施設が疲弊し、対策が疎かになっているケー

スが散見されるなど、制度が形骸化する恐れが出てきたことがある。県下の商工団体か

らの要望もあり、より実効性を保つためにも感染状況に応じてレベルを上下する弾力的

な運用を目指すことにした。 

３段階のレベルは病床使用率を目安に判断される。「レベル１」は感染が小康状態で

医療提供体制に余力のある状態、「レベル２」は病床使用率が継続して３０％を超えた

状態で、グリーン・ゾーン認証基準のすべてを実施する。感染爆発が起き、病床使用率

が５０％を超え、さらなる上昇が見込まれる場合は「レベル３」とし、会食人数の制限

など、より厳しい対策を必要に応じて実施する。 

第８波の感染拡大が始まった１１月１４日には「レベル２」に引き上げられ、飲食店

などでは２０日前に片付けたばかりの仕切り板の再設置に追われた。 

 

第６節 デジタル・ツールの活用 

県は、認証基準が順守されるように、デジタル・ツールも活用した。認証施設が店頭

に貼る認証シールには、施設ごとの２次元バーコードが付いている。スマートフォンで

読み取ってホームページ（ＨＰ）に入ると、その施設の感染症対策の考え方や具体的な

取り組みが分かるようになっている。 

施設に違反や疑わしい行為があれば、そのＨＰ上から県の認証事務局に連絡できる。

２０年９月から２２年７月８日までの通報は５４０件に上る。これが臨時点検のきっか

けになることもあり、制度の信頼性を支えている。 

認証制度の専用ウェブサイト（https://greenzone-ninsho.jp/）では、飲食店や宿泊

施設、ワイナリーなどの認証施設を地図や業種別、キーワードで検索できる機能があり、

会食などの予約先が認証施設かどうかを確認できる。企業へのヒアリングでは、「自粛

要請が出ていなくても感染や濃厚接触は会社や家族に迷惑がかかるので、店選びには気

を使う。友達や取引先はグリーン・ゾーンの店でないと誘わない。認証施設かどうかす

ぐ検索できるので便利だ」という声があった。 

２１年７月２０日からは、スマートフォンアプリ「ＬＩＮＥ」を使って、認証施設で

感染者が発生した際に、同じ時間に施設にいた人に注意喚起できるサービスが始まった。

施設内の２次元バーコードを読み取ることで、該当者に通知が届くため、入店時に氏名

や連絡先を書き込まない場合でも連絡を受けられる。 

県はこのほか、認証施設の近くでクラスターが発生した際などに、施設側にメールで

注意喚起することもある。「『知らせてくれて助かった』『気をつけます』などといった

返信がすぐ来て、ＩＴ（情報技術）で事業者との距離も近づいた」（グリーン・ゾーン

推進課）といい、役所にありがちな一方通行の紙の通知ではできない双方向のコミュニ

ケーションが可能になった。 
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第７節 制度の展開と課題 

第１項 全国に拡大 

新型コロナ対策が難しいのは、無症状者が感染源になる場合があることだ。感染しな

くても濃厚接触者になると、勤務先や家族に迷惑がかかることもあって、疑心暗鬼が不

安を生み、人々の対面活動を遠ざけた。だが、県内では、グリーン・ゾーン認証制度に

よって「感染対策をしっかり行えば日常生活を取り戻せる」という空気も広がる。 

認証制度については、本機構の市町村長アンケートでも「全国に先駆ける先進的な取

り組み」「飲食店でのクラスター発生防止につながった」などと好意的に受け止められ

ている。労働組合も「認証を取得した貸し会議室を使うことで安心感も生まれ、組合活

動を行いやすくなった」（連合山梨の窪田清会長）と評価している。 

認証施設の利用者・従業員が感染したケースでも、クラスターに発展したのは１.１％

にとどまった。認証制度が飲食店や集客施設、利用者らの感染対策意識の向上や、山梨

県の対外的なイメージアップに寄与したのも確かだろう。 

県は感染対策と社会経済活動の両立に認証制度が有効だと考え、全国知事会やマスメ

ディアを通じて積極的に情報発信するとともに、政府に認証制度の拡大を働きかけた。

その結果、２１年４月以降、全国の自治体に同様の制度の導入が広がることになった。

全国知事会は１１月２６日、２１年度の先進政策事例の「総合」「ゼロカーボン」「デジ

タル」の３部門で表彰を行い、総合部門の最優秀賞に山梨県の「やまなしグリーン・ゾ

ーン認証制度」を選んだ。 

県は２２年３月２９日、宿泊施設に関するグリーン・ゾーン認証と国際衛生基準（Ｗ

ＨＳＲ）との認証互換が国内で初めて認められたと発表した。また、最新機器の導入や

感染対策のマニュアル化などによって国際基準を満たしたワンランク上の感染症対策

を行う宿泊施設を対象に上位認証制度「やまなしグリーン・ゾーン プレミアム」を創

設し、８月２９日、常磐ホテル（甲府市）など３施設を認証した。「超感染症社会」を

進める次のステップになるという。その後も数件、関心を示しているホテルがあるとい

うが、１１月１５日時点では、プレミアムの認証施設数は３施設にとどまっている。 

 

第２項 相次ぐルール違反 

認証制度の感染対策の実効性を確保するには、施設と利用者の双方の理解と協力が欠

かせないが、認証基準が守られないケースは後を絶たない。県は２０、２１年度で計６

回の「点検」を実施した。２１年４～５月は、歓迎会や大型連休で人出が増えるため、

抜き打ちで２４３７施設を訪問し、うち６０２施設で改善を指導した。２１年夏以降は、

クラスターが発生したバー・スナックや屋内運動施設などへの重点点検も実施した。 

屋内運動施設のクラスターは２１年９月に発生した。マスク未着用の会話や発症後の

感染者が指導に当たったことなどが原因となり、従業員、利用者計４３人に感染が広が

った。県は、ワクチン未接種の小中学生も施設を利用していることを重視し、県内に３
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０ある認証済みの屋内運動施設すべてを点検した。 

 ２２年１月のカラオケ店での大規模クラスター発生を受けた同月の抜き打ち点検で

は、対象１５６１施設のうち点検を実施した８２２施設の２２％に当たる１８１施設で

改善を指導した。点検項目は主に仕切り板の設置や座席間の距離、手指消毒の徹底、マ

スク会食の推奨、換気の徹底などだ。運用の不備としては仕切り板を外す例が多かった。 

 同年７月にも、ワクチン接種記録書の提示などの条件が整っていないのに、仕切り板

を外していた認証店が見つかった。新規感染者も増加傾向にあったため、県は８月１２

日までの１か月間、全認証飲食店の約３分の１に当たる１２９０店舗に一斉点検を行い、

うち６３店舗で仕切り板外しやグループ間の距離不足などの改善を指導した。 

 ただ、こうした点検作業を通じて、県と飲食店などをつなぐネットワークができたこ

とは大きい。従来、県の保健所が食品衛生法上の営業許可を出した後、定期的に飲食店

の営業実態を確認することはなかったが、認証制度の発足後は認証期間満了に伴う審査

や臨時点検などで状況を把握することが日常的に行われるようになった。感染症の注意

喚起だけでなく、県の支援策の周知や事後の効果検証など、今後の政策ツールとしての

活用も期待できる。 

 

第３項 運営経費と今後の対応 

グリーン・ゾーン認証制度の運営は現状、政府の交付金で賄われている。外部委託し

ている事務局運営や認証制度ウェブシステム、専門家委員会の開催などの費用は、決算

ベースで２０年度が１億９８７万円、２１年度が２億１４３１万円だ。２２年度当初予

算には１億３０００万円を計上した。こうした費用が今後も継続的に交付金で賄えるか

どうかは、新型コロナの感染状況や政府の判断にかかっている。 

認証制度については、県全体の感染対策の意識付けや、山梨県の「安全・安心」のブ

ランド力などにより、評価する声が多い。その一方で、第６、７波で感染者が爆発的に

増加する中、感染者の行動を完全に把握することは難しいため、認証制度と感染抑制の

因果関係は不明確だとの指摘も根強い。２２年６月以降は、保健所による積極的疫学調

査が縮小されたため、クラスターが発生しなければ、感染が認証施設で発生したかどう

かも把握しにくくなっている。 

このため、県としては費用対効果を見極めながら、将来の対応を考える必要がある。 

 

第３章 協力金の支給 

第１節 慎重姿勢と方針転換 

 県の経済対策の特徴の一つは、事業者への営業補償的な直接給付に慎重だったことだ。

事業者支援は主に、政府の持続化給付金などの申請サポートや、感染防止のための設備

改修などの助成に軸足を置いてきた。「場当たり的に消費されるものではなく、資産と

して残るものに投資したい」（長田公・知事政策局長）と考えたからだ。 
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 東京など近隣の都県では、緊急事態措置の休業要請に伴って協力金を支給する例が相

次いだが、山梨県は当初、「出口の見えない状況の中、不測の事態に対応できるよう、

県の最低限の財政余力を残す必要がある」（長崎知事）として、協力金よりも医療提供

体制の確保などを優先する方針を続けていた。 

 県が協力金の支給に踏み切ったのは、感染の第３波が広がった２１年１月２２日だ。

営業・食事提供時間の短縮要請に協力する飲食店や宿泊施設などに対し、１月２５日か

ら２月７日まで、内閣府の制度要綱に基づき１日４万円、最大５６万円を支給すること

にした。この方針転換について、長崎知事は記者会見で「感染症が長期化し、多くの飲

食店を廃業ぎりぎりまで追い詰める中、最低限のカンフル剤の投与を行うべき局面がき

たと判断した」と説明した。 

 この背景には、２０年１１月に内閣府が地方創生臨時交付金に創設した「協力要請推

進枠」があった。内閣府の制度要綱に則った支給なら、協力金の８割が賄われるうえ、

残り２割も、推進枠以外の臨時交付金を使って自治体の財政負担をゼロにできる。 

 協力金に臨時交付金が使えるようになったのは、その半年前の２０年５月からで、こ

れを機に全国の自治体に協力金を支払う動きが広がったが、山梨県は同調しなかった。 

 県にとって初めての協力金の支給事務は試行錯誤の連続だった。協力金の申請受け付

けは当初、２１年２月８日～３月８日に設定したが、事後的にグリーン・ゾーン認証を

取得した施設も対象としたため、申請が間に合わない事業者が続出した。 

 締め切り間際に「申請書を送ったはず」「いや届いていない」という行き違いもあり、

９月１７日～１２月２８日に再申請期間を設けた。１～２月の営業実態を半年以上過ぎ

てから確認するため、申請書に当時の写真を添付してもらったり、ＳＮＳなどで営業情

報の裏付けを取ったりするなど、審査には多大な苦労が伴った。協力金の支給対象を認

証施設に限定したことについて一部に批判もあったが、最終的に、申請件数は２～３月

が４５４６件、９～１２月が７８件だった。 

 

第２節 県の独自策とまん延防止等重点措置の重複 

県は２１年８月の第５波の時にも、協力金の支給を決めた。この協力金は、県独自の

休業・時短要請に基づくものと、政府が山梨県に適用した「まん延防止等重点措置」に

基づくものの２種類が混在した。 

県独自の要請に基づく協力金は、グリーン・ゾーン認証施設が対象で、支給額は、売

上高に応じて休業なら１日３万～１０万円、時短営業の場合は１日２.５万～７.５万円

に設定した。また、売上高の減額幅で算定する方式を選んだ場合は、休業・時短とも１

日上限２０万円とした。対象期間は８月１４日～２２日の９日間だった。 

一方、政府の重点措置に基づく協力金は、対象期間が８月２０日～９月１２日。支給

額は県独自の要請に基づく協力金と同額だが、グリーン・ゾーンの非認証施設も重点措

置対象区域内で休業した場合は１日一律２万円を支給した。重点措置の対象となった甲
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府、富士吉田など１８市町村と、対象にならなかった９町村で扱いが異なるなど、複雑

な２種類の制度の協力金が、時期を重複して実施されたため、事業者は混乱し、県庁に

は問い合わせが殺到した。 

こうした事態の要因は、県が重点措置の適用を想定していなかったのに対し、政府が

県との十分な調整のないまま適用を決めたことだった。県は８月１３日、独自の協力要

請に基づく協力金について補正予算を専決処分したばかりだったが、予期せぬ重点措置

の適用によって１９日にも再び専決処分を行った。 

協力金事業を所管する県の担当課長は、「もしかしたら重点措置を適用されるかもし

れないという思いは持っていたが、１６日に突然、適用が分かった。なんでだと言う暇

もなく、すぐ準備に取りかかった」と振り返る。既に始まっていた県独自の協力金の支

給との二重の作業に追われ、不満を言う余裕もなかったようだ。重点措置に基づく協力

金の具体的な事務手続きを定めるため、政府や他県のＨＰなどから情報収集し、申請要

領やリーフレットを作成した。事業者向けのＱ＆Ａを県のＨＰで公開したのは、重点措

置の適用期間が始まった当日の８月２０日だった。 

協力金の支払い事務の業務委託契約を結んだのは８月２３日だった。準備期間が短か

ったが、１月の協力金支給の経験もあって、なんとか乗り越えたという。 

結局、県が協力金を支払ったのは２１年１月～２月と８月～９月の２回で、予算総額

約１４６億円は全額を政府の臨時交付金で賄い、支給件数は計１万３９８５件、事務委

託料を除く支給総額は計７３億７９２７万円だった。要件を満たさずに、申請後に不支

給となったものが計２６９件、申請取り下げが計１９３件あった。 

 

第３節 協力金の課題 

協力金について長崎知事は本機構のヒアリングで、率直に「反省の弁」を語った。 

「２１年１月に初めての支給を決めた時は、ワクチン接種の見通しがはっきりせず、
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出口が見えない段階だった。何度も感染の波が来て、街も閑散とし、これはちょっと耐

えられないかもしれないと思った。臨時交付金の『協力要請推進枠』もできていて、正

直に言えば、協力金を出すために時短要請したようなものだった。８月の時はデルタ株

の勢いが強く、抑え込むために手段を総動員するしかなかった。協力金の支給でグリー

ン・ゾーンの認証取得率が上がったのは成功だったが、（飲食店などが協力金に頼る）

モラルハザードのタネをまいたのは失敗だった」 

県は２２年初頭の第６波でも、重点措置の適用を政府に求めなかった。飲食店以外が

主なクラスターの発生場所だったためだ。一部の事業者からは「店を開いていても客が

ほとんど来ないので協力金を出してほしい」と重点措置の適用を求める要望があったが、

県は協力金を支払わない方針を一貫して変えなかった。 

重点措置の適用を受ければ協力金の支給につながる。営業しなくても協力金を得るこ

とについて、知事は「砂漠に水をまくようなもの」と否定的だ。一時的に潤ってもすぐ

乾いてしまい、まいた水に見合う効果が見込めないと考えている。 

庁内では「休業への直接補填というのは一過性で、問題の本質は感染症の拡大防止に

ある」（小林厚・前産業労働部長）という認識が、感染初期段階から一貫して共有され

ていた。結局、協力金の総額約７４億円は、感染防止のための設備改修や機器購入の助

成金の総額約８０億円よりも少なかった。 

県の資料によると、飲食店・遊興施設のクラスター発生件数は、感染の第４～５波の

２１年４～９月に９件あり、全体に占める割合は２８.１％だった。しかし、オミクロ

ン株による感染の第６～７波の２２年１～７月では４件にとどまり、全体に占める割合

も１.７％と大幅に減った。第６～７波では全体のクラスター件数が爆発的に増えたが、

主な発生場所は学校、幼稚園・保育所、社会福祉施設だった。長引くコロナ禍で客足が

遠のいていた飲食店に改めて営業自粛を求める必要性は薄れていた。 

協力金については、「経営が苦しい時に助かった」という声が多くある一方、本機構

のヒアリングでは「１度目の協力金は一律１日４万円。従業員を多く雇っている店と、

個人だけでやっている店で同額では不公平。小さな店なら営業するより利益が出る」（飲

食関係者）との指摘があった。２１年８月の協力金は一律方式を改めたが、支給対象に

なる場合とならない場合の線引きが分かりにくいなどの課題もあった。 

 

第４章 様々な事業者支援 

第１節 資金繰り支援 

第１項 ゼロゼロ融資 

 ２０年春以降、コロナ禍で大きな打撃を受けた宿泊業や飲食業、運送業などの企業を

中心に、人件費や家賃などの資金繰りが喫緊の課題になった。自然災害や全国的な業況

悪化、金融混乱が発生した際に中小企業を支える仕組みである「セーフティネット保証」

や「危機関連保証」を政府が発動したのに対応し、県は２０年３月２日、対象事業者へ
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の資金繰り支援を開始した。 

コロナ禍で売り上げが減った中小企業

などを対象にした実質無利子・無担保の

「ゼロゼロ融資」は当初、政府系金融機関

を通じて行われたが、５月１日からは政

府のスキームに基づいて県が制度化し、

県内の金融機関も扱うようになった。借

り入れから最長３年は実質無利子で、保

証料の事業者負担がなく、使途も限定し

ないという借り手に極めて有利な内容だ。 

制度の開始後、申し込みが殺到したこ

とを受け、県は２０年度に３度の補正予

算で融資枠を拡大した。その結果、セーフティネット保証などを含むコロナ対応の「経

済変動対策融資」の枠は２７００億円と、かつてない規模に膨らんだ。 

県のゼロゼロ融資の限度額は当初の３０００万円から段階的に６０００万円まで引

き上げられ、申込期限も２０年末から２１年３月末に延長された。融資は民間金融機関

を通じて行われ、制度が終了した２１年５月までの集計で融資件数は１万２０３４件、

総額１８７９億円に上った。 

実質無利子のため、当面の資金繰りに心配がなくても連鎖倒産などが波及しないよう

念のために借りた事業者も少なくないとみられる。制度開始時に県産業労働部長だった

中澤和樹・県代表監査委員は「リーマン・ショックの時に経済対策で貸し出した半年分

を１か月で一気に貸し出すくらい大規模だった」と振り返っている。 

県のゼロゼロ融資は、利子補給を最終的に政府が負担し、県信用保証協会の保証も付

くため、返済が焦げ付いても金融機関は直接の損害を負わない。ただ、万一、焦げ付き

が増えれば、信用保証協会への補償金の増加という形で県財政が痛手を負う可能性はあ

る。それでも県が資金繰り支援に注力したのは、「経済を回しながら感染防止を図る県

の方針と矛盾しないようにするため」（産業振興課）だった。 

 

第２項 借り換え融資の創設 

ゼロゼロ融資は元金据え置き期間が最長５年で、期間の長さは借り手と金融機関の交

渉で決まる。県内では据え置き期間３年の事業者が全体の４３％を占め、最も多い。２

０年春にゼロゼロ融資を受けた企業が多いことから、「２３年春以降、返済が本格化す

る事業者が増えてくる」（県信用保証協会の若林一紀会長）とみられている。 

ただ、飲食店などの小規模事業者は据え置き期間が短い傾向にあるうえ、コロナ禍の

長期化で金融機関の融資姿勢も厳しくなってきたことから、県は２２年２月の補正予算

でゼロゼロ融資の借り換え融資制度を新たに始めた。 
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コロナ関連融資の本格返済に対しては、政府も危機意識を高めている。２２年１０月

２８日に決定した事業規模約７１.６兆円の総合経済対策には、借り換え制度の創設を

盛り込んだ。しかし、県は、こうした政府の取り組みに先駆けて動き出していた。 

県の制度は、限度額１０００万円、借り入れから２年間は無利子とし、保証料も不要

にした。当面、２３年３月末まで受け付けることにしている。金融機関を通じて行われ

た２２年３～９月の融資実績は計２８８件、総額１７億５１４８万円（うち借換額は約

１３億円）に上る。月別の融資件数は３月以降、増加傾向が続いたが、６月（６４件、

計３億７９７７万円）をピークに、その後は月３０～４０件台で推移している。 

帝国データバンク甲府支店が１０月２６日に公表した県内企業の意識調査（８月調査、

回答１１４社）によると、コロナ関連融資を受けている企業は全体の６３.２％を占め

た。このうち返済率が３割未満の企業が５４.２％で、未返済や今後返済が始まる企業

が２７.８％だった。また、借り入れのある企業の２２.２％が返済の遅れや返済のめど

がたたないことなどに不安を抱えていることが分かった。 

同支店によると、２２年１～９月の県内倒産件数は２０件で、過去の１～９月実績と

比べると、１８年が３７件、１９年が２６件、２０年が２５件、２１年が１８件で、２

１年よりは増えたがコロナ禍前より少ない水準は保っている。 

ただ、２２年８月には甲府市内の居酒屋運営会社が破産しており、倒産件数は少ない

ながらもコロナの影響は続いている。この会社は、新型コロナの感染拡大で営業の時短

や休業を余儀なくされ、政府や県の助成金でしのぎながら２１年５月ごろまで事業を続

けていたが、コロナ禍の収束時期を見通せず、事業継続が困難だと判断したという。 

 

第３項 本格返済に向けて 

２２年に入ってからは、ロシアによるウクライナ侵略や外国為替の大幅な円安などの

影響も加わり、原材料高やエネルギー価格の上昇が企業経営に影を落としている。輸出

企業は円安メリットを享受できるものの、中小の下請け業者は納入する製品への価格転

嫁が十分に行えず、むしろ円安による輸入原材料価格の高騰に苦しんでいる。 

コロナ禍の長期化とともに、物価高などの不安要素も増えてきたことから、県内の商

工団体もコロナ関連融資の本格返済に警戒感を強めている。県商工会連合会は県下２３

の商工会とともに、２２年１０月３日に「緊急相談窓口」を開設し、体制を整え始めた。 

山梨中央銀行の関光良頭取は本機構のヒアリングに、「ゼロゼロ融資の一番の目的は

早く資金を手当てして急場をしのぐことだ。ただ、返済するには利益を上げなければな

らない。課題のある融資先とは一緒に相談しながら経営改善策を考える。本業だけでな

く、本業の強みを生かした事業転換や、デジタル化による効率化や受発注の高度化など、

時代に合わせた経営を後押ししていく」と語った。 

県内でも、展示会での顧客開拓や百貨店での販売が中心だった宝飾関係の事業者が、

インターネットを活用して海外の販路拡大に成功したり、宿泊施設がキャンセルの続い
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た時期に改装や従業員教育で客単価向上を目指したりするなど、前向きな動きはあると

いい、新たな成長に融資を振り向けたい考えだ。 

また、日本銀行甲府支店の水野裕央支店長は、「金融機関の資金繰り支援や雇用調整

助成金などの各種支援措置で倒産件数は抑えられ、県が創設した借り換え制度も中小・

小規模企業を効果的に下支えしていると思う。ただ、新型コロナ感染症が長引くにつれ

て企業の体力は奪われる。資源高などもあって、今後の状況を注視していく必要がある。

一方で、若手の経営者が思い切って事業転換や新規創業を図る動きもあり、起業風土の

醸成と支援が今後は重要だろう」と話している。 

 

第２節 政府支援策の県内利用状況 

第１項 雇用調整助成金 

 政府の雇用調整助成金は、企業が従業員に支払う休業手当の一部を助成する制度だ。

コロナ禍前から利用されていたが、政府のコロナ対策で２０年２月以降、申請手続きの

簡素化や、特例措置による助成額の上限や助成率の引き上げなどが段階的に行われた。 

コロナ禍で仕事が減る中で従業員の雇用を継続するため、県内でも多数の企業が利用

した。雇用保険に未加入のアルバイトなどを対象にした「緊急雇用安定助成金」と合わ

せて、支給件数は大きく伸びた。県は企業の助成金申請のサポートに注力した。 

山梨労働局によると、県内の２０年２

～５月の支給件数は計３９９件だったが、

休業等実施計画届の事後提出が可能にな

るなど手続きの緩和によって申請が殺到。

６月の支給件数は１か月で１２２２件と

急増した。ピークの同年１０月（２９７５

件）以降は減少傾向となったが、２２年に

入ってからも９月まで毎月１０００件超

の支給が続いた。コロナ禍の長期化で小

規模企業を中心に利用が続いたためだ。 

ただ、支給決定前の申請件数としては

２２年９月が９３６件と、２年４か月ぶ

りに１０００件を下回り、減少の兆しもある。２０年２月～２２年９月の累計支給件数

は４万９３２９件、総額３６５億円に上り、業種別では宿泊・飲食業の利用が多かった。 

 

第２項 持続化給付金 

政府のもう一つのコロナ関連の経済対策の柱である持続化給付金は、２０年５月から

申請受け付けが始まった。コロナ禍で売り上げが減った個人事業主に最大１００万円、

中小企業に最大２００万円を給付する。返済不要で、給付額が大きく、事業全般に使え
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るのが特徴だ。 

２１年２月の申請受け付けの終了後も、緊急事態措置やまん延防止等重点措置で影響

を受けた場合などに一定額の支援金を受け取れる政府の制度は継続された。２１年３～

５月に「一時支援金」、２１年６月～２２年１月に「月次支援金」、２２年１～６月に「事

業復活支援金」の申請をそれぞれ受け付けた。別の給付金を受け取っていても要件を満

たせば申請できた。 

中小企業庁によると、持続化給付金は全国で計約４２４万件（総額約５兆５０００億

円）が給付され、山梨県は約３万件に上った。一時支援金の給付は約５５万件（同２２

２１億円）で、山梨県は約３０００件だった。月次支援金は約２３４万件（同３０４７

億円）が給付され、山梨県は約１万４０００件に上っている。 

持続化給付金は、売り上げが前年同月比で５０％以上減ったことが条件となることか

ら、「企業努力で売上高を維持すると給付の対象外になってしまうため、努力しない方

が良いのか、ということになりかねない」（商工団体関係者）という指摘もあった。 

 

第３項 県のサポート事業 

県は、財政負担を抑えながら事業者支援を進めるため、政府の一連の支援策を最大限

活用し、申請サポート事業に力を入れた。雇用調整助成金については、県社会保険労務

士会と連携して２０年５月２０日～６月３０日に２６回の相談会を開き、計１７８社の

相談を受け付けた。専用相談ダイヤルも２０年７月１３日～９月３０日に開設し、雇用

調整助成金関連で１０６件の相談を受けた。 

持続化給付金では、２０年４月２３日に相談専用ダイヤルを開設した。当時の担当課

長は「最初の日曜日、地元紙に相談ダイヤルの案内が載って県庁に電話が殺到し、当番

から呼ばれて自宅から応援に行った。部長も出てきた。電話がパンクしてつながらない

ほどで、そういう状態は２～３週間続いた」と話した。２１年１月１９日に終了するま

で、相談ダイヤルには６０１２件の相談が寄せられた。 

県は商工団体が設置する相談窓口業務（２０年４月２８日～６月３０日）にも補助金

を出し、持続化給付金関連で５４３５件の申請を支援した。サポート業務を担った甲府

商工会議所でも、２０年４月中旬から問い合わせが殺到し、土日も対応に追われた。 

同会議所の越石寛事務局長は「申し込みがすべてインターネット経由だったため、高

齢者を中心に『どうしたら良いか』という相談が多かった。こちらも初めてで分からな

いことが多かったが、商工会議所で手取り足取りのサポートをし、最後の送信ボタンは

本人に押してもらった。申請がうまくいかず文句を言われたこともあった。お金が早く

欲しいと焦っている人が多く、５月から６月いっぱいまで戦場のようだった」と振り返

った。 

サポート業務について長崎知事は、「緊急対応が必要な初期の段階で、制度設計から

周知、申請・支給までを県独自で短期間に行うことは現実的に難しかった。政府の制度
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は給付額も大きく、まずはこれを使ってもらおうと考えた。不慣れな人でもやれるよう

に『プッシュ型』のサポートに力を入れた」と話している。 

県は持続化給付金に続いて実施された「月次支援金」についても、商工団体が設置し

た相談窓口業務に補助金を出し、２１年９月１日から１１月３０日までで１７２８件の

申請を支援した。 

 

第３節 飲食業の消費喚起策 

第１項 繁華街の状況 

 県内の飲食店の苦境は、２０年４～５月の緊急事態措置のころが特に厳しく、営業自

粛などで繁華街は閑散としていた。企業などへの本機構のヒアリング調査でも、「甲府

駅前のロータリーでお客さんを待っていても、そもそも人があまり歩いていない状況だ

った」（タクシー会社関係者）、「夜の繁華街は人っ子一人いない感じで、昼も、ランチ

をやっている店が休業してしまい、弁当を家から持ってきていた」（労働組合幹部）と

いい、外出自粛で静まりかえっていた。 

 県の自粛要請に強制力はないが、当初は感染者が少なかったこともあり、「あそこの

家で陽性者が出たらしい」「自粛要請がかかっているのに出歩いている」などと噂され

ることを嫌って不要な外出を控えた人が多かったようだ。「まじめな県民性もあるが、

大都会と違って人間関係が濃いので、感染者が出るとなんとなく分かる。それを気にす

る人が多かった」「当時はワクチンもなく、『感染イコール罪』のように吊し上げられる

雰囲気だった」と話す人もいた。この状況は小規模な県に共通していたとみられる。 

一方、県都・甲府市では、コロナ禍前から中心市街地での店舗数が減り、にぎわいが

薄れていたとの指摘もある。甲府市が毎年度、中心市街地活性化基本計画区域内（約１

１５ヘクタール）を対象に実施している「空き店舗調査」によると、物販・サービスも

含めた営業店舗と空き店舗の総数は、同区域で調査を始めた０９年度の１３９６件から

１９年度の１１８０件へと、１０年連続で減少した。コロナ下の２０年度は前年比３件

増の１１８３件と、ようやく減少に歯止めがかかったが、このうち空き店舗は同１９件

増の１６９件で、空き店舗率は同１.６ポイント増の１４．３％に上昇した。２１年度

は店舗総数１１７９件、うち空き店舗１６０件（空き店舗率１３.６％）となっている。 

飲食業者などで作る山梨県社交飲食業生活衛生同業組合によると、県内初の感染者が

出た２０年３月ごろから、飲食店の予約キャンセルが増え、緊急事態措置のころは街の

人出もコロナ禍前の１割程度に減ったという。全体的な店舗の減少傾向に加え、コロナ

がさらなる打撃となった。 

甲府市の繁華街で飲食店を経営している同組合の斎藤洋平専務理事は、「当初は我々

もコロナの実態がよく分からず怖かった。手探りで営業していたが、その後、飲食店が

危ないというイメージになり、業界には大損害。夜の文化が変わってしまった」と語る。 
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第２項 ＧｏＴｏイートキャンペーン山梨 

 県は、コロナ禍で打撃を受けた飲食業向けに様々な消費喚起策を導入した。政府と呼

応して県内でも展開した「ＧｏＴｏイート」事業や、同事業の終了後に県が「食のグリ

ーン・ゾーン応援キャンペーン」として始めた、キャッシュレス決済のポイント還元事

業やプレミアム付き食事券の発行だ。 

 県内の「ＧｏＴｏイートキャンペーン山梨」事業は、２０年１０月１２日に食事券の

販売が始まった。食事券を使える店は、グリーン・ゾーン認証施設に限定し、事前登録

した店舗は最終的に２１１１店に上った。当初の利用期限は２１年３月末の予定だった

が、６月末まで３か月間延長し、５月６日に目標の３５万冊を完売した。 

１冊につき額面１万円分（１０００円券１０枚）の食事券を８０００円で買えるため、

使い切ると実質２割引きになる。飲食店の利用促進の起爆剤だが、県内の約３４万世帯

を上回る、高い目標設定に、県庁内では達成を危ぶむ声もあった。それでも、一定の規

模がないと１億７５００万円と想定された事務費に見合わないため、実施に踏み切った。

完売による需要創出額は３５億円。ほぼ県内の全世帯が１万円分ずつ使った格好だ。 

県は、感染対策を徹底した認証施設を事業の対象にしたことから、営業時間短縮を要

請していた時期も含め、販売の一時停止や利用自粛の呼びかけは行わなかった。 

本機構のアンケートやヒアリングでは、「グリーン・ゾーン認証施設の普及に役立っ

た」「飲食店の支援になる」「お店に行ってみようという動機付けになった」との評価が

多い一方、「感染が減少傾向のときに使えるようにすべきだった」という声もあった。 

 

第３項 キャッシュレス決済でポイント還元 

ＧｏＴｏイートに続いて実施したのが、キャッシュレス決済アプリ「ＰａｙＰａｙ」

を使ったポイント還元事業だ。 

県は、２１年夏のまん延防止等重点措置の営業制限などで影響を受けた飲食業の「反

転攻勢」を掲げ、２１年１２月１日から２２年１月３１日までの２か月間、「ＰａｙＰ
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ａｙ」に加盟しているグリーン・ゾーン認証飲食店約２６００店で、「ＰａｙＰａｙ」

を使って決済すると、その金額の２割のポイントが付与される事業を実施した。還元の

上限は１回３０００円分、１か月で１万円分だった。 

ポイント還元事業を始めたのは、グリーン・ゾーン認証店の約６割でキャッシュレス

決済が導入済みで、食事券のような印刷が不要なため、短い準備期間で始められること

が大きかった。甲府市などが先行実施しており、評判も良かった。 

県は複数の事業者の提案を審査し、実績が多い「ＰａｙＰａｙ」を採用した。重点措

置が解除されたのが２１年９月１２日で、ポイント還元事業を盛り込んだ２１年９月補

正予算が成立したのは１０月７日。１２月１日の開始までの準備期間が短かったため、

実績とノウハウを重視したという。 

事業予算は４億６１８３万円（うち事務費６１８３万円）で、政府の交付金を活用し

た。ポイント還元総額は３億２６３１万円で、需要創出額（総決済金額）は１８億８８

５６万円だった。 

本機構のヒアリングでは、「２次元バーコードをスマートフォンで読み取るだけで決

済できるので、専用の読み取り機を店が用意する必要がないことが良かった。非接触社

会の推進という意味もあったと思う」（商工団体関係者）との声が聞かれた。 

 

第４項 プレミアム付き食事券が人気に 

県はポイント還元事業に続き、より本格的な支援策として、再びプレミアム付き食事

券の発行事業を始めた。これもグリーン・ゾーン認証店が対象で、事前登録した店で使

えることにした。ＧｏＴｏイートと同様に８０００円で１万円分が使える。今度は、そ

れに加えてタクシーや運転代行で使える１０００円分（５００円券２枚）のクーポン券

も付けて一層の利用促進を図った。 

ポイント還元は手軽な一方、誰もがスマートフォンやキャッシュレス決済を使えるわ

けではなく、デジタルに不慣れな高齢者などにも配慮する必要があった。ただ、食事券

は金券のため、印刷だけでなく偽造防止、保管、運搬時の警備などにも気を使い、販売

から回収、換金までの仕組み作りも重要で、準備に時間がかかる。 

食事券事業の予算は、ポイント還元事業と同じ２１年９月補正予算に盛り込み、ポイ

ント還元事業を進めている間に同時進行で準備を急いだ。ＧｏＴｏイートの経験がある

ので、少し時間をかければやれるという読みもあった。県が事務局を委託したのは旅行

会社「ＪＴＢ」（本社・東京都品川区）で、他県での実績が決め手になった。 

食事券の販売は２２年１月２８日に始まった。しかし、滑り出しは順風満帆とはいか

なかった。折しも第６波の感染が急拡大しており、「なぜ、このタイミングで」との声

もあった。実際、２月中は販売があまり進まなかったという。 

感染拡大期の発売について、当時の県の担当課長は「２２年は休業要請もかけておら

ず、感染対策をした認証店が対象なので停止する理由がなかった。感染が気になる人は
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飲食店がやっているテイクアウトで使えるし、きちんと感染対策していれば『店で食べ

ても良い』というメッセージにもなると考えた」と振り返っている。 

３月以降は売れ行きが良くなり、県は４月末までの予定だった利用期間を３度延長し

て１０月末まで使えるようにした。販売が好調なため当初の予定の３０万冊に６月追加

補正予算で９万冊を追加発行したが、これも発売から２週間で完売した。 

ポイント還元は飲食店・客ともにキャッシュレス決済の使用という一つのハードルが

あるが、食事券はそのようなハードルはなく、使用のしやすさもあって定着したとみら

れている。 

食事券事業の予算は追加発行や期限延長分を含め１０億４９３７万円（うち事務費２

億６９３７万円）。当初は７億５６６０万円（同１億５６６０万円）だったが、３度の

期間延長や追加発行のほか、店が食事券を現金化できる頻度を月１回から２回に増やし

たことなどもあって膨らんだ。 

食事券事業の参加登録店は２２年９月末時点で２５３４店となり、ＧｏＴｏイートの

登録店舗数を超えた。販売済みの券がすべて使われれば３９億円分の需要創出になる。 

 

第５項 食事券第２弾と位置づけの切り替え 

県は、２２年９月補正予算にプレミアム付き食事券第２弾の費用を計上し、１１月１

０日から２３年１月末まで使える食事券を新たに３０万冊発行した。券面の印刷を変え

て、従来の食事券は２２年１１月以降、使えないこととし、早めに使い切るよう呼びか

けた。 

８０００円で購入して１万円分使えるなど内容は従来通りだが、施策の位置づけは、

食事券の追加発行を決めた２２年６月以降、「原油価格・物価高騰対策」として飲食店

の仕入れ価格高騰などへの対処に切り替えており、コロナ対策予算には含めていない。

当初は、２１年夏のまん延防止等重点措置で影響を受けた店の支援が狙いだったが、２

２年に入ってからは営業制限をかけておらず、意味づけを再考したという事情もある。 

政府は新型コロナ対応の地方創生臨時交付金について、物価高に対応する新たな枠を

２２年４月に創設しており、県としても目的の切り替えが可能になっていた。 

売れ行き好調の背景の一つとして、飲食店が自ら購入し、現金払いの客が食事券を使

ったと装ってプレミアム分を不当に得ているとの見方があった。このため、新たな食事

券事業の要綱には、店舗の不正な自己取引には、参加登録の取り消しや換金拒否、返金

要求する場合があることを明記した。また、より多くの人に食事券を利用してもらえる

よう一度に買える冊数も従来の５冊から３冊に減らした。 

 

第６項 目標を下回った無尽キャンペーン 

 利用目標を大きく下回った飲食業向け支援策もあった。県特有の互助会「無尽」の開

催を後押しするため、宴会費に県が上乗せ補助する「無尽でお助けキャンペーン」だ。
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県内の外食売り上げの１割程度に当たる１００億円規模の利用を目指し、感染初期の２

０年５月２２日から受け付けを始めたが、飲食店への事前申請が必要になるなど利用方

法が複雑で、「使いにくい」「分かりにくい」と不評だった。 

事前申請方式にしたのは、感染状況が下火になった時に使えるように、という配慮も

あったようだが、感染の波が繰り返してコロナ禍が長期化したほか、店側が手続きを理

解していないケースもあったといい、利用の輪は広がらなかった。 

利用が低調だったことを受けて、県は利用方法を簡略化したり、ウェディングの飲食

代を対象に加えたりしたほか、上乗せ補助率も段階的に５％から３０％に引き上げた。

しかし、２２年４月末の事業終了までの利用件数は２万３７２７件、キャンペーンで消

費された飲食代は１６億６０００万円（県の補助負担額は１億７９００万円）と、当初

掲げた目標を大きく下回った。 

 

第７項 飲食業支援策に対する知事の考え 

県の飲食業支援は、基本的にグリーン・ゾーン認証制度を土台に展開してきた。感染

対策をしている事業者には様々な支援策が用意され、感染対策をしていない事業者には、

まず認証を受けるよう働きかけた。一部に反発もあったが、感染対策をしている事業者

とそうでない事業者を等しく扱うのは不公平だとの考え方によるものだ。 

県の様々な支援策について長崎知事は、「プレミアム付き食事券は、県が２０００円

分を補助するが、それで引っ張り出せるお金は８０００円と４倍の効果があり、いろい

ろな波及効果もある。だから（感染拡大期でも利用を）止めなかった」と強調する。キ

ャッシュレス決済のポイント還元事業については、予算決議から実行までの期間が短く

「即効性があった」と振り返った。一方、「無尽でお助けキャンペーン」については、

「（結果は）無残だった。使い勝手が悪く、制度設計も難しかった。終盤に思い切って

割引率を引き上げたが、わずかしか使われなかった」と認めている。 

グリーン・ゾーン認証制度について、知事は「リスクの限りない低減を目指してはい

るが、当初からゼロリスクを目指しているわけではなく、まずはやってみることが重要

だ。そもそもコロナ対策は完璧なものからのスタートではなく、手探りしながらやって

きた。今後は感染状況に応じた対応が必要で、換気施設などのハード面は引き続き残っ

ていくが、パーティションの設置などのソフト面は弾力的に運用する。認証施設である

ことのメリットはなるべく出していきたい」と話している。 

 

第４節 公共交通機関の支援策 

第１項 バス・タクシーにも影響 

タクシーやバスなどの公共交通機関も外出自粛などで多大な影響を受けた。県バス協

会や県タクシー協会のまとめによると、最も影響が深刻だったのは２０年４月だ。県内

全域の営業収入は、路線バスが前年同月比７０.４％減、タクシーが同７２.５％減と、
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いずれも激しく落ち込んだ。 

２０年５月に緊急事態措置が終わってからは、一進一退を繰り返しながら回復基調を

たどっているが、コロナ禍前の水準までは回復していない。２２年４～６月の営業収益

を集計すると、路線バスは前年同期比１２.３％増と２年連続で増えたが、コロナ禍前

の１９年同期比では２７.９％減の水準だ。タクシーも前年同期比２９.４％増と２年連

続で増えたが、１９年同期比では２５.３％減となっている。 

県タクシー協会によると、昼間に病院へ行く人や観光客は戻りつつあるが、ビジネス

利用の回復が鈍く、「リモート会議やテレワークの普及で出張需要が減ったこともあり、

ビジネス需要は今後も回復を見通しにくい」（菊島貴常務理事）とみている。 

県内のタクシー事業者数・保有台数は、県タクシー協会の非会員事業者も含めて、２

０年３月末の７４事業者・９１９台から、２２年３月末は６８事業者・８２８台に減っ

た。路線バスがない地域では、タクシーが唯一の公共交通手段となるため、規模を縮小

しながらも営業を続けている事業者が少なくないという。 

地域の路線バスもコロナ禍前から赤字の路線は多く、バス会社は一般的に高速バスの

収益で穴埋めしている。ただ、頼みの高速バスも、コロナ禍に伴う観光客などの減少で

運休や減便を余儀なくされた。東京都や隣県に緊急事態措置などがかかると、山梨県が

措置の対象でなくても、県内発着の高速バスの需要が減るためだ。 

山梨交通によると、緊急事態措置のあった２０年４月は、１１の高速バス路線のすべ

てが減便や運休になった。その後、路線統合などを経て平常ダイヤに復旧した路線もあ

るが、２２年１１月末時点では、成田空港線の運休が続いているほか、４路線の高速バ

スで運休・減便が続いている。 

 

第２項 地域公共交通利用促進キャンペーン 

タクシーやバス業界向けの県の支援策「地域公共交通利用促進キャンペーン」は、県

内のタクシーや路線バスで使えるプレミアム付き回数券だ。７５００円分使える回数券

（タクシー券は５００円券１５枚、路線バス券は１００円券７５枚）をそれぞれ５００

０円で販売した。２０年９月１０日に申し込み受け付けを始め、２１年８月３１日まで

利用できた。タクシー券が１万４６９３セット、路線バス券が２０９３セット販売され、

県の補助額は計４１９６万円だった。 

山梨交通路線バス事業部の野口友大課長は、「緊急事態措置で集客施設には休業要請

がかかったが、バス事業はエッセンシャルワークとして事業継続が求められた。地域の

足である路線バスを簡単に止めることはできないが、乗客は減っていたので県の後押し

はありがたかった」と話した。 

県はこのほか、２１年８～９月に県のワクチン大規模接種センターへの無料シャトル

バスの運行事業を県バス協会に８８００万円の予算で委託した。 

タクシーと同様にコロナ禍の影響を受けた運転代行事業者向けとしては、２１年１１
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月～２２年２月、グリーン・ゾーン認証施設の利用者を乗せた県内の運転代行事業者に

１回５００円（随伴自動車１台につき上限２０万円）を支給する支援事業を実施した。 

また、県のプレミアム付き食事券に付けられたタクシー・運転代行利用券は２２年１

０月２１日時点の集計で、タクシーと運転代行で計４５万１２５９枚が利用され、換金

処理を終えた。直接的な利用分だけで約２億２５００万円の需要創出につながった。 

 

第３項 路線バスの課題 

県は２０年１１月と２１年１１月、不採算の生活路線を運行する路線バス事業者向け

の補助金交付要綱を改正し、赤字路線を抱えるバス事業者が補助を受けやすくした。コ

ロナ禍で利用者が減って赤字が拡大しているにもかかわらず、従来の要件では補助を受

けられない路線が複数発生したり、発生する見込みになったりしたためだ。 

それでも、補助で赤字分の全額が補充されるわけではない。燃料代の高騰などもあり、

利用者が増えないと黒字化が難しい路線は少なくない。２２年に入ってからは、緊急事

態措置やまん延防止等重点措置がかかっていないが、利用状況はコロナ禍前の水準には

戻っていない。従来の人口減少に加え、コロナ禍でのリモートワークの普及など、生活

様式の変化が影響している可能性もある。 

県交通政策課の金子哲也課長は、「コロナ対策のキャンペーンなどは一定の効果があ

ったが、使い切れば終わってしまう。いつまでもコロナ対策として財政支援を続けられ

るわけではないので、事業者の経営が上向いて路線を維持できるようにすることが重要

だ。まずは利用者が減った要因の分析が課題だが、感染の波にも左右されるので、コロ

ナが落ち着かないと分析は難しい」と話している。 

 

第５節 その他の県の支援策 

第１項 政府に先駆けたコロナ休業助成金 

 県が感染初期にいち早く打ち出した支援策は、休業助成金制度だ。感染者や濃厚接触

者は入院や外出自粛で休業せざるを得なくなるが、休業中、パート労働者や個人事業主

などは給与や休業手当などの公的な給付金を受け取れない場合がある。このため、２０

年２月２８日から、公的な給付金などが支給されない人を対象に、休業１日につき４０

００円を助成する制度を始めた。 

 助成額を１日４０００円にしたのは、「１９年当時の山梨県内の最低賃金で、８時間

働いた時の６割程度という設定にした」（県労政雇用課）ためだ。 

 感染者や濃厚接触者が給与などを受け取れなくなることを心配して無理に出勤する

と、感染が広がる恐れがある。このため、個人向けの支援策ではあるが、県内経済を回

し続けるための感染拡大防止策の一環でもあった。 

２０年７月から、厚生労働省も同じような休業支援の給付金制度を始めたため、受け

取る側にとって政府の制度の方が有利になる場合は、政府の制度を活用してもらい、県
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と政府の二重申請は認めないこととした。県の制度は１９～２１年度で、２７５４件の

申請があり、計１４５６件、総額５１２３万円が支給された。 

県は２２年度も制度を継続しているが、感染拡大で申請者が急増したことから、申請

者が陽性者かどうか保健所に照会したり、申請書類をチェックしたりする作業に時間が

かかっているという。２２年度の申請件数は１０月末までで計４７３８件に上る。 

 

第２項 酒類販売業者などの支援 

２１年夏のまん延防止等重点措置では、飲食店に対し、休業や時短営業だけでなく、

酒類の提供停止も要請した。この際、飲食店などは協力金を受け取れるが、酒類販売業

者は対象外になるという問題があった。 

このため、県は、経産省が当時実施していた「月次支援金」の支給額に、県独自で上

乗せ補助する支援策を導入した。対象は、２１年８～９月に休業要請などに応じた飲食

店との取引で影響を受けた県内の酒販業者だ。売上金の減少割合に応じた上限支援額を、

中小企業は月２０万～６０万円、個人事業主は月１０万～３０万円に設定した。計１１

２件、総額３１９１万円が支給された。 

県はこのほか、２１年１１月からグリーン・ゾーン認証済みのライブハウスや劇場な

どで行う音楽イベントにも補助金（半額補助で１施設最大２５０万円）を出している。

コロナ禍で停滞したアーティストやスタッフなどの活動を支援するのが狙いだ。２２年

１月には、ライブイベント時の抗原検査キット購入費の全額補助（１回当たり上限３６

万円）も追加した。 

また、２１年１２月からは、感染予防のための機器購入助成制度をグリーン・ゾーン

認証の対象外の対人サービス業者に広げた。理・美容室、ジム、学習塾などが対象で、

キャッシュレス決済や滅菌、換気、接触防止などに使う備品・消耗品を購入した際に、

１店舗・施設当たり最大３０万円を補助した。申請期限の２２年１月末までに１７８２

件を受け付け、計４億３３３万円が支給された。 

２２年３月からは、持ち帰り・配達飲食サービス業や小売りなどの中小事業者に対象

を拡大し、申請期限の同年７月末までに２８２１件を受け付け、計６億４００万円（１

０月末時点）が支給された。さらに、その後の感染拡大を受けて、翌８月から支援対象

機器をエアロゾル対策の空気清浄機などに限定して申請期限を３か月延長し、３６３件

を受け付けた。 

県の２２年９月補正予算では、照明設備をＬＥＤに替えたり、厨房冷蔵庫を省エネ型

に更新したりする際に最大３００万円、太陽光発電など再生可能エネルギーの設備導入

では最大６００万円の補助が受けられる制度を新設した。飲食業や宿泊施設、福祉施設、

医療機関などを対象にした。この事業でも、一時的な営業支援よりも、持続的な効果が

見込める物への投資の助成を優先する県の方針を貫いた。 
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第５章 観光業対策 

第１節 苦境に陥った観光業 

第１項 宿泊客ほぼ半減、外国人は１００分の１以下に 

 山梨県は、富士山、富士五湖、八ヶ岳山麓といった豊かな自然や、首都圏との近さを

生かして観光立県を目指している。県内の延べ宿泊者数はコロナ禍前まで増加傾向で、

観光庁の宿泊旅行統計によると、２０１９年は９０７万人と、現在の集計方法になった

１１年以降で最も多かった。富士山が１３年に世界文化遺産になり、インバウンド（訪

日外国人客）も年を追うごとに増えていた。 

しかし、２０年は４３６万人と前年

の半数以下に急減した。特に２０年４

月が前年同月比８８％減、５月が同８

９％減と、激しく落ち込んだ。２１年は

やや回復したものの、年間で４６０万

人と１９年の５割近くにとどまった。 

とりわけ外国人観光客の減少は顕著

だった。政府は２０年２月１日から中

国・湖北省に滞在していた外国人の入

国を拒否し、その後、対象国・地域を拡

大。２０年１２月２８日には、すべての

国・地域からの外国人の新規入国を原

則停止した。 

その結果、１９年に２０５万人いた県内の外国人延べ宿泊客は、２０年に３５万人に

減り、２１年は２万４６００人と１９年の１００分の１以下にまで落ち込んだ。国別で

は１９、２０年とも中国が最も多く（１９年４３％、２０年４１％）、次いで１９年は

台湾、タイ、香港の順で、２０年はタイ、台湾、香港の順で続いていた。しかし、２１

年は主要国を除く「その他」が３３％で最も多く、次いでフランス（２０％）、米国（１

２％）、中国（９％）の順だった。 

県がまとめた県内主要施設への観光客数も１９年の３４６５万人から、２０年は１６

８８万人とほぼ半減した。２１年は１８３７万人とやや回復したものの、県内観光消費

額は１９年が４３３０億円だったのに対し、２０年は２７７６億円、２１年も２６９０

億円と大きく落ち込んだ。 

 

第２項 ホテルでキャンセル急増 

感染が広がる前の２０年１月時点の県の観光対策は、２月の春節における中国人観光

客の来日に備えて、県内約１４００の宿泊施設に市町村を通じて消毒液を配布すること

から始まった。その後、感染が確認された奈良県のバス運転手と大阪府のバスガイドが、
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中国客のツアーで県内に宿泊していたことが判明。県内への中国人旅行客のキャンセル

が１月２４～３０日だけで１万５０００人に上ったため、危機感がにわかに高まった。 

２月に入ると、国内客を含めたキャンセルが急増し、温泉街を抱える笛吹市が宿泊業

者への金融支援拡大などを求める要望書を県に提出。３月には、山梨の観光シーズンの

幕開けを象徴する県内最大の祭り「信玄公祭り」（４月３～５日）の開催見送りが決ま

った。４月には県内最大の観光地・富士山に行く「富士スバルライン」の大型連休中の

通行止めが決まり、富士山も同年夏は閉山となった。 

２０年４～５月ごろは、県外からの来訪者に対する警戒感も強く、県庁には「『道の

駅』に県外ナンバーの車が多く来ている。コロナが持ち込まれないか不安。なんとかな

らないか」といった声が寄せられた。 

県旅館ホテル生活衛生同業組合（県旅連）によると、１月後半以降の宿泊キャンセル

に続いて、３月も謝恩会や慰労会などホテルでの宴会が軒並みキャンセルになった。４

月に緊急事態宣言が出た際は、既に休業に入っていた宿泊施設もあったが、県の意向を

受けて、県旅連は傘下の宿泊施設に大型連休中の予約を受け付けないよう呼びかけた。

「本来なら稼ぎ時だが、ほとんどの施設は休業した。ただ、こっそり営業しているホテ

ルもあった」（笹本健次理事長）という。 

また、ＪＴＢ甲府支店では、「２月下旬以降、県内の学校から受託していた３月の海

外研修旅行がすべてキャンセルになり、数億円規模の売り上げが突然ゼロになって衝撃

を受けた」（大川正勝支店長）という。商業施設内の店舗も含めて従業員は３０人ほど

いたが、仕事が減って勤務は「在宅推奨」となり、４月以降は雇用調整助成金を得るこ

とも考え、毎週水曜日の営業を休みにした。 

大川支店長は「この時期は世の中全体が人流を減らせという状況で、仕事が大変だっ

たというより、いかに従業員に休んでもらうかを考えた」と振り返っている。ただ、政

府の観光支援事業「ＧｏＴｏトラベル」が始まった２０年７月には、県内最大の商業施

設「イオンモール甲府昭和」内の店舗で待ち時間が３時間以上になったり、その後も県

から受託したプレミアム付き食事券事業などの事務局業務が増えたりして忙しくなっ

たという。 

 

第３項 ワイナリーで試飲中止 

山梨県は国産ワイン発祥の地として明治以来の醸造の歴史があり、「ワイン県」を宣

言している。国産ぶどうを１００％使って国内で醸造する「日本ワイン」の生産量は全

国一で、日本固有のぶどう品種「甲州」を使った「甲州ワイン」は海外でも人気だ。ワ

イナリー数は９２で、全国で最も多く（２１年１月１日時点の国税庁統計）、２位の長

野県の６２を大きく上回っている。一般の来訪者を受け付けているワイナリーも多く、

近年は観光スポットとしても人気が出ている。 

２０年４～５月の緊急事態措置では、床面積１０００平方メートル超の集客施設や観
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光施設に県から休業要請がかかったことから、要請の対象外のワイナリーでも営業を自

粛したり、試飲を休止したりした。 

「グレイスワイン」のブランドで知られる１９２３年創業の中央葡萄酒（甲州市勝沼

町）では、２０年４月４日から６月２１日まで土・日・祝日を休業（６月は日曜のみ）

し、県内に緊急事態措置がかかった４月１６日以降は試飲も中止した。 

緊急事態措置に伴い、ワインを卸していた東京周辺のワイン専門店やレストランの休

業が相次ぎ、売上高は一時的に通常より４割以上落ち込んだという。緊急事態措置が明

けてからは「家飲み需要」でネット販売が伸び、多少はカバーされたものの、主な販路

が飲食店中心のため行動制限がかかるたびに影響を受けてきた。 

２０年１１月には、県内の他のワイナリーとともに、酒販業者向けの「バーチャル・

テイスティング」を実施した。あらかじめ宅配便でワインを送り、最大５０人が入れる

リモート会議システムで質疑応答などを行ったという。 

試飲はワイナリーで最大の楽しみだが、中央葡萄酒では営業を再開してからも試飲の

中止を２１年１１月２６日まで１年半以上続けた。県ワイン酒造協同組合の理事長も務

める三澤茂計社長は、「来てくれたお客さんの健康も守りたかったし、ワイン造りに関

わる者が感染して後遺症で味覚や嗅覚に影響が出たらワインを生産できなくなってし

まうので、感染対策を優先せざるを得なかった」と語る。その後も感染拡大期には臨時

休業や試飲中止を繰り返し、２２年８月２７日から試飲を再開したが、「治療薬ができ

るまでは油断できない」と気を引き締めている。 

県産業振興課が業界団体を通じて２１年度に実施したワイナリーの調査では、２０年

度の売上高がコロナ禍前の１９年度と比べて７０～９０％未満となったワイナリーが

４２％、５０～７０％未満となったのが２９％、９０～１００％未満が１７％で、逆に

１９年度を上回ったのは１２％だった。販路が小売店中心のワイナリーはコロナ禍で販

売が伸びたとみられている。 

県は県ワイン酒造組合が行うインターネット販売サイトの構築などを支援した。コロ

ナの影響で閉鎖したワイナリーはなかったという。 

 

第２節 宿泊割引事業 

第１項 政府の制度中断後も県民限定で継続 

 県は２０年６月４日、前年秋の台風１９号で宿泊予約のキャンセルが多発した宿泊業

者を支援するための宿泊割引事業「ふっこう割」を６月８日から１７日の宿泊分まで県

民限定で受け付けると発表した。「ふっこう割」は政府の補助金を活用して２０年１月

２３日から始めたが、緊急事態措置で４月７日以降は中止していた。１人１泊１万円以

上の宿泊施設に泊まると最大５０００円の割引を行うもので、コロナ対策を目的とした

制度ではなかったが、既存制度の活用で少しでも観光支援に役立てる狙いがあった。６

月の１０日間で５１５人泊分の利用があった。 
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 移動自粛要請などの人流抑制によって観光業界の苦境は全国的な課題になっており、

政府は２０年７月２２日、感染状況が下火になってきたのを受けて、観光需要を支える

ための宿泊割引事業「ＧｏＴｏトラベル」をスタートした。県は、グリーン・ゾーン認

証を受けた宿泊施設の利用を条件に、翌８月２８日から、ＧｏＴｏトラベルへの上乗せ

割引を行う「やまなしグリーン・ゾーン宿泊割り」事業を始めた。 

感染拡大でＧｏＴｏトラベルが中断した２０年１２月２８日以降も、県は、県民の県

内旅行に限定した「県民限定宿泊割」として事業を続けた。宿泊業は、休業でいったん

従業員の離職が進むと再開時の人手確保が難しくなる。宿泊需要を継続的に喚起して雇

用をつなぎ止める狙いに加え、感染防止を徹底している施設に限定したうえで、県境を

またがないようにすれば、首都圏の感染の波を避けられるという判断があった。 

県内は観光地が散在しており、普段は近場で宿泊まで考えない県民にも新たな発見を

してもらい、リピーターになってほしいという思惑もあった。 

県の割引制度は、「ふっこう割」と同じ１人１泊最大５０００円（政府のＧｏＴｏト

ラベルが中断した２０年１２月～２１年３月は１人１泊２万円以上で最大１万円）が割

り引かれるもので、２１年度からは、観光庁の地域観光事業支援制度を活用し、さらに

２０００円分の地域クーポン券を付けた。上手に活用すると実質３割の負担で宿泊旅行

ができた。 

 

第２項 こまめなオン・オフ切り替え 

宿泊割引事業はコロナ禍が続く中でずっと継続していたわけではない。県内の感染拡

大期は予約受け付けを停止し、オン・オフをこまめに切り替えた。２０年度は感染の第
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３波の２１年１月１２日～２月１５日に予約受け付けを停止した。これは県が飲食店な

どに営業時間短縮を要請した前後の時期に当たる。 

２１年度は制度の切り替えで、新規受け付けを４月１５日から始めた。その後の予約

受け付けの中断は、第４波の６月１０日～２０日、第５波の８月６日～９月３０日、第

６波の２２年１月７日～３月１３日の計３回。いずれも県の臨時特別協力要請やまん延

防止等重点措置がかかった時期とおおむね重なっている。追加の予算措置で受付期間を

延長したケースもあったが、首都圏で感染が拡大すると、県内に不要不急の外出などの

自粛要請が出ていなくても予約のキャンセルが増える傾向もあり、きめ細かく受け付け

を中断した。 

 

第３項 隣県・ブロック・全国に拡大 

観光庁のＧｏＴｏトラベル事業の停止後、県民に限定していた補助対象を２１年１１

月に隣県に拡大したことに伴い、県は２１年１２月１０日から静岡、長野両県民を、２

４日からは埼玉、神奈川両県民をそれぞれ対象に加えた。各県と個別に交渉したため、

追加時期が２度に分かれた。 

２１年度の人口１０万人当たりの宿泊施設数は全国平均が４９.４施設なのに対し、

山梨県は１９２.５施設と約４倍ある。山梨県の人口約８０万人は東京都世田谷区の約

９２万人より少なく、県民の利用だけでは宿泊業への支援効果が限られる。 

このため、県は２１年度に入って、人口１０万人当たりの宿泊施設数が全国平均より

多い長野、新潟、静岡の各県とともに「県民割」の補助対象の隣県拡大を観光庁に働き

かけていた。隣県に拡大しても感染拡大期に受け付けを一時停止すれば、安全を確保で

きると考えた。県内宿泊施設の割引対象が静岡、長野、埼玉、神奈川の４県に拡大した

ことで、対象エリアの人口規模は約２２００万人に膨らんだ。 

さらに、２２年４月以降は、観光庁が補助対象を「地域ブロック」に拡大し、山梨県

では、東京都を除く関東６県と静岡、長野両県の県民が対象になった。７月前半実施予

定とされた全国を対象とする宿泊割引事業は感染拡大で見送られたが、地域ブロック対

象の割引事業は延長が繰り返され、「やまなしグリーン・ゾーン宿泊割り」事業は１０

月１０日まで続けられた。 

翌１１日からは観光庁の費用補助を受けて、都道府県が実施の可否や期間を決める

「全国旅行支援」が始まった。山梨県では「やまなしグリーン・ゾーン旅割」として、

従来は対象外だった日帰り旅行も割引対象に加えて１２月２７日まで実施することに

した。旅行代金の４０％が割り引かれ、１人１泊当たりの上限は交通費込みのパック旅

行が８０００円、宿泊のみは５０００円で、飲食店や土産物店で使えるクーポン券は平

日が３０００円分、休日は１０００円分をもらえる。１人１泊当たりの支援額は合計で

最大１万１０００円だ。 

 



- 191 - 
 

第３節 政府制度の活用と効果 

第１項 補助対象外を交付金でカバー 

 コロナ禍の打撃が大きかった宿泊業への支援は、食材の卸売業や運送業、みやげ物店、

みやげを作る製造業などにも波及する。そこで、県はこの分野でも、政府財源の活用に

努めた。 

宿泊割引事業による支援金の交付金額（予算執行額）は、２０年８月の事業開始から

２２年１０月の終了までの累計で４５億４０００万円（１１月１４日集計時点）に上る。

宿泊割引対象が県民に限定されていた時期も含め、財源はすべて政府の交付金や補助金

で賄われた。 

観光庁は２１年度に地域観光事業支援として、都道府県が「県民割」などとして使え

る補助金のメニューを用意し、おみやげなどを買える地域クーポン券にも使えるように

した。 

しかし、山梨県は既に２０年度から独自の宿泊割引を実施しており、その財源には、

地方創生臨時交付金を充てていた。２１年度も、観光庁の補助金でカバーされない部分

は臨時交付金を使った。例えば、急な感染拡大で新規予約が停止された場合、その停止

発表日以前に既に予約されていた宿泊旅行については、観光庁の補助対象とならないた

め、臨時交付金を活用した。 

 

第２項 観光消費効果は２００億円規模 

「グリーン・ゾーン宿泊割り」事業は２０年度に４万２０５１人泊分が利用され、２

１年度は１９万２５２９人泊で２２年４～１０月分も合わせると６９万５６７３人泊

分が利用された（１１月１４日集計時点）。特に、３年ぶりに首都圏で行動制限のない

夏休みとなった２２年８月は、「ブロック割」で対象が拡大していたこともあって利用

者が大幅に増え、１か月間で１３万８９１９人泊分と、それまでの最高になった。 

県内の延べ宿泊者数に占める県民の割合は「１２％程度」（県観光文化政策課）とさ

れ、２０年度は県民の延べ宿泊者の１割弱、２１年度は５割が宿泊割引を利用したとみ

られている。 

県の観光入込客統計調査報告書によると、県内に宿泊する県民の観光消費額（実払い

宿泊費含む）は１人１回当たりの平均額で、２０年調査が２万５７５６円、２１年調査

が２万６６２０円だった。宿泊割引制度の利用がすべて県民の１泊の観光旅行だったと

仮定して試算すると、観光消費効果は１９６億円を超える規模になる。さらに、直接的

な宿泊需要や観光消費だけでなく、雇用のつなぎ止めや、取引先の業務継続などの幅広

い波及効果を考えると、宿泊割引事業を継続してきた効果は小さくない。 

このほか、事業者向け協力金の支給事務や、感染防止のための機器購入支援事業の事

務業務、グリーン・ゾーン認証制度の調査・事務業務などの県の委託業務を旅行会社が

受注したケースは多い。業務の委託なので直接的な支援とは異なるが、コロナ対策で膨
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大になった県の関連業務を外部に委託するアウトソーシングによって、観光需要の減退

やコロナ禍の長期化で本業が減った旅行会社に対する事実上の支援になった。 

県旅行業協会の菅沼稔会長は、「県内の旅行会社は、県内のお客さんを他県や海外に

連れて行くのが本来の業務。県民割はありがたかったが、県内旅行をする県民は数が限

られるので『助かった』とまでは言いにくい。ただ、いろいろな県の委託事業を旅行会

社が受注したのは、仕事が少なくなった時期だったので助かった」と話している。 

 

第４節 明るい兆し 

第１項 修学旅行先で全国２位 

苦境の県内観光業界で、明るい話題になったのが修学旅行だ。日本修学旅行協会の２

０年度の抽出調査で、中学校の修学旅行の行き先として回答のあった７７６件のうち、

山梨県が４６件で奈良県と並び、トップの京都府（４９件）に次ぐ２位となった。前年

度の１３位（回答１８１６件のうち２０件）から大幅に順位を上げた。２１年度の調査

でも６６件と、京都府（８６件）、奈良県（７８件）に次ぐ３位だった。 

人気の理由は、県内の感染者が少ないことに加え、富士山などの観光地や大型遊園地

「富士急ハイランド」の存在、林間学校などの自然教育を行える環境などが影響したと

みられている。 

旅行業界では、「山梨県が感染対策をしっかり行っていることは全国的に知られてい

る」（県旅行業協会）といい、学校側が修学旅行先を父兄に説明する際も理解を得やす

いと考えられたようだ。県は徹底した感染対策を新たな付加価値と位置づけ、観光産業

を後押ししたい考えだ。 

コロナ禍で大規模な宴会が控えられる中、一度に大人数が来県する修学旅行は、宿泊

施設や旅行会社への経済効果が大きい。このため、県は２１年度、斡旋した旅行会社に

修学旅行者１人当たり３０００円の補助金を出す制度を始め、２２年度はさらに増強し

て、連泊してもらうと補助金が多く出る仕組みを導入した。 

 

第２項 堅調な屋外レジャー 

コロナ禍でも、屋外で密集を避けられるレジャーとして、ゴルフは比較的堅調だった。

県税務課が毎月まとめているゴルフ場利用税（非課税利用者含む）の状況を四半期ごと

に集計すると、県内のゴルフ場の利用者数は２０年４～６月期に大きく落ち込んだもの

の、７～９月期にコロナ禍前の水準に近づき、１０～１２月期以降はコロナ禍前の１９

年実績を上回る水準が続いている。 

本機構のヒアリングでは、「飲食店で会食できなくなったため、ゴルフ場が接待や社

交の場として使われる機会が増えた」（県内金融関係者）との声があった。 

一般的なキャンプのほか、豪華な設備や雰囲気でキャンプを楽しむ「グランピング」

や屋外サウナなど、自然型レジャーも人気が出た。サウナに入った後の水風呂の代わり
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に自然の川を利用するなど、新たな遊

び方も広がりつつあり、手つかずの自

然が多く残る県内の観光産業には追い

風になっている。 

県は、サウナ施設を整備するキャン

プ場への補助金（１施設最大２０万円）

も用意し、この流れを後押しした。北

杜市や河口湖周辺を中心に県内全域の

キャンプ場から申し込みがあり、計２

３件、総額約３９０万円の利用があっ

た。 

 

第３項 国内宿泊客がコロナ禍前を上回る 

２１年８月２９日には、山梨―静岡間で未開通となっていた中部横断自動車道が全線

開通した。静岡、愛知方面のナンバーの車が県内で多く見られるようになるなど、イン

フラ整備の時期が重なったことも県内観光にはプラス要素になった。 

県の観光入込客統計調査（２１年１～１２月）によると、県内観光に利用した交通機

関（複数回答）は「自家用車、社用・公用車」がトップの８４.７％で、２位の「ＪＲ在

来線」１０.３％や、３位の「レンタカー」２.９％を大きく上回っている。「自家用車、

社用・公用車」は３年連続で割合が上昇している。 

県内の日本人延べ宿泊者数の月次の数値を見ると、２１年１１、１２月はコロナ禍前

の１９年実績を上回る水準に回復した。２１年夏の第５波が峠を越えたころで、海外旅

行が制限される中、感染者の少ない山梨が近場の旅行先として注目された。鉄道や航空

機で遠出するのを避けたい首都圏の観光客がマイカーで訪れるケースも多かったとみ

られている。 

 ２２年初期は、第６波で宿泊割引事業が一時中断されたが、４月からの「ブロック割」

で隣県以外の県民も割引対象に加わり、県外客の流入が増えたこともあって、５、６、

７月は再び、県内の日本人延べ宿泊者数がコロナ禍前を上回る水準に回復した。 

中日本高速道路によると、中央自動車道相模湖インターチェンジ（ＩＣ）―上野原Ｉ

Ｃ間の２２年８月１０日～１６日の交通量は１日平均７万２７００台で、２１年のお盆

の１週間と比べて３１％増え、コロナ禍前の１９年比で９％減の水準まで持ち直してき

た。 

県内最大の「信玄公祭り」は２２年１０月２８～３０日に３年半ぶりに開かれ、３日

間の総観客動員数は１７万８０００人と、過去最高だった前回、１９年４月の１６万６

０００人を上回った。 
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第４項 インバウンド回復への期待 

富士吉田市によると、富士山・富士吉田口の２２年夏（７月１日～９月１０日）の登

山者数は１１万５０２５人と前年比７６％増の大幅増となった。ただ、コロナ禍前の１

９年夏との比較では３８％少なかった。インバウンドが減ったことや、全国的な感染拡

大、コロナ禍前に２４時間通行できた富士スバルラインの夜間通行ができなくなったこ

となどが影響した。 

富士河口湖町観光連盟によると、河口湖周辺では、コロナ禍前の宿泊客の５割は外国

人だったという。山下茂代表理事は「緊急事態措置のあった２０年春は客足が８割減っ

た。コロナの長期化で借り入れが増えたホテルは多い。（２２年）夏は修学旅行も含め

て国内客が戻り、秋以降は外国人も戻りつつあるが、国内客は宿泊割引などの支援策で

底上げされている面もある。ホテル経営が本格的に回復するには５年はかかると思う。

インバウンドが回復しないとコロナ禍前のようにはならない」と話した。 

政府は２１年１１月８日、いったん外国人の新規入国を条件付きで解禁したが、同月

３０日にはオミクロン株対策で再び新規入国を原則停止した。水際対策の緩和は２２年

３月から段階的に進み、６月１０日に添乗員付きパック旅行での外国人観光客の受け入

れ手続きの再開に続き、１０月１１日から入国上限人数を撤廃し、外国人の個人旅行を

解禁した。中国は感染拡大を食い止めるためのゼロコロナ政策で観光客の動きが鈍いも

のの、県内観光地ではインバウンドの回復期待が高まっている。 

 

第５項 観光分野の課題 

観光分野は、度重なる感染拡大の波に揺さぶられて一喜一憂を繰り返してきたが、２

２年夏はウィズコロナに向けて首都圏で３年ぶりに行動制限がなくなり、感染拡大期で

も客足が回復した。重症化率など感染症の態様によっても異なるが、不安に満ちていた

感染初期に比べて、ワクチン接種の拡大もあって、回復に向けて着実に歩を進めている。 

県内観光の課題の一つは、マイカー利用などの日帰り客が多いことだ。中部横断道だ

けでなく、東富士五湖道路などの整備が進み、首都圏や中京圏と行き来しやすくなった

のはメリットだが、訪れやすくなった分、短期滞在で終わってしまいがちだ。 

県内の宿泊事業者は、コロナ対策の割引事業で普段よりぜいたくな宿泊旅行を体験し

た人たちが客単価の高いリピーターになってくれることを期待している。埋もれた観光

資源の発掘や地元産品を生かした美食の提案など、長期滞在や地元消費を後押しする仕

組みも求められている。 

需要拡大に応じた人手の確保も重要だ。キャンセルが相次いだ時に従業員の研修を強

化するなど、コロナ禍の収束後に向けて準備を進めてきた宿泊施設もあり、働き手に魅

力のある環境作りは競争力強化に欠かせない。 

県は観光客数だけでなく、観光消費額を増やす「高付加価値化」を重視し、グリーン・

ゾーン認証制度で培った「安全・安心」のイメージも前面に押し出している。自然型レ
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ジャーなど、コロナ禍で再認識された山梨の魅力も少なくなく、それらをいかに観光立

県としての発展につなげるかが問われる。 

 

第６章 ２拠点居住や移住・本社移転の動き 

第１節 ２０年ぶりの転入超過 

 県の常住人口調査に基づく県内の推計人口は１９９９年の８９万３１９０人がピー

クで、２００２年以降は２１年連続で減少している。２２年１０月１日時点では８０万

１６２０人と８０万人割れが目前だ。ただ、転入者数から転出者数を引いた「社会増減」

は、２１年調査（２０年１０月～２１年９月）で２０年ぶりに「転入超過」（３０６人）

となり、２２年調査では、さらに転入超過（２１０８人）が増加した。出生者より死亡

者が多い「自然減」が大きいため、人口減少は続いているものの、減少数は３年連続で

縮小した。 

総務省の住民基本台帳人口移動報告で

も、２１年の山梨県は、転入者数１万５９

６７人、転出者数１万５２８１人で「転入

超過」（６８６人）となり、転入者数の対

前年増加率は１３.２％で全国１位だっ

た。 

東京都との転出入を見ると、就職・進学

シーズンの毎年３月、若者を中心に転出

が増えるため、年間合計では東京都に対

して「転出超過」が続いている。しかし、

月次データを見ると、２０年４月以降、東京都から山梨県への転入者数が、山梨県から

東京都への転出者数を上回る月が増えてきた。 
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都道府県別の転入超過数では、２１年の東京都の転入超過数が前年比で大きく減る一

方、周辺の神奈川、埼玉、千葉の３県は転入超過数が増えた。茨城、群馬両県は山梨県

と同様に転出超過から転入超過に転じた。コロナ禍に伴うテレワークの普及で、都心に

住まなくても仕事ができる環境が整い、都会の密集を避けて暮らしたい人が増えている。

一定頻度の出社とリモートワークを組み合わせた「ハイブリッド型」の勤務形態にも対

応できるよう、鉄道などで都内に出社可能な距離感が好まれ、極端な地方ではなく、東

京都心から郊外、周辺の県への移住が進んだようだ。企業が本社などを都市部から地方

に移転・分散する動きが進んだことなども影響したとみられる。 

 

第２節 県の移住政策 

山梨県は、都会からの移住先として、富士山や八ヶ岳を始めとする山々に囲まれた豊

かな自然に加え、県都・甲府から東京・新宿まで特急で約９０分、リニア中央新幹線の

開通後は甲府―品川が２５分で結ばれる交通利便性が特長だ。ミネラルウォーター出荷

額が全国１位で、水のおいしさも知られている。南海トラフ地震の想定震源域から外れ、

内陸で津波がないこともアピールポイントにしている。 

県内住宅地の１平方メートル当たりの平均価格（都道府県地価調査）は、２０年が２

万４０００円、２１年が２万３７００円、２２年が２万３５００円と３０年連続で下落

している。いずれも全国３９位で、関東・中部・近畿圏で最も低い。東京都の６％、全

国平均の３１％という低水準だ。民営借家の家賃も全国平均を下回っており、土地の安

さは移住者にとって魅力の一つになっている。 

県が具体的に移住政策に取り組み始めたのは２００６年、都内のアンテナショップ内

に移住相談窓口「グリーンカフェやまなし」を設置したことに始まる。０８年には東京・

平河町の東京事務所内に就職相談を受け付ける「やまなしＵ・Ｉターン就職支援室」を

開設した。県庁内では、１２年度に定住人口確保対策プロジェクトチームが置かれ、１

３年６月、移住と就職に関するワンストップ相談窓口「やまなし暮らし支援センター」

を東京・有楽町にオープンした。１９年度からは、東京圏一極集中の是正と地方活性化

の担い手不足の解消を目指し、移住者に

支援金を出す政府の移住支援金事業も始

まった。 

「やまなし暮らし支援センター」での

相談件数は、２０年度に前年度比３９％

増の３８２２件と過去最高になった。２

１年度は３０９９件に減ったが、コロナ

禍前の１９年度を上回る水準が続く。 

県が支援センターを開設した当初は、

主に定年退職後などのセカンドライフを
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過ごす移住地として山梨が選ばれており、相談者も年配層が多かった。しかし、コロナ

禍でテレワークが普及したのを機に、若者が都内の会社で働きながら県内に居住するケ

ースも増え、相談者の中心は３０～４０代になっている。原則はテレワークで週に何度

か出社すれば良いというワークスタイルが業種を問わず広がり始め、「転職なき移住」

とも呼ばれている。 

 政府の地方創生事業の一環で県と市町村が共同で実施している移住支援金制度は、１

９年８月から募集が始まった。初年度の１９年度は支給件数がゼロだったが、２０年度

は７件、２１年度は３３件と着実に伸びている。支援金額は単身者で６０万円、世帯で

１００万円。２２年度からは１８歳未満の子供１人につき支援金額を３０万円上乗せで

きるようにした。子育て世代を呼び込むためだ。 

ただ、移住先の市町村に５年以上居住する意思を有するなどの条件があり、「本気で

移住を決めた人でないと利用するのは難しい」（県二拠点居住推進課）という。２０年

度は、移住前に東京２３区に在住または首都圏１都３県（条件不利地域を除く）から東

京２３区に通勤していた期間の条件を「連続５年」から「１０年以内に通算５年」とす

るなど緩和を進め、２１年度は、移住元の仕事をテレワークで継続する人も支給対象と

なった。 

 

第３節 企業の山梨移転 

第１項 大手芸能事務所が西湖湖畔に本社移転 

人気バンド・サザンオールスターズなどが所属する東証上場の芸能事務所・アミュー

ズが２１年７月、富士河口湖町の西湖湖畔に本社を移転した。それまでの本社だった東

京・渋谷のオフィスも規模を縮小して維持し、社員には東京都内外の貸し会議室などを

使うことも認めており、２拠点にとどまらず、複数拠点での業務体制をとっている。 

本社移転の担当部署・アミューズヴィレッジの斎藤大造部長によると、同社は所属ア

ーティストのマネジメントが主力業務で、ライブツアーの同行などもあり、机の上で行

う仕事は限られている。商談などを除けば必ずしも都心にいる必要はなく、コロナ禍で

リモート業務が一般化したこともあって、かねてあった本社の移転構想が具体化したと

いう。 

西湖とのつながりは、元々新卒社員の採用前研修で西湖湖畔のホテルを使っていたこ

とだった。このホテルは学生などの合宿向けで、体育館や広場を併設しているが、コロ

ナ禍で需要が減ったこともあり、体育館などとともに丸ごとの賃借を申し込んだところ、

所有者の理解を得られたという。 

ホテルは全館を改装し、低層に執務室や会議室のほか、鏡のあるレッスンルームや撮

影スタジオを設置。館内のホールは２２年６月の株主総会にも使った。近接する体育館

には煖炉を置き、２０～３０人規模のセミナーに使える階段状のコーナーや、くつろい

だ雰囲気で打ち合わせができるシェアオフィス空間に様変わりした。ホテルには宴会に
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対応できる厨房や大浴場があるため、長期間泊まり込んで音楽や演劇を練習できる「ク

リエイティブ活動の拠点」にもなっている。 

２２年７月時点では、新しい本社の改装工事が続いており、常勤者はグループの従業

員約４５０人の１割未満だが、毎月２回の社内役員による経営会議を新本社で行うなど、

「地方のサテライトオフィスという位置づけにはしていない」という。 

本社移転を２１年４月に発表した際は、採用前研修で来たことのある人が多いことや、

コロナ禍の徹底したテレワークで１年ほど出社できない期間もあったことから、社員の

理解もスムーズだったようだ。 

渋谷のオフィスは複数フロアにまたがり、エレベーターに同乗しても部署が違うと自

社の社員かどうかが分かりにくかったが、新本社は関係者しかおらず、他部署の人とも

打ち解けやすい。アーティストとの打ち合わせも周囲に気兼ねなく、密にならない利点

がある。 

地元との関係強化を狙って、２１年１２月には花火イベントを開催。地元関係者ら約

２０００人が来場した。本社移転は県が誘致したものではないが、２２年６月には、ス

ポーツやアウトドア、観光などの振興に向けて県と包括連携協定を結んだ。今後は県内

の観光施設などと連携し、集客イベントにも力を入れる方針だ。 

 

第２項 大手企業の工場進出 

県内ではこのほか、日用品大手サンスターが２０年４月、うがい用の洗口液の生産工

場を南アルプス市に新設すると発表、２１年１０月に稼働を始めた。消費者の口腔衛生

意識の向上による需要増に対応するためで、首都圏に近いことから立地を決めたという。 

世界的な半導体の不足が続く中、２２年５月には、半導体大手ルネサスエレクトロニ

クスが１４年に閉鎖した半導体工場（甲斐市）を２４年にも再稼働すると発表した。中

部横断道の全線開通で商圏が広がったことから、２２年７月には米系量販店大手コスト

コの県内初進出も決まった。 

１９年４月に工場新設を発表していた化粧品大手コーセーが、コロナ禍による化粧品

需要の落ち込みで操業開始を当初予定の２１年から延期した例もあるが、事業用地に対

する県への問い合わせは、コロナ禍が本格化する前の１９年度が４１件で、２０年度が

３１件だったのに対し、２１年度は６９件に増え、２２年度も１０月時点で「２１年度

並みのペースが続いている」（県成長産業推進課）という。 

コロナ禍で顕在化した世界的な供給網の混乱などから、メーカーが生産拠点を国内に

置く動きも増えてきており、山梨県にとっても一層の企業・工場誘致を図る好機になっ

ている。 

 

第４節 ２拠点居住の推進戦略 

コロナ禍の長期化や、感染収束後の社会の多様化、将来のリニア新幹線の開通などを
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見越し、県は２１年４月に「やまなし二拠点居住推進戦略」をとりまとめた。平日を都

市部で過ごし、休日を地方で過ごす従来のイメージから、平日も休日も地方で過ごし、

必要に応じて都市部で生活・出社する２拠点居住を定着させたい考えだ。 

いきなり２拠点居住や移住を求めるのはハードルが高いこともあって、推進戦略では、

まず様々なＰＲ活動を通じて山梨県に関心を持ってもらい、観光地でテレワークをする

「ワーケーション」などを体験後、２拠点居住や本格的な移住に結びつける段階的な取

り組みも含め、様々な施策を一体的に推進することにしている。 

県は、そのためのワークスペースの整備や、県有地・空き家の利活用などの様々な施

策を講じている。県の補助金などを活用したサテライトオフィスは２２年４月末時点で

甲府、富士吉田など１２市町村の２０か所に整備された。 

また、県は２１年度から、東京事務所内に企業の相談窓口として「二拠点居住推進セ

ンター」を設置し、県内への進出に関心を持つ企業向けの「お試し体験」の補助事業も

実施している。テレワークの際の交通・宿泊費、施設利用料などについて、滞在７日間

までの「短期滞在」で１法人最大２５万円、３０日以上の「長期滞在」で最大１００万

円を補助（補助率はいずれも４分の３）する。２１年度はお試し体験を含む県の事業を

通じて県内でのテレワークを体験した企業４０社のうち８件が県内の拠点設置に結び

ついた。 

日用品や化粧品の企画販売業を営む民辻啓さん（４５）は、東京・渋谷に住んで都内

のオフィスで仕事をしていたが、趣味の山登りを通じて山梨に興味を持ち、「お試しテ

レワーク」に参加した。インターネットで注文を受ける仕事のため、テレワークで業務

が可能なことを確認。体験期間中に物件を探して、２１年９月から南アルプス市の戸建

て住宅を借り、２拠点居住生活を始めた。 

「本格的に拠点を移すかどうかは一冬過ごして考えようと思っていた。実際に生活し

てみて、採れたての野菜のおいしさに感動し、暮らしやすさを実感した。２２年７月に

住民票を移し、今は山梨が本拠地。商品サンプルを使った商談などで必要があるので東

京のオフィスも維持しているが、取引先とは電話やＺＯＯＭ（オンライン会議アプリ）

でやりとりできる。それができるのはリモートワークが当たり前の世の中になったから。

コロナ禍前は本拠地を遠くに移すなんて考えられなかった」と話している。 

 

第５節 ２拠点居住の課題 

 ２拠点居住や地方移住がコロナ禍の追い風を受けているのは間違いない。それを生か

すためには様々な課題解決が欠かせない。特に２拠点居住は、住民票の移転を伴わない

ため、まずは実態の把握が重要な課題だ。 

毎月定額を支払えば全国各地の施設に一定期間滞在して暮らせる民間のサービスが

登場しているほか、パソコンとインターネットに接続できる環境さえあれば、どこでも

働けることから定住しない遊牧民にたとえて「ノマドワーカー」と呼ばれる人たちもい
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る。県外に本拠地を置いたまま、県内の賃貸スペースなどでテレワークする場合は、住

所の転出入の手続きを伴わない。 

 県は県内市町村の協力を得て、住民票窓口でアンケートを実施しており、転入理由を

会社都合による転勤などではなく、「自らの意思による当地への移住（Ｕ・Ｉ・Ｊター

ン）」と回答した県外からの転入者を「移住者」としてカウントしている。アンケート

は１７年度から始め、１７年度が２４８６人、１８年度が３１１８人、１９年度が２７

５３人、２０年度が２７８４人、２１年度が３０３６人だった。 

ただ、これは任意のアンケートによるものだ。住民登録手続きを伴わない２拠点居住

については定量的にカウントすることがままならず、推測の域を出ない部分もある。県

はこうした課題を関東地方知事会に提起し、２１年１１月、関東地方知事会は、政府に

対して２拠点居住者の実態把握の仕組みづくりや、実際の居住実態に即した公共サービ

スのあり方の検討などを要請した。 

このほか、２拠点居住者は災害時の安否確認が難しいことや、移住者を含めて、保育

など子育て施設の利用、ゴミ出しなど、様々な課題が徐々に顕在化しつつある。また、

２拠点居住の進展は、地方自治体における税とサービス提供のあり方にも関わるため、

その実態把握は一連の課題解決にとって重要である。 

 

第７章 分析と評価 

 新型コロナの感染拡大を食い止めるために人流や経済活動の抑制・制限を優先せざる

を得なかった大都市圏の自治体とは異なり、山梨県は感染初期から、感染対策を進めな

がら社会経済活動を回し続ける「二兎を追う」戦略を目指した。その代表的な施策が飲

食・宿泊施設などの「グリーン・ゾーン認証制度」だ。 

 検討着手から認証施設誕生まで約２か月の「スピード重視」で始めた認証制度は、「基

準が厳しい」「項目が多すぎる」といった不満も出たが、各種支援策の条件にするなど

の誘因策を重ねた結果、県内飲食店の９割以上が認証を受けた。認証制度は県民の感染

対策意識を底上げするとともに、「山梨モデル」として全国にも拡大し、「安全・安心」

「感染症に強い」という山梨県のブランドイメージの形成に寄与した。本機構の県民意

識調査では回答者の７８％が、企業・経済団体アンケートでも企業の９３％が認証制度

を前向きに評価している。 

 また、「事業者のモラルハザードを招く」「一時的な効果しかない」との見方のある協

力金の支給を最小限にとどめ、感染防止に役立つ設備改修や備品購入など、持続的な効

果が見込める支出への補助金を手厚くした県の姿勢は、一部に異論があるものの、感染

対策とセットで事業展開を後押ししたという点で評価できる。助成制度が呼び水となっ

て本格的な改装をした施設もあり、「観光立県」の布石にもなった。 

グリーン・ゾーン構想や２１年夏のまん延防止等重点措置は、長崎知事の記者会見や

政府の方針が先行し、県庁内の制度設計や要綱作成の作業が後追いする展開となった。
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無尽関連キャンペーンのように想定を下回る結果になったものもあるが、飲食・宿泊業

などの支援は一定の経済効果を生み、県内経済は回復軌道に乗りつつある。 

コロナ禍に伴うリモートワークの普及などが追い風になり、２拠点居住の拡大や企業

の本社移転などの前向きな動きもある。 

一方で、グリーン・ゾーン認証制度は、発足から丸２年が経過し、「認証離れ」が目

立つようになってきた。認証施設数は２２年１月２８日の６９４８施設をピークに、１

１月４日には６６４０施設と減少傾向にあるのは気がかりだ。施設側に慣れが出て、基

準が守られないケースも後を絶たず、制度の形骸化や山梨のブランド力の低下を懸念す

る声もある。 

また、食事券事業や旅行割引事業は半ば常態化しつつあり、支援の長期化にも注意が

必要だろう。県の支援策は政府の多額の交付金や補助金に支えられており、いずれはコ

ロナ感染の収束とともに縮小する。 

中小企業に対する実質無利子・無担保の「ゼロゼロ融資」に代表される手厚い資金繰

り支援は、倒産件数を減少させた反面、もともと経営が厳しい企業を税金で延命させて

いるとの指摘がある。融資の本格的な返済時期を迎えた際、破綻が相次ぐ事態を避ける

ためにも、支援策を続けている間に、飲食文化の変化やネット社会の進展などの「新し

い生活様式」やニーズに対応した業態転換や投資を後押しする取り組みが重要になる。 

さらに、本機構の企業・経済団体アンケートでは、県の経済対策全般について肯定的

な評価が８９％だったのに対し、県民意識調査では経済対策への前向きな評価が５６％

にとどまった。県民意識調査における感染拡大防止策、医療提供体制、ワクチン接種へ

の肯定的な評価がそろって７５％以上だったことと比べると、大きな開きがある。本機

構のヒアリングでは、「本当に支援が必要な小規模・零細事業者に、支援策があまり知

られていない」（労働組合幹部）という声があった。 

県は様々な経済対策について、事業者と利用者の双方がより利用しやすいものにする

不断の工夫とともに、一般県民や、支援を真に必要としている事業者などにきちんと情

報を届ける努力が求められる。 
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第６部 ワクチン接種 
 
【概況】 
 新型コロナ禍を克服するには、ワクチン接種の促進が重要なカギとなる。山梨県は２

０２１年１月、ワクチン接種を円滑に進めるため、専従のワクチン班を設置し、同年２

月、優先接種１番目の医療従事者を対象に接種を開始した。当初は、政府から県へのワ

クチンの配分量が少ないなど問題が多く、接種がなかなか進まなかったが、その後、当

時の菅政権の方針に基づき、政府や県の市町村支援が強化されて、接種が加速した。６

５歳以上の希望者全員の１、２回目接種を７月末までに完了するという目標は、本県で

も達成された。１２月２３日時点の全県民に対する１、２回目のワクチン接種率は７８.
８％（全国１９位）に達し、全国平均（７７.７％）を上回った。 

３回目の接種は２１年１２月に始まった。３回目接種では優先接種の対象を設けず、

２回目接種の完了日から一定の間隔を空けた後、順番に接種を進める方針だった。政府

は当初、２回目接種から「原則８か月以上」の間隔を空けるとしたが、感染力の強いオ

ミクロン株への対応を強化するため、接種の間隔を「７か月以上」「６か月以上」など

と何度も変更したため、県内でも、実施主体の市町村を中心に混乱を招いた。 
３回目接種では、１、２回目接種と異なり、ワクチンの各市町村への配分量は十分だ

ったが、接種に消極的な若い世代の接種率を上げることが大きな課題となった。県は、

政府に先立ち、２回目接種完了から６か月経過した人の接種は可能と明言し、多くの若

者が集まる商業施設に大規模接種会場を設けるなどして、接種の促進に力を注いだ。２

２年９月３０日時点の全県民に対する３回目の接種率は６７.２％（同２３位）で、全国

平均（６５.４％）を上回っている。 
５～１１歳の子どもに対する１、２回目の接種が２２年３月に始まった。ワクチンは

小児用のものを用いた。接種は本人と保護者の同意のうえで行われるが、一部の保護者

がワクチン接種の安全性に不安を抱いたり、副反応を心配したりして接種を控えるケー

スもあり、半年余りが過ぎた９月３０日時点でも接種率は２１.９％と、低い水準にとど

まっている。 
４回目接種は２２年５月から始まった。６０歳以上の高齢者と１８歳以上で基礎疾患

のある人などが対象だ。２２年７月からは医療従事者や介護施設従事者への接種が加わ

った。９月３０日時点の全県民に対する４回目接種率は２９.５％（同２５位）で、全国

平均（２７.４％）を上回っている。 
爆発的な感染急拡大を招いた新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」に対する

発症や重症化予防に効果のあるオミクロン株対応ワクチンが開発され、本県でも９月か

ら接種が始まった。 
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第１章 接種体制の構築（２０年９月～） 

第１節 庁内体制の整備 
第１項 県健康増進課にワクチン接種担当者 

政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は２０２０年９月２５日、ワクチン接種

について、コロナ感染症による死亡者や重症者の発生を減らし、結果としてまん延防止

を図るという目的で実施していく方針を発表した。厚生労働省の厚生科学審議会予防接

種・ワクチン分科会も１０月２日に開催され、議論が本格化した。 
予防接種法では、平時のまん延予防を目的とした「定期接種」、疾病のまん延予防の

ため緊急に接種を進める必要がある「臨時接種」、新型インフルエンザのように病原性

は低いものの緊急に接種を進める必要がある「新臨時接種」といった接種類型を設けて

いる。さらに接種類型ごとに接種の「勧奨」や「努力義務」という位置づけを定めてい

る。 
同分科会は新型コロナワクチンの接種について、臨時接種と同様の趣旨で実施するも

のとした。このため、新型コロナワクチンは原則として、臨時接種と同様、勧奨と努力

義務の両方を適用するが、例外的に適用しないことを可能にするという方向で議論が進

んだ。この努力義務とは、「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種

法上の用語で、義務ではなく、本人がメリット、デメリットを考慮して決めるものだ。 
県はこうした政府の動きを注視し、２０年１２月初め頃から健康増進課がワクチン接

種体制の検討に入った。１２月１６日には長崎知事が「ワクチン接種について、市町村

とも連携して、速やかに準備を進めること。福祉保健部以外も含めて十分な人員体制を

整えること」と庁内に指示した。翌１７日には、接種体制の構築を求める厚労省健康局

長通知が発出された。これを受け、県は健康増進課にワクチン業務の担当職員４人を決

定した。４人のうち新たに健康増進課に配属されたのは１人で、残る３人は課内の職員

だ。４人はワクチン接種に向けた業務の洗い出しに取りかかった。 
 

第２項 専従組織の設置方針を固める 
厚労省は１２月１７日、もう一つの健康局長通知「新型コロナウイルス感染症に係る

予防接種の実施に関する手引きについて」を発出した。添付された「予防接種の実施に

関する手引き」（初版、以下「手引き」）によると、新型コロナワクチンについて、１、

２回目接種では１人に対し、一定の間隔を空けて２回接種することを定めるとともに、

都道府県や市町村が準備しておくべきことなどが示されていた。 
手引きは、都道府県の業務として、①計画的なワクチン流通が可能となるよう地域の

卸売業者との調整、②円滑な接種に向けた市町村との調整、③優先接種を行う医療従事

者等への接種体制の確保、④市町村で対応が困難な医学的知見を必要とする専門的相談

体制の確保、⑤市町村ごとのワクチンの割り当て量の決定――などを挙げていた。 
ワクチン接種の実施主体は市町村だが、県の業務もかなり多い。担当の健康増進課は
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当時、他のコロナ関連業務で手いっぱいの状況で、「手引き」に示された業務に二十数

人の課員で取り組むのは難しいと考えた。このため、高橋直人健康増進課長（現・財政

課長）が渡邊和彦知事政策局長（現・副知事）に相談し、新たな組織の検討を始めた。 
庁内では、「ワクチン接種は市町村が行うのだから、県が専門組織を設ける必要はな

い」、「健康増進課で対応できるのでは」という意見もあった。だが、最終的にワクチン

接種業務を巡る様々な課題に取り組む専従組織が不可欠と判断し、約１０人の新組織を

作る方針を固めた。約１０人という規模は、事務量に基づくものではなく、当時、県庁

内の各課から集められる職員が１０人程度だったからだ。 
１２月１８日には、厚労省の最初の自治体向け説明会が開催され、接種開始に向けて、

自治体の準備事項や大まかなスケジュールなどが示された。県は２１年１月８日に県内

２７市町村への説明会、１２日に県内の全６０病院を対象とした説明会を開き、接種体

制の迅速な構築に向けた準備を要請した。 
 
第３項 県「ワクチン班」の誕生 

２１年１月１４日、県の新型コロナウイルス感染症総合対策本部内に、総括課長補佐

級の中村直樹班長（現・知事政策局政策主幹）以下８人による「ワクチン班」が新設さ

れた。知事政策局から管理職を含む３人、県民生活、総務、農政の各部と防災局、人事

委員会事務局から各１人という構成で、健康増進課が担っていたワクチン接種業務を全

て引き継いだ。 
ワクチン班の当面の課題は、優先接種対象の１番目だった医療従事者への接種体制の

構築だ。当時は、ファイザー製ワクチンしかなく、マイナス７５度という超低温の状態

で輸送・保管する必要があり、取り扱いが非常に難しかった。超低温冷凍庫（ディープ

フリーザー）を備えた基本型接種施設（中核の医療機関）に運び込み、そこから連携型

接種施設（医療機関）などに輸送する。 
それらの施設を確保するため、ワクチン班は、県内の医療機関に協力要請に回った。

２９日には、県医師会、県薬剤師会、県歯科医師会に対し、優先接種対象となる医療従

事者数の集計を求めた。 
４月には班長以下職員が総入れ替えとなり計１１人になった。専門性が高いことから

引き継ぎは１週間並走方式とし、２１年度は８月以降、庁内部局からの職員は交代しな

いことにした。 
 

第４項 検討会と地区協議会 
県は２１年２月１日、ワクチン接種に向けた検討会議を県レベルと地区レベルの２段

階で設置することを決めた。 
県レベルの「県ワクチン接種検討会」は２月４日に発足した。医療従事者や住民への

接種体制、副反応など全県的な課題を協議する。ワクチン接種に関する県の施策や方向
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性をチェックする役割も担う。委員は９人で、県立中央病院総合診療科・感染症科の三

河貴裕部長、山梨大学病院感染制御部の井上修特任教授、県医師会の鈴木昌則副会長、

甲府市医師会の原理副会長のほか、県内の病院・高齢者施設の医師３人と、山梨、甲斐

両市の実務担当者２人で構成した。これに県ワクチン班の職員が事務局として加わった。 
発足当初は２週間に１回と頻繁に開かれることが多かった。２２年９月時点では月１

回程度の開催となっている。会長、座長といった代表は置いていない。 
地区レベルの「地区協議会」は、市町村が直面する具体的な課題を協議する。地区割

りは、①甲府市、②中巨摩（南アルプス・甲斐・中央市、昭和町）、③北巨摩（韮崎・北

杜市）、④笛吹・東山梨（笛吹・山梨・甲州市）、⑤西八代・南巨摩（市川三郷・富士川・

身延・早川・南部町）、⑥富士吉田（富士吉田市、富士河口湖・西桂町、忍野・山中湖・

鳴沢村）、⑦都留・北都留（都留・大月・上野原市、道志・小菅・丹波山村）――の７地

区だ。委員は、地区医師会長、接種実施施設の関係者、市町村職員、保健所職員らと県

ワクチン班の職員で構成し、準備の整った地区から順次スタートした。開催回数は地区

によって異なる。２１年の開催回数は、多くの人口と課題を抱える甲府市が１０回と最

多で、市町村をまたぐ広域的な集団接種を検討していた富士吉田も８回と多かった。 
 
第２節 市町村支援体制の強化 
第１項 接種実施計画の作成支援 

厚労省が２０年１２月に示した「手引き」は、市町村に対し、ワクチン接種を円滑に

行ううえで必要な作業内容や手順、人員・物資などを明確にするため、「予防接種実施

計画」の作成を求めていた。高齢者接種が始まる２１年４月に間に合うように実施計画

を作成しなければならなかった。 
「市町村は毎年繰り返されるルーチン業務には慣れているが、全く新しい業務に着手

する余力はあまりない。特に健康・福祉系部局は事務職員や保健師などの混成部隊で、

マンパワーのあるところではない。地域の医師会や医師、病院と調整・交渉しながら、

新たな任務を遂行できるか。県が伴走しないとかなり困難になると感じた」。県幹部の

１人は当時を振り返り、県による市町村支援の必要性について語った。 
県は２１年２月１日、医薬品開発支援大手「シミックホールディングス」（東京）と

地域ヘルスケアに関する包括連携協定を締結した。市町村のワクチン接種体制の構築を

支援する狙いだ。同社は各地の自治体とも連携協定を締結し、ワクチン接種などを支援

している。同社の中村和男最高経営責任者（ＣＥＯ）が甲府市出身で、コロナ禍前から

北杜市内に研究施設を設けていた縁もあった。担当者は「山梨県での支援を最も手厚く

行ったと感じている」と話している。 
 
第２項 市町村支援コーディネーター 

２１年４月から始まる高齢者向け接種に関連し、シミックの社員３人が２月１６日か
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ら市町村支援コーディネーターとして県ワクチン班に常駐した。接種会場での作業、接

種を受け持つ医師や看護師の調整、超低温冷凍庫からワクチンを取り出すタイミング、

会場に準備すべき物品リストなど、市町村の担当者が分からない点・困っている点につ

いて相談に応じ、細かな内容まで接種実施計画に反映させた。 
県内２７市町村のうち、２１市町が同社の支援を要請した。市町村の体制構築の支援

費用は県が負担した。２０年１２月から２１年３月末までに約８７０万円、２１年４月

から契約期間の６月末までに約１１９６万円が同社へ支払われている。接種会場へのス

タッフの派遣など、市町村の個別ニーズに応じた追加支援は、各市町村が同社と契約を

結んで行われた。 
同社の担当者は「高齢者への接種完了時期の前倒しなど、国からのトップダウンで物

事が決まることがあり、市町村のワクチン接種担当者は、困惑しつつもやらざるを得な

い状況だった。そうした中、私たちが現場に出向くなどしてワンストップで相談に応じ

たことで市町村の接種実施計画の作成に貢献できたと思っている」と話す。 
このほか県は、政府から示された先進的な取り組み事例を市町村へ情報提供するなど

して接種実施計画の作成を支援した。県内２７市町村は、高齢者接種の開始前には実施

計画を完成させた。 
 

第３項 知事と市町村長の意見交換 
長崎知事は定例記者会見や市町村長との意見交換会、県医師会や地区医師会との会議

など、あらゆる機会をとらえて、「新型コロナの収束には、ワクチン接種が切り札だ」

と強調し、接種の重要性を訴えてきた。 
２１年２月１０日には、ワクチンの円滑な接種をテーマに、長崎知事と市町村長との

オンライン会議が開催された。知事が県の市町村支援の内容を説明する一方、市町村長

らは自らの課題や要望を知事に伝えた。以下、会議の議事録から主な要望などを再録し

てみよう。 
「円滑なワクチン接種に向けたスケジュールの編成・準備にあたっては、国からワク

チンの供給量、供給時期を明確にしていただく必要があるので、国へ強力に働きかけを

お願いしたい」（樋口雄一・甲府市長） 
「ワクチン接種により、業務および人的負担が増えることから、医療機関の接種単価

の引き上げをお願いしたい」（堀内富久・都留市長） 
「ワクチンの副反応も起こり得ることを非常に心配している。分かりやすく、正しい

周知をお願いしたい」（高木晴雄・山梨市長） 
「集団接種に従事する市職員が先行接種を受けられるのか、懸念している。市職員の

先行接種が確実になるよう、プッシュをお願いしたい」（小林信保・大月市長） 
「国のワクチン接種円滑化システム（Ｖ－ＳＹＳ）、県のナビシステム、市町村が所

有する既存の記録システムなど、様々なシステムがある。これらのシステム間で情報を
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共有する連携のイメージがつかめず、大変苦慮している。県のシステム構築ではシステ

ムが一元化できるように、情報提供もお願いしたい」（内藤久夫・韮崎市長） 
「接種の際に必要な医療従事者の確保について、県医師会との統一的な調整を図って

いただきたい。県医師会と広域的な調整ができれば、報酬面について自治体で格差がな

くなり、実施がスムーズにできる」（鈴木幹夫・甲州市長） 
当時、市町村長のワクチン接種への関心は高く、特にワクチンの配分の時期と量の情

報提供や医療従事者の確保に関する要望が多かった。 
知事と市町村長のオンライン会議は２０年度に５回、２１年度に４回、２２年度に１

回、それぞれ開催されている。 
 

第４項 専門相談ダイヤルの開設 
県は２１年３月１日、医学的知見が必要で、市町村では対応が困難な専門的相談を県

民から受け付けるため、新型コロナワクチン専門相談ダイヤルを開設した。看護師、薬

剤師など医療スタッフが接種前の疑問や不安の解消、副反応の対応などについて、幅広

く相談に応じた。厚労省の「手引き」が、専門的な相談を住民から受け付ける体制を都

道府県が確保するよう求めていることに対応した。 
８月１日以降、６４歳以下の一般接種が始まると、外国人からの相談にも応じられる

よう、英語、ベトナム語、フランス語など、日本語以外の２１言語でも対応することに

した。電話をかけると、相談者、通訳、相談員の３者が話せる仕組みだ。相談受け付け

時間も当初は午前８時３０分～午後８時３０分だったが、午前９時～午前０時に拡大し

た。平日午前９時～午後８時３０分は５人のスタッフ、平日午後８時３０分～午前０時

と土・日曜、祝日は３人のスタッフが対応している。 
開設から２２年３月末までに２万１８３９件、２２年４月１日から９月３０日までに

６３６８件の相談が寄せられている。 
 

第５項 医療人材バンク 
 県内の市町村では、ワクチン接種を行う医療従事者の確保が困難な自治体が出てくる

ことが想定された。県は２１年５月、「医療従事者等人材バンク」制度の構築に向けて

検討を始めた。人材バンクは、接種に協力できる医師、看護師、准看護師、薬剤師、歯

科医師にバンクへ事前登録してもらい、市町村が医療従事者を確保できない場合、バン

クの登録者から人材を提供する仕組みだ。ワクチンの打ち手に加え、ワクチンの希釈・

充てん、経過観察ができる人材が必要とされた。 
県は６月１４日、県医師会や県看護協会、県薬剤師会、地区医師会、地区薬剤師会、

県官公立病院等協議会、民間病院協会へ制度の概要を説明した。同１７日には、県ワク

チン接種検討会でバンク制度の概要案を提示し、了承されたため、７月７日にバンクへ

の登録の受け付けを開始した。 
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 ２１年９月８日時点では、医師６１人が登録し、２０人が実際の業務に就いた。看護

師・准看護師は３９４人が登録し、１００人が業務に就いた。登録薬剤師１９１人のう

ち、１３人が業務に就いた。歯科医師は９５人が登録したが、業務に就くことはなかっ

た。 
 市町村などの接種会場での医療従事者の深刻な不足が懸念されたものの、実際には不

足しなかった。登録スタッフが業務に就いたのは、いずれも県による大規模接種会場だ。

その後も感染拡大に備え、人材バンク制度は存続させている。２２年９月１日時点の登

録者は医師７３人（実際の業務に就いた数は６５人）、看護師・准看護師５４４人（同

１８７人）、薬剤師２０５人（同１３人）、歯科医師１００人（同０人）だ。 
 
第３節 医療従事者向け接種 
第１項 接種の優先順位 

厚労省が２１年１月１５日に発出した「手引き」（１.１版）で、１、２回目接種の優

先順位を初めて示した。優先度が高い順に、①医療従事者など、②高齢者、③基礎疾患

を有する者、④高齢者施設等の従事者、⑤６０～６４歳の者、⑥上記以外の者――だ。

ワクチンが潤沢にあれば優先順位を定める必要はないが、当初はワクチンの数量が限ら

れていたため、配分・供給も段階的に行う必要があった。 
１、２回目接種の最優先対象である医療従事者の接種は、県が実施主体となった。県

内の医療従事者は約３万人。これに対し、厚労省が２月１９日に提示した県の医療従事

者向け第１回ワクチン配分量は約６０００人分（１万２０００回分）しかなかった。さ

らに細かな優先順位を決める必要に迫られた県は同日、県ワクチン接種検討会で意見聴

取したうえで、配分案を決定した。具体的には、①重点医療機関の医療従事者、②協力

医療機関や診療・検査医療機関の医療従事者、③救急隊員、保健所職員、宿泊療養施設

のスタッフで、感染者に直接かつ頻繁に接するなど感染リスクの高い医療従事者――を

優先配分の対象とした。 
一方、長崎知事は２月６日の全国知事会のオンライン会議で、医療従事者などに限ら

れた優先接種の対象について、接種会場を運営する自治体職員などへの拡大を求めた。

「接種する人に向き合う自治体職員や、送迎や案内を行う人など、ワクチン接種に携わ

る人を優先接種の対象にしてほしい」と訴えた。市町村長との意見交換会でも寄せられ

ていた要望だった。当初の「手引き」には、こうした職種は含まれていなかったが、本

県の要望などもあり、５月３１日発出の「手引き」（３版）からは、接種に従事する自

治体職員などが追加された。 
 

第２項 県内最初のワクチン接種 
２月１９日には、地域医療機能推進機構山梨病院（甲府市）で病院職員２４人にワク

チンを接種した。これが県内初のワクチン接種だ。同病院は問診兼接種室を２部屋設け、
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３月４日までに２０４人に１回目接種を実施した。県ワクチン班は、この接種状況を視

察して報告書を作成し、県内の市町村や医療関係者へ情報提供した。超低温冷凍庫や保

冷バッグ、ワクチンの入った小瓶、シリンジ、接種会場など、初めて見る人がイメージ

しやすいように、それらを写真に収め、簡潔なアドバイスを添えたレポートだ。 
県内の医療従事者らへの優先接種は３月８日、本格的にスタートした。第１弾の約６

０００人分（約１万２０００回分）のワクチンは、超低温冷凍庫を備えた中核施設であ

る「基本型接種施設」（県立中央、山梨大、富士吉田市立の３病院）へ冷凍で配送され

た。ここから地域に点在する「連携型接種施設」の医療機関に冷蔵配送された。 
当時、医療従事者向け第１弾と第２弾のワクチンを基本型接種施設から連携型接種施

設へ配送する際（３月８日～４月１５日）、配送を引き受ける業者がいなかった。当時

は配分量が限られていた貴重なワクチンで、揺れを減らすなど慎重な取り扱いが求めら

れていた。このため、破損などのリスクを負う業務を配送業者が手控えたためだ。ワク

チンが少量だったこともあり、３月８日の最初の配送はやむを得ず、県職員がタクシー

業者と保健所職員の協力を得ながら小分けにして運んだ。 
県は７月１日、医療従事者ら３万９１人が６月３０日をもって１、２回目接種を完了

したと発表した。予定していた医療従事者が都合により急きょ接種できなくなった場合、

貴重なワクチンを廃棄しないように家族などに接種した。県が把握していた医療従事者

数よりも多数の人が接種した結果、接種率はわずかながら１００％を超えた。 
 
第４節 高齢者向け接種 
第１項 最初に届いたワクチンの配分 

菅首相は２１年２月２４日、新型コロナワクチンの６５歳以上の高齢者向け接種につ

いて「４月１２日から開始する」と表明した。 
県内の６５歳以上の高齢者人口は約２５万人。その８割前後が接種を希望すると想定

すると、対象者は約２０万人になる。２回の接種をセットで行うため、希望者全員に接

種するには約４０万回分のワクチンが必要となった。 
厚労省の２月２４日の事務連絡で、本県の高齢者向けワクチンの第１回配分量は約１

万１０００人分（約２万２０００回分）と判明した。 
県は３月４日、県ワクチン接種検討会を開いて配分案を検討した。特別養護老人ホー

ム、介護老人保健施設などの高齢者施設入所者（８５００人分）と、モデル接種を行う

自治体（２５００人分）に最初に配分することを決定した。３月９日には、県内の２７

市町村に対し、モデル接種を希望する意向調査を実施。甲府、甲斐、南アルプス、北杜、

甲州の５市と早川町が手を挙げたが、モデル接種は課題を洗い出すために早期に実施す

る必要があり、最終的に甲府、甲斐、南アルプスの３市をモデル接種自治体に選んだ。 
 一方、県は３月２３日、市町村に対し、高齢者施設の入所者接種についての説明会を

開催した。厚労省から届いた高齢者向けの１万１０００人分のうち８５００人分を施設
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入所者に接種することを説明した。４月７日には特別養護老人ホーム、介護老人保健施

設などの管理者に対し、入所者の接種に伴って発生する業務についての協力依頼を行っ

た。最も早く接種が実施されたのは甲州市の４高齢者施設で、４月１９日だった。 
 
第２項 個別接種と集団接種 

市町村が実施するワクチン接種は、診療所や病院など医療施設で実施する「個別接種」

と、それ以外の場所に接種会場を設置して行う「集団接種」がある。県内の２７市町村

は、それぞれの地域事情に応じて「個別接種のみ」、「集団接種のみ」、「個別接種と集団

接種」と、様々な方式で接種を進めた。 
個別接種で開始が早かったのは、４月１９日の大月市（２７人）と中央市（２４人）

だ。２１日には身延町（４７人）でも接種が始まった。大月市の担当者は「市内の開業

医が市民へのワクチン接種に理解を示し、いち早く接種の準備に取りかかったため、早

期接種が実現した」と語る。 
集団接種で開始が早かったのはモデル自治体の３市だ。甲斐市は４月１５日から６日

間で約１０００人分、甲府市は１７日から３日間で約５００人分、南アルプス市は２０

日から９日間で約１０００人分を接種した。 
モデル接種自治体以外で集団接種の開始が早かったのは、南部町（５月６日）、昭和

町（同８日）、上野原市（同１０日）、中央市（同１１日）などだ。南部町の担当者は「当

時は新型コロナウイルスがどのようなものかわからない不安があり、早く接種したいと

いう町民の要望があった。町長の判断で連休明けから接種できるように取り組んだ」と

振り返る。 
個別接種のみ実施したのは笛吹市、道志村、小菅村の３自治体で、集団接種のみ実施

したのは山中湖村、早川町の２自治体だ。西桂町、忍野村は隣接する富士吉田市、鳴沢

村は富士河口湖町の集団接種会場でそれぞれ実施したため、西桂町と忍野、鳴沢両村で

は個別接種も集団接種も行われなかった。 
 
第３項 モデル自治体での混乱 

モデル接種自治体では、接種予約の段階で混乱が起きた。６５歳以上の人口は、甲斐

市が約１万９６００人、南アルプス市が１万９７００人とほぼ同じだが、予約を一斉に

受け付けたため、約１０００人分の予約枠に申し込みが殺到。インターネット枠はすぐ

に予定数に達し、電話は長時間つながらない状況に陥った。 
人口の多い甲府市は、相生地区の６５歳以上の高齢者５００人に限定して予約を受け

付けた。同地区の６５歳以上人口は約１１００人だったが、こちらも申し込みが相次ぎ、

すぐに予定数に達した。当時は、ワクチンの配分量が極めて少ないうえ、感染を避ける

ため一刻も早く接種したいと考える高齢者が多かった。甲斐市では９６５人、南アルプ

ス市では９７２人、甲府市では４８９人が数日間で１回目の接種を終えた。また２１日
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間の間隔を空けてそれぞれ２回目の接種も済ませた。 
モデル３市の接種予約が混乱したことが３市の実績報告書に盛り込まれたため、他の

市町村では、年齢の高い順に５～１０歳刻みで予約を受け付けるなどの工夫を行うこと

ができた。３市の教訓が生かされた格好だ。予約時の混乱以外にも、「予診や接種の流

れが良かったため、接種後の経過観察の部屋に人が多くなり、予診を止めた時間があっ

た」、「高齢者が対象のため、介助者同伴の場合が多かった。その場合は介助者も予診室

に入ってもらった」、「よく尋ねられたのは『入浴してよいか』『運動してよいか』『飲酒

してよいか』などの質問だった」など、モデル３市の接種で得られた多くの知見は他の

市町村の会場設営などに生かされた。 
県内の６５歳以上の高齢者約２５万人に対する接種は、４月中は高齢者施設入所者と

モデル３市の高齢者にとどまった。翌５月の大型連休後、政府から配分されるワクチン

量が増加する中で本格化していった。 
 
第２章 接種の加速化（２１年４月～） 

第１節 政府の地方支援 
第１項 総務省の地方支援本部 

「まもなく村民に対する新型コロナウイルスワクチン接種が始まると思いますが、７

月末までに終えることができそうですか。支障となっているものがあれば総務省が全面

的に支援をするので何でも言ってください」 
２１年４月下旬、総務省の田中聖也・大臣官房参事官（現・総務省自治行政局行政課

長）から、そのような内容の電話を受けたことを小菅村の舩木直美村長は記憶している。

田中参事官は１１年４月から１３年３月まで、山梨県庁へ出向し、総務部長を務めた。

舩木村長は「小さな村を心配してくれてありがとう。村職員をあげて入念に準備を進め

てきたからこちらは大丈夫」と答えた。 
菅首相は４月２３日の記者会見で、６５歳以上の高齢者接種について「７月末を念頭

に、各自治体が希望者に２回の接種を終えることができるよう、政府を挙げて取り組む」

と力説した。７月２３日に東京五輪の開幕を控えて、コロナの感染拡大に歯止めをかけ

るため、高齢者のワクチン接種の完了時期を大幅に前倒しする方針の表明だった。 
コロナの感染状況と東京五輪の成否は菅政権の運命を左右するうえ、総務相経験者で

ある菅首相は総務省に強い影響力を持つ。首相発言を受け、総務省は４月２７日、「ワ

クチン接種地方支援本部」の初会合を開き、武田良太総務相が「省の総力を挙げて取り

組む」と強調した。支援本部は、都道府県の副知事や政令市の副市長らと省内の課長級

職員が１対１で連絡をとる体制を整え、接種完了の前倒しを全力で後押しした。 
山梨県の場合、田中参事官と渡邊副知事が高齢者への接種完了の前倒しについて実務的

なやり取りを交わした。総務省の支援本部は、個別の市町村にもあらゆる機会を通じて働き

かけることとしており、県内の市町村長と面識や交流のある職員がそれぞれワクチンの早



- 213 - 
 

期接種を個別に要請した。田中参事官から舩木村長が受けた電話もその一環だ。「舩木村長

は、私の山梨在任中に初当選され、よく存じ上げていた」と田中参事官。「私が電話した市

町村長からは、接種会場までの高齢者の交通手段の確保、地域医師会との調整の支援などを

要望されたことが記憶に残っている」と語った。こうしたローラー方式で集めた市町村の要

望は総務省支援本部でまとめられ、厚労省に伝えられた。 
 

第２項 接種計画の再検討支援 
県内の大半の市町村は当初、県からのワクチン配分量を基に、地域の医師会と協議し、

地域の実情に合わせた接種計画を策定していた。最初から７月末までに接種完了の見通

しだった自治体は問題なかったが、完了予定が８月以降だった自治体は計画の大幅な前

倒しを各方面から迫られた。 
一方、４月末時点の全県民に対する接種率は０.９％にとどまっていた。政府が確保し

ていた米ファイザー製ワクチンの量が少なく、県への配分量も限られていたためだ。県

内２７市町村のうち１８市町村が、４月末時点になっても高齢者接種（高齢者施設の入

所者は除く）を開始できなかった。 
厚労省からの調査依頼で、県ワクチン班は４月７日、２７市町村に２回目のワクチン

接種の完了予定時期を尋ねた。最も早い「５～６月中」と回答したのが小菅村など５町

村で、「７月中」が大月市など９市町村、「８月１６日の週」が２市、「８月３０日以降」

または「検討中」が１１市町村もあった。 
県ワクチン班は、総務省からの調査依頼で、７月末の接種完了に向けた課題をあぶり

出すとともに、その具体的な解決策を探った。市町村の担当者に何回も電話を入れ、個

別接種の開始日を早めたり、集団接種会場の受付時間を長くしたり、接種会場を増やし

たりするなどの方策を検討し、要請した。４月２６日には、２７市町村に高齢者接種の

計画を再検討し、完了時期を明示するよう求める再調査を実施した。翌２７日に届いた

回答では「検討中」はなくなったものの、依然として「８月中」と答えたのが１２市町

村、「９月中～１１月中」も１市あった。２７市町村の半数近くが７月末までに完了す

る見通しを立てられずにいた。 
県ワクチン班は、７月末までに接種が完了できないと回答した市町村から、支障とな

っている具体的な問題の内容や、前倒しに必要な対応、政府への要望などを詳細に聞き

取った。各市町村からは当初、「ワクチン供給が安定しないと接種計画が立てられない」

「医療従事者など接種にかかわる人材の確保が難しい」といった声が多かった。だが、

県と市町村が綿密にやり取りを重ねる中で、「希望したワクチンが確実に届くなら、前

倒しは可能」と考える市町村が徐々に増えていった。５月１０日時点で、２４市町村か

ら「７月末までに接種を完了する見通し」との回答を得た。 
これら一連の経緯について、ある市のワクチン接種担当者は「今思い起こすと、県が

医療スタッフを送り込んでくれることはなかったが、『何としても７月末までに接種を
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完了してほしい』という県の意気込みに、私たちが押し切られた感じだった」と語る。 
 
第３項 厚労省による接種対策費の上乗せ助成 

市町村のワクチン接種担当者にとって、７月末までの高齢者接種完了の前倒しは、医

師や看護師、地元医師会の協力なくしては不可能な難問だった。「医師会の先生に何度

もお願いして作った計画を白紙にして、最初からやり直すことなどできるだろうか」「小

さな町なので医師や看護師の数が限られる。増員はできないので、医師や看護師に時間

を延長して対応してもらうしかない」。そんな悲鳴が市町村の担当者から上がった。 
ここで厚労省が行ったのは金銭面の支援だ。当初はワクチン接種の委託費用について

全国統一の単価とし、１、２回目接種とも共通の２０７０円としていた。内訳は、予診

費１５４０円、接種費（注射料）３５０円、接種実施医療機関の事務費１８０円。ワク

チン代は政府が確保・供給するため接種費用には含まれない。 
厚労省は４月３０日、ワクチン接種を行う医師・看護師を確保するため、時間外・休

日の接種費に上乗せ助成するとの事務連絡を出した。具体的には、１人あたり２０７０

円の接種委託費用について、診療時間外の接種は７３０円、休日の接種は２１３０円を

上乗せした。診療時間外・休日に集団接種会場へ医師・看護師を派遣した医療機関に対

しては、医師は１人１時間当たり７５５０円、看護師は同２７６０円を支払うことにし

た。 
 

第４項 個別接種の加速化に向けた支援 
厚労省は５月２５日、さらなる接種の加速化を図るため、診療所ごとの接種回数の底

上げと、接種を実施する医療機関数の増加の両面から支援するとの事務連絡を出した。 
具体的には、７月末までに、診療所が週１００回以上の接種を４週間以上行った場合、

１回の接種につき２０００円を上乗せする。また、週１５０回以上の接種を４週間以上

行った場合は同３０００円を上乗せする。どちらかの要件を満たした週のみが対象だ。

例えば、週１５０回が４週、週１００回が２週あった場合は、「週１５０回が４週」が

適用され、１回の接種につき３０００円を上乗せする。こうした診療所支援との重複は

できないが、接種を実施する診療所や病院が１日５０回以上のまとまった接種を行った

場合は、１日当たり１０万円を支払うという優遇措置も用意した。 
 接種完了時期の前倒しに伴い、接種計画を組み直した市町村では、多くの担当者が「医

師会に接種をお願いするうえで、時宜を得た支援策だった」と評価している。接種費用

の上乗せは、開業医らが接種に参加する意欲の向上につながったとみられる。一方で、

「国の助成制度の仕組みがとても複雑」「わかりにくい」といった声も市町村職員から

上がった。 
こうした厚労省の支援のほか、県内の市町村が医療機関に独自の協力金の支給を決め

たケースもある。例えば、南アルプス市は、集団接種、個別接種それぞれ１医療機関あ
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たり５０万円、最大で計１００万円を支給した。さらに個別接種では、１人あたり２０

００円を診療報酬に上乗せした。財源は国の地方創生臨時交付金だ。南アルプス市に隣

接する中央、甲斐両市と昭和町も、集団・個別接種で１か月あたり５万円の協力金を支

払った。 
ただ、こうした協力金について、医療関係者からは「地域によって支援金に差が出る

のは好ましくない」、「県が支援金を統一してはどうか」といった声も出ていた。 
 
第５項 高齢者接種の目標達成 

５月末時点での全県民に対する接種率は３.５％だったが、市町村に対する総務省の

綿密な働きかけ、厚労省の接種委託費の引き上げなど、様々な政府の支援策に加え、６

月以降は県へのワクチン配分量が徐々に増え、高齢者向け接種が加速した。 
接種率の目標を考える際、注目されるのが「集団免疫」だ。人口の一定以上の人が免

疫を持つと、感染者が出ても、他の人に感染しにくくなることで、感染症が流行しにく

くなる状態を言う。新型コロナワクチンに集団免疫の効果があるかどうかについて、人

口の７～９割が免疫を持てば集団免疫の効果があるとする見解を米政府新型コロナウ

イルス対策チームが示していると報道され、日本国内でも注目された。 
県ワクチン接種検討会の委員である県医師会の鈴木副会長は読売調査研究機構のヒ

アリングで、「ワクチン接種検討会は当初、集団免疫の獲得目標を５２万人、１２歳以

上人口の７０％としていた」と明かした。県ワクチン班の１人も、「集団免疫の効果を

期待し、７割の接種率を目標に取り組んだが、接種が順調に進んだので、途中から８割

に変更した」と証言している。 
７月２９日時点で、６５歳以上の高齢者に対する１回目接種は２１万６４９５回で、

接種率８６.９％。２回目接種は１９万４０４８回で、接種率は７７.９％に達した。政

府のワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）未登録分や、７月３１日までの接種予定分を

合わせると、ついに８０％を超える見込みとなり、７月末には接種希望者全員への接種

の完了が確実となった。 
長崎知事は８月３日の記者会見で、「６５歳以上の高齢者の約８割が２回の接種を完

了した」と正式に発表した。菅首相が掲げた「希望する高齢者全員の接種を７月末まで

に完了する」という目標は、本県でも達成された。 
厚労省は、ワクチンの接種枠に余裕のある市町村は、高齢者以外で基礎疾患のある人

や、１２歳以上６４歳以下の一般の人へと順に接種対象を広げてよいと指導しており、

８月以降は一般への接種が広がっていった。 
 
第２節 妊婦への接種 

新型コロナの変異株・デルタ株が猛威を振るった２１年８月、妊婦の感染例が多数報

告されていた。厚労省によると、妊娠中に新型コロナに感染すると、特に妊娠後期は重
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症化しやすく、早産のリスクが高まるとされた。また、日本で承認されているワクチン

が妊婦や胎児、母乳、生殖器に悪い影響を及ぼすという報告はなかった。 
こうした最新の知見に基づいて日本産科婦人科学会や日本産婦人科医会、日本産婦人

科感染症学会は８月１４日、妊婦とその配偶者にワクチン接種を呼びかけるメッセージ

を発表した。厚労省も２３日、妊婦と配偶者が接種を希望する場合、できるだけ早期に

接種を受けることができるよう、各自治体に特段の配慮を求めた。 
 さらに県は２７日、妊婦と配偶者の優先接種に関する指針を作成し、市町村と地区医

師会に発出した。指針には、妊婦と配偶者の接種の優先順位について一般の中で上位と

すること、産科医療機関以外で接種する場合は事前に産科主治医に相談し、所見を接種

会場の予診医に伝えること、妊婦は時期を問わず接種を推奨することなどが含まれた。 
 また、市町村の事前の問い合わせや、産科医療施設以外の個別接種、集団接種会場で

の問い合わせに適切に対応できるように県は「Ｑ＆Ａ」（問い合わせ集）を作成した。

妊婦や配偶者向けには厚労省のリーフレット「妊娠中・授乳中・妊娠を計画中の方へ」

を県のＨＰに掲載した。いずれも妊婦が早急に、安心して接種を受けられることを目指

したものだ。 
 厚労省は当初、妊婦に対する科学的知見が乏しかったため、ワクチン接種は努力義務

の適用外とした。その後、母胎や胎児への安全性について多くの知見が集まったとして、

２２年１月に妊婦への接種について努力義務を適用することとし、２月２１日から新た

な予防接種法施行令が施行された。 
 
第３節 職域接種の開始 
第１項 県の相談窓口 

厚労省は２１年６月１日、企業や大学など職域単位のワクチン接種を２１日から可能

とする事務連絡を発出した。これを受けて、県は、職域接種を希望する企業や大学、団

体向けの相談窓口を設置した。 
職域接種は、市町村の負担を軽減し、接種の加速化を図るため、賛同する企業や大学

などが職域単位で実施するものだ。接種に必要な医師や看護師、会場などは、企業や大

学などが自ら確保し、市町村の接種事業に影響を与えないこととしている。医療従事者

や高齢者、基礎疾患がある人といった接種の優先順とは関係なく、職域単位で接種でき

る。職域接種の申請は６月８日に開始された。基本的には、実施団体と厚労省が直接協

議する予定だったが、詳細な内容に関する問い合わせには、県も対応が求められた。 
 
第２項 山梨大で最初の職域接種 

県内では６月２２日、山梨大学が甲府キャンパス（甲府市）で教職員とその家族、学

生を対象にいち早く職域接種をスタートした。同大は１１月末までに、同キャンパスと

医学部キャンパス（中央市）の教職員とその家族、学生計１万８０００人余りに２回の
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接種を実施した。県立大学（甲府市）、健康科学大学（富士河口湖町）、都留文科大学（都

留市）でも行われた。 
企業・団体では、産業用ロボットなどの機械メーカー、ファナック（忍野村）や JA

山梨中央会（甲府市）、富士急グループ（富士吉田市）、山梨中央銀行（甲府市）などが

早い時点で承認を受け、職域接種を実施した。県内企業・団体から３９件の職域接種の

申請があり、このうち２９企業・団体が１１月下旬までに計５万７７９２人に接種を実

施した。 
中でも山梨大の接種は全体の３１.２％を占め、接種数では群を抜いていた。これとは

別に、県立大学や都留文科大学と、県内の２００以上の企業でつくる県ニュービジネス

協議会（甲府市）の職域接種会場にも山梨大病院の医療従事者が出向いて接種を行った。

この背景には、コロナ禍に突入して以降、長崎知事と山梨大の島田眞路学長が緊密に連

絡を取り合っていたことがある。 
山梨大の職域接種計画を見ると、山梨大学の学生、教職員、家族だけでなく、県立大

学など周辺教育機関の学生、教職員、家族、一般企業の従業員や家族を計画段階から接

種対象に組み込んでいた。 
島田学長は本機構のヒアリングで、「県が新しい政策を打ち出す際、山梨大はだいた

い事前に相談を受けている。だから県の政策に賛同することが多い。山梨大がこれほど

県と一緒に協力することは過去にはそうそうなかった」と語っている。 
 
第３項 障害者施設職員への集中接種 

山梨大学が長崎知事からの要請を受けて取り組んだ画期的な接種がある。県内の障害

者施設の職員に対する接種だ。 
韮崎市の障害者施設で２１年６月初め、クラスターが発生した。これを機に、知事は

６月７日、この施設だけでなく、県内のすべての障害者施設の職員に優先接種を実施す

るよう指示した。当時、県の大規模接種センターは開設されていなかった。その開設を

待っていては接種が遅くなるため、知事が山梨大学の島田学長に協力依頼し、山梨大の

職域接種の枠組みを利用して障害者施設職員の接種を実施することにしたのだ。 
もともと島田学長はワクチン接種を積極的に実施するべきだという考えで、県の要請

を快諾した。これを受け、県障害福祉課は県内の障害者施設を運営する約３００法人に

対し、メーリングリストを使って接種を呼びかけた。希望者数をとりまとめ、６月２８

日から７月８日にかけて山梨大学と連携して約２４００人に接種を実施した。施設職員

はシフト制で勤務しているため、それぞれが都合のよい時間帯に会場に出向いた。 
長崎知事は「職域接種で山梨大学の強い当事者意識が得られたことは、とても幸運だ

った。打ち手の確保という問題が山梨大学によって解決された」と述べ、山梨大の対応

を称賛した。 
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第４項 底をついたモデルナ製ワクチン 
市町村の個別・集団接種はファイザー製ワクチンを使用したのに対し、職域接種では

米モデルナ製ワクチンが使われた。全国で職域接種の申請数が厚労省の想定を大きく超

え、モデルナ製ワクチンの配送可能量の上限に達した。このため、ワクチン担当の河野

太郎行政・規制改革相は６月２３日、職域接種の申請受け付けの一時中止を発表した。 
６月２５日時点で、県内企業・団体からは３９件の職域接種が厚労省に申請されてい

た。承認されていたのは１５件（接種予定人数５万５５００人）で、残る２４件（同５

万８４００人）は承認待ちとなった。 
承認待ちとなった企業の担当者からは、「市町村のワクチン接種より早く接種できる

と思ったのに待たされるとはひどい」「配分スケジュールが示されず、接種計画が立て

られない」といった困惑の声が上がった。 
全国でモデルナ製ワクチンの供給のめどがついたのは８月中旬だった。県内では承認

待ちとなっていた２４件のうち、承認を得て職域接種を行ったのは１４件だった。この

うち１０件は承認が遅れたため、８月下旬以降の接種開始となった。８月中旬には県が

運営する大規模接種会場が開設され、職域接種を申請した企業・団体関係者の中には職

域接種会場の開設を待たずに、県の大規模接種会場で接種を済ませる人も多かった。 
このため、当初申請していた接種予定人数の半数に達しない職域接種が３件あった。

ある団体は３６００人の接種を予定していたが、実績は５４５人だった。 
職域接種を巡っては、「同一の接種会場で２回の接種を完了する」「最低２０００回（１

０００人分）程度の接種を基本とする」という要件がある。このため、もともと診療所

を持ち、従業員が１０００人超の大企業が実施するのは比較的容易だが、中小企業の場

合は、接種対象者の確保、合意形成、医師や会場の確保などの課題が生じる。 
１０００人超の接種対象者を確保することができない企業・団体からは、県に対して

「他の団体とマッチングしてもらえないか」という相談が寄せられた。１、２回目接種

の際にはこうした相談が計８件あり、山梨大学の職域接種の枠組みに各種専門学校が組

み込まれるなど、マッチングは全て成功した。 
 

第４節 県が実施した大規模接種 
第１項 寮生活を送る中高校生らの接種 

甲斐市の日本航空学園が運営する日本航空高校の生徒寮で２１年６月中旬、数十人規

模のクラスターが発生した。同校には普通科のほか、全国でも珍しい航空科がある。パ

イロットなどを目指す生徒が全国から集まるため、敷地内に生徒寮があり、全校生徒約

６７０人の約８割が寮生活をしている。クラスターは教職員にも拡大した。 
学園側から県に生徒への早期接種の要望があった。これを機に県は、日本航空高校の

生徒だけでなく、県内で寮生活を送る中学・高校生、児童養護施設入所者らを対象とす

るワクチン接種を実施することを発案した。 
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長崎知事が６月１９日、甲斐市長に協力依頼し、中高校生ら約１２００人に対し、同

校の体育館を会場に、可能な限り速やかに接種を行うことを決めた。７月３、４日を１

回目、同２４、２５日を２回目の接種日とした。 
県ワクチン班が当初、１日当たり１２００人を接種するという想定で試算したところ、

医師３人、看護師１２人、事務スタッフ１０人が必要になるという結果が出た。 
短期間でこれらの医療人材を確保し、会場設営を行うのは相当の困難が想定された。

医師３人は、知事自らが電話して協力を依頼した。看護師１２人は、県の「人材バンク」

のツテを頼りに集めた。事務スタッフはワクチン班を総動員したほか、県教委や県民生

活部、甲斐市、日本航空高校の職員が対応した。実際には接種対象者が約２０００人に

増加し、医師３人では足らず、甲斐市から医師２人の協力を得た。事務スタッフも二十

数人を追加で確保した。 
 
第２項 綱渡りの接種体制 

２１年６月中旬の当時は、企業・団体による職域接種、県による大規模接種のどちら

もモデルナ製ワクチンを使うとされていた。しかし、モデルナ製は年齢的に中高校生へ

の接種が認められていなかった。そこで、県ワクチン班は知恵を絞った。ファイザー製

を使える集団接種会場として、甲斐市に会場登録してもらい、実際の運営は県が行った。

市町村の集団接種の形式を取りつつ、実態は県による大規模接種という異例の接種体制

だった。 
一方、県は当時、ファイザー製ワクチンの余剰分を持ち合わせていなかった。このた

め、甲府市が確保していたワクチン３０００回分を一時的に借り受けた。実は、厚労省

の７月２日の「手引き」（３.２版）までは、「基本型接種施設から分配されたワクチンを

別の接種施設に対して、さらに分配することはできない」としていたが、強制力はなか

った。県は、寮生活を送る中高生らの接種を優先し、厚労省の勧めるルールには目をつ

ぶった形だ。全国的にも珍しい事例だったとみられる。 
当時の県の担当者は「厚労省は追跡可能性の点からワクチンを再分配してはならない

というルールにしていたが、実際は意味を持っていなかった。それまでにも厚労省に何

回も意見を述べていた」と明かした。 
７月２６日に発出された厚労省の「手引き」（３.３版）では、「基本型接種施設から分

配されたワクチンを別の接種施設に対して、さらに分配することができる」と改訂され

た。山梨県の対応を追認した格好だ。 
日本航空高校での職域接種では、部活動で疲労した状態の生徒が接種直後に失神した

り、失神した友人を見た生徒の気分が悪くなったりした。救急車も出動したが、いずれ

も大事には至らなかった。県ワクチン班としては終始、綱渡りの対応の連続で、貴重な

ケーススタディーとなった。 
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第３項 大規模接種センターの開設 
ワクチン接種は本来、市町村の業務だが、接種を加速化するため、県は５月から、県

が実施主体の「山梨県ワクチンセンター（大規模接種センター）」の設置を検討してき

た。政府は既に、自衛隊の協力を得て、５月２４日に東京と大阪に大規模接種センター

をそれぞれ開設していた。 
ちなみに政府や県が行うワクチン接種は、会場の規模にかかわらず、市町村の個別・

集団接種と区別するため、「大規模接種」と呼ばれる。市町村の接種は、接種会場の規

模が大きくても「大規模接種」と言わない。 
大規模接種センターの開設に向けて、県は６月１０日に県ワクチン接種検討会に対し

て、１８日には医師会や病院などに対して、センターの制度などを説明した。７月１５

日には、センターの概要案を県ワクチン接種検討会に提示し、承認された。２１日には

大規模接種センター２か所の開設を発表した。 
県富士吉田合同庁舎（富士吉田市）のセンターは８月１０日から１０日間で約４００

０人、コンベンション施設「アイメッセ山梨」（甲府市）は１８日から１２日間で約２

万１０００人にそれぞれ接種する計画を立てた。 
 

第４項 ２万人が訪れた接種会場 
県は当初、学校の教職員、警察職員、グリーン・ゾーン認証を受けた飲食・宿泊施設

の従業員など、感染リスクの高い業種に対象を絞って、大規模接種センターでの接種を

呼びかけた。しかし、予約率は３～４割と低迷した。そこで、アイメッセ山梨会場の約

２万１０００人分のうち、約１万人分の対象を１８歳以上の一般県民に拡大した。する

と、８月１７日からの予約受け付けでは一転して申し込みが殺到し、一気に予約枠が埋

まった。１８～２９日に１回目接種が実施されたアイメッセ山梨では、１２日間で２万

５１人が会場を訪れた。３週間後の９月８～１９日の２回目接種には１万９９６６人が

訪れた。 
県は、接種会場までの交通手段として、無料シャトルバスの運行を県バス協会に委託

した。アイメッセ山梨と甲府駅、身延線小井川駅、北巨摩・南巨摩・東山梨の３合同庁

舎を結ぶ５ルートと、富士吉田合同庁舎と富士急行線富士山駅、南都留合同庁舎を結ぶ

２ルートだ。 
県は、大規模接種が好調だったことから、甲府駅から近い県立図書館（甲府市）を大

規模接種会場に加えた。１０００人の枠を設け、１回目接種を８月２６日から４日間、

２回目接種を同年９月１６日から４日間行った。最終的に、富士吉田合同庁舎、アイメ

ッセ山梨、県立図書館の３会場では、計４万９６７０人に接種を実施した。 
 
第５項 供給不足で市町村が体制縮小 

県の大規模接種会場がフル稼働していた８月、６４歳以下の人たちへの接種を始めた
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市町村の中には、接種体制を縮小せざるを得なくなるケースが生じた。７月末までに６

５歳以上の高齢者向け接種を完了させるため、県内の市町村は７月、過去最高のペース

で接種を実施した。しかし、高齢者接種の完了にめどが立つと、厚労省は８月のワクチ

ン配分量を７月より減らした。 
７月１３日の厚労省の通知によると、８月２～１５日の県内市町村へのワクチン配分

量は計７万９５６０回分だった。市町村の希望総数１９万６５６０回分の４割に過ぎな

い。ワクチンの供給不足が判明したため、市町村は予約受け付け数を絞り込むなどして

対応した。 
県外の自治体では、受け付けた予約をキャンセルしたり、新規予約を停止したりする

ケースがあった。例えば、神戸市は６月以降、政府からの供給量が市の希望量の半分以

下となり、２回目接種に必要なワクチンを確保できない見通しとなったとして、７月２

日、新規予約の受け付けを一時停止した。ファイザー製ワクチンを使用する集団・大規

模接種では６日以降の１回目接種の予約を、また個別接種では１２日以降の１回目接種

の予約を全てキャンセルせざるを得なくなった。キャンセル対象者は１０万人以上にも

なった。 
秋田県大仙市でも、７月７日に新規予約を一時停止した。８月中旬以降に１回目接種

の予約を入れていた人については、日程を再調整した。 
県内２７市町村では、新規予約の停止や予約のキャンセルはなかったが、ある市のワ

クチン接種担当者は「８月のワクチン配分量はピーク時の半分以下。突然こんな事態と

なり、『政府は何を考えているのか』と落胆した」と打ち明けた。 
８月は市町村の接種が減ったものの、県には別枠でワクチン３万４２０回分が政府か

ら届き、県の大規模接種をスタートさせることができた。このため８月の県全体の接種

回数が大きく落ち込むことはなかった。 
県は当初、モデルナ製ワクチンを使って大規模接種の準備を進めていた。ところが、

職域接種でモデルナ製ワクチンが底をついたため、県はファイザー製を使用することに

なった。ファイザー製とモデルナ製では冷凍管理する温度や、１回目と２回目の接種の

間隔が異なる。大規模接種会場の準備は全てやり直しになった。ただ、結果的に、後に

敬遠されるモデルナ製に代わり、ファイザー製を大量に確保することができたのは幸い

で、３回目接種でのファイザー製の優先接種が可能となった。 
 
第５節 市町村別の１、２回目接種率 
第１項 注目された甲府市の接種率 

県内２７市町村の中で、県都・甲府市の１２歳以上の接種対象人口は約１７万人で、

県全体の約２割を占める。甲府市の接種の動向が県全体の接種率に大きく影響するため、

県は注目していた。甲府市は集団接種のモデル市として、甲斐市に次いで県内で２番目

に早く４月１７日から接種を開始した。新型コロナワクチンを巡っては２２年３月に５
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歳以上の接種が始まるまでは、１２歳以上が接種対象だった。そこで２２年２月１２日

時点の政府のワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）に基づく１２歳以上のデータで、甲

府市と県の接種率を比較してみた。 
２１年５月頃まではワクチンの配分量が極めて限られていたため、ほとんど差はない。

しかし、６月末時点では甲府市が８.２％、県が１５.７％で、甲府市は県に２倍近くも

差がついた。高齢者への接種がほぼ完了した７月末時点では、甲府市と県平均の差が２.
１ポイントに縮まったものの、そ

の後、１２月末まで甲府市が県を

上回ることはなかった。 
甲府市は２１年の６５歳以上

の高齢化率が２９.７％で、県内２

７市町村で７番目に低い。県平均

は３０.８％。若年層ほど接種率が

下がる傾向がある中、甲府市の６

４歳未満の人口比率が県全体よ

りやや高いため、甲府市の接種率

が県を上回るのは困難な面もあ

る。ただ、甲府市のワクチン接種

の出遅れを指摘する声も少なくない。その一つが、甲府市の接種券の発送業務が遅かっ

たという県幹部の指摘だ。 
平成の大合併以前まで県内第２の都市だった富士吉田市を例に比べてみよう。富士吉

田市は、接種対象人口が約４万４０００人で、７５歳以上の高齢者へ接種券を発送した

のは４月２３日。予約開始が５月６日で、接種開始は５月２４日だ。 
一方、甲府市が７５歳以上の高齢者へ接種券を発送したのは５月２４日。予約開始は

６月１日で、接種開始は６月５日だ。接種対象者の規模が富士吉田市の約４倍であるこ

とを考慮すると、甲府市はもっと早く準備に入るべきだったのではないか。 
甲府市は接種を加速させるため、６月下旬にアイメッセ山梨に、７月上旬には「甲府

記念日ホテル」に大規模な接種会場を設けた。６月の接種者数が８２７３人だったのに

対し、７月は一気に４万５０３２人に増えた。ただ、アイメッセ山梨会場では初日、県

内最大級の会場とあって入り口に多くの接種希望者があふれ、受け付けなどに時間を要

した。県幹部は「４月に集団接種のモデル会場を設置した体験がアイメッセ山梨会場で

は生かされなかった」と語る。 
また、「ワクチン接種が感染拡大防止の最重要課題なのに、甲府市はワクチン接種体

制の構築という点で危機意識に欠けていた」と指摘する甲府市内の医師もいる。 
これに対し、甲府市福祉保健部の担当者は「１回目接種を済ませた後に、ワクチンが

足りなくなって２回目接種を受けられないという『２回目難民』を出さないために、ワ
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クチンの配分量を慎重に見極めた。２回目難民を出すことはなく、２１年末には接種率

は８割に達し、希望する市民には無事に接種を実施できたと考えている」と説明してい

る。 
 
第２項 最下位からトップになった忍野村 

１、２回目接種について、菅首相は６５歳以上の高齢者の接種を２１年７月末までに、

希望する国民全員への接種を１０～１１月の早い時期に完了させるという目標を掲げ

た。そこで、７月末時点と１２月末時点における１２歳以上の対象人口に対する２７市

町村の接種率を見てみよう。こちらも、２２年２月１２日時点のＶＲＳのデータで１２

歳以上に対する接種率を比較する。 
まず７月末時点では、県内１３市で最も接種率が高かったのは大月市で、４６.０％だ

った。以下は、都留市（４３.４％）、山梨市（４３.３％）の順だ。最も低かったのは富 
士吉田市３２.２％で、中央市（３２.７％）や笛吹市（３２.９％）も低い。この時点で

市部では最大１３.８ポイントの差があった。富士吉田市が低かったのは、集団接種のみ

で対応し、開始日が５月２４日と比較的遅かったことが影響したようだ。笛吹市は、
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果樹農家が多く、農繁期で接種を遅らせている住民が多かったとみられる。 
県内１４町村で最も高かったのは小菅村で８２.５％だ。丹波山村（８１.３％）、道志

村（７４.３％）が続いた。最も低いのは忍野村の２４.４％で、次いで昭和町（２９.２％）、

富士河口湖町（３２.４％）。こちらは最大５８.１ポイントもの格差があった。 
 次に１２月末時点では、県内１３市で最も高かったのは山梨市で９０.１％だった。以

下は、上野原市（８９.７％）、大月市（８９.０％）の順だ。最も低かったのは北杜市の

８３.６％で、次いで甲府市（８４.９％）、笛吹市（８６.４％）が続く。市部では最大６.
５ポイントの差があった。 

１４町村で最も高かったのは忍野村の９２.５％で、以下は道志村（９２.４％）、小菅

村（９１.３％）が続く。最低は丹波山村で８６.５％、次いで昭和町（８６.８％）、山中

湖村（８７.８％）だった。町村部の差は最大６.０ポイントで市部とほぼ同じだ。市部、

町村部ともに７月末より１２月末の方が差は縮まっている。 
 ７月末時点で最も低かった忍野村が１２月末時点で一気にトップとなったのは、ファ

ナック社の職域接種（６月２８日～８月２５日）で３８９９人が接種したことが影響し

たとみられる。この数は、忍野村の接種対象人口８５０６人の４５.８％を占めており、

７月１日時点ではＶＲＳへの登録が間に合わず、接種率に反映されなかったようだ。 
 
第３章 様々な接種促進策（２１年９月～） 

第１節 若年層への接種促進策 
第１項 山梨大に若者接種センター 

県は２１年９月１５日、山梨大に設置するワクチン接種センターの運営について、同

大と協議した。その結果、２７日から医学部キャンパス（中央市）で「若者接種センタ

ー」が開設されることになった。県内在住の１２～３９歳を対象に県が予約を受け付け、

山梨大が運営する方式だった。１０月７日までの１回目接種と１０月２５日～１１月４

日の２回目接種に各２０００人の接種枠（１日あたり２００～２５０人）を設けた。実

際に接種したのは１回目が８８６人、２回目が７９９人だった。 
１、２回目接種は高齢者から若者へと順に接種を実施したこともあり、高齢者の接種率

がいち早く上昇した。１０月末には、６０代以上に続き、５０代の接種率も全市町村で

８０％を超えた。一方、１０月末になっても、４０代以下の接種率が３０～７０％台に

とどまっている市町村が多かった。若者接種センターは、県が若年層の接種率を上げる

ための施策の一環だった。 
 
第２項 接種意欲の喚起策  

県は２１年１０月２３日、食事券や県産品などが抽選でもらえる企画「やまなしワク

チンで当たる！キャンペーン」を１２月１日～２２年１月２０日に行うと発表した。２

１年１１月末までに２回の接種を完了した２１年度末時点で１８～４０歳の県民が対
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象で、若年層の接種率向上が目的だ。１万１２６１人の応募があった。担当の産業振興

課は「若年層に２回接種のインセンティブを持たせることができた。県産品を若年層に

知ってもらうことにもつながった」と話す。 
県は１０月２９～３１日と１１月５～７日にイオンモール甲府昭和（昭和町）で、「事

前予約・接種券持参不要」（１回目接種時のみ）の大規模接種を初めて実施した。「予約

は手間がかかる」といった県民の声に対応した。１１月１９～２１日と２６～２８日に

も、同じ会場で同様の２回目接種を実施した。期間中、計１３１２人が接種を受けた。 
この会場では、接種後のアンケートに回答した人に５００円の商品券をプレゼントす

る企画を実施した。「これまで未接種だった理由」や「今回接種した理由」などを複数

回答可で尋ね、１１２５人から回答を得た。 
それによると、「未接種の理由」では、①接種に行く時間がない（４７１人）、②副反

応が心配（３６３人）、③接種の予約が不明または面倒（１９７人）――などが上位を

占めた。また、今回接種した理由としては、①予約が要らなかった（８３８人）、②会

場がイオンモールだったから（３８７人）――などが多かった。このアンケート結果で

は、多くの人が集まる商業施設で、予約不要の接種にすることで、一定の成果を上げら

れることが判明した。 
 

第３項 県立博物館での接種 
イオンモール甲府昭和会場での接種結果が好調だったため、長崎知事は別会場での接

種を実施するように指示した。そこで富士・東部地域の県民が利用しやすいという地理

的な条件を考慮し、１２月１７～１９日には、県立博物館（笛吹市）を会場として接種

を実施した。 
「事前予約なし。接種券は必要」とし、他会場で１回目を受けた人も対象に加えた。

受け付け後に常設展示を無料で観覧できるようにすることで、待ち時間を有効活用でき

るように工夫した。２２年１月７～９日には、同じ会場で同様の２回目の接種を実施し

た。期間中に接種を受けた人は７３０人だった。この取り組みは、総務省のＨＰで、自

治体の先進的な取り組み事例として公表された。 
イオンモール甲府昭和と県立博物館での接種は高齢者も受け付けたが、高齢者の接種

率はこの時点で９割以上に達していることから、県は「結果的に高齢者より若年層の接

種につながった」とみている。 
イオンモールでの１回目接種では、「接種券持参不要」を初めて打ち出したが、９割

以上の人が接種券を持参した。 
一方、持参しなかった人には接種券を回収する必要から、県に後日届け出るよう求め

たが、実際に届くまでに相当の時間を要した。そのためにＶＲＳへの登録が遅れるなど

の問題点を残した。この教訓を踏まえ、県はその後、「接種券不要」の大規模接種は行

っていない。 
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第２節 全世代向けの接種促進策 
第１項 ワクチン接種県民運動 
 県は５月１０日、「あんしんやまなしワクチン接種県民運動」をスタートした。ワク

チンを２回接種した県民に、「ドリンク１杯サービス」「○％割引」といった特典を付与

する「協賛事業者・団体」を募集するとともに、取引先に協賛を呼びかけたり、従業員

への接種を勧奨したりする「県民運動サポーター」を要請する取り組みだ。協賛事業者・

団体は、具体的にはグリーン・ゾーン認証済みの飲食店、旅館、サービス業の店舗・施

設などだ。県民運動サポーターは商工関係団体、金融機関、報道機関、公共機関などに

呼びかけた。募集締め切りの１２月１７日には、協賛事業者は３００団体、県民サポー

ターは７６団体に上った。 
特典付与の期間は２１年５月１０日～２２年３月３１日だ。具体的な特典としては、

甲府市に本社を置くドラッグストアで「各店舗ポイント２倍付与」、同市内の不動産仲

介業者が「賃貸物件の仲介手数料１％割引」、同市のそば店で「ドリンク１杯サービス」、

甲斐市の温泉ホテルで「入浴料大人１０００円のところ半額に」といった例があった。 

県はポスター、新聞広告、ラジオＣＭなど様々な媒体を通じて事業の周知を図った。 
 
第２項 副反応休業助成金 
 ワクチン接種の副反応対策の一環として、県は５月１７日、「新型コロナウイルスワ

クチン副反応休業助成金」制度を創設した。接種後の副反応で仕事を休み、収入が減っ

た人を対象に１日４０００円を支援する助成制度で、「当時としては全国で初めての取

り組みだった」（労政雇用課）という。 
１回の接種につき連続２日間を限度（最高８０００円）とし、４月１日に遡って申請

を受け付けた。２２年３月末時点の支給件数は１６６６件（支給金額計１７７５万２０

００円）に達した。県ワクチン班は「副反応に対する最低限の費用を保障する仕組みと

して機能したのでは」と自己評価している。この助成金は２２年１０月末時点でも継続

しており、２２年度は１０月末時点で７２２件、６２０万円が支給されている。 
 
第３節 １、２回目接種の完了 
第１項 ２１年１２月時点で全国１９位 

県は２７市町村の協力を得るとともに様々な接種促進策を講じた結果、１、２回目接

種については２１年１２月末時点で、１２～１９歳の接種率が７割台にとどまったもの

の、それ以外の世代で８割を超え、希望者に対する接種をほぼ完了できたとみている。 
県全体の接種者数を月別で見ると、４月末までに２回接種を完了したのは７６７５人

で、全人口に対する接種率は０.９％にすぎなかった。５月の接種者は、県内へのワクチ

ン配分量の増加に伴い２万１４１７人となった。６月は高齢者向け接種が加速したため

８万８４５３人となり、７月は接種を希望する６５歳以上高齢者への接種完了期限を月
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末に控えて、最多の１５万７８８３人が接種した。８月は厚労省がワクチン配分量を減

らした影響で、前月より減って１０万３８７３人となり、９月は１２万９３９５人に増

えたものの、それ以降は１０月が９万８３３７人、１１月が３万９８３５人、１２月が

４１０５人と少なくなっていった。 
接種開始から半年余りが過ぎた

８月２５日時点で、接種を済ませ

た県民は３６万１５０８人。全県

民に対する接種率は４４.１％で、

全国３７位と低かったが、１２月

２３日時点では、６４万７００１

人となり、接種率は７８.８％に伸

び、全国順位も１９位に上昇した。

県ワクチン班は「都道府県の接種

率の順位は常に団子状態。１％違

うだけで、順位は大きく変動する。

２１年８月～１１月に計約５万２

０００回分の大規模接種を行った

が、それがＶＲＳに登録された時点で接種率がぐんとアップした」と分析する。 
 
第２項 人口規模類似県との比較 

ワクチンの接種率や使用されたワクチンの種類について、人口規模が類似するところ

と比べてみよう。次の図表は、２２年９月３０日公表時点の県人口に対する５歳以上の

接種を済ませた人の割合だ。本県の２回目接種率は８１.７％で、全国１６位。秋田県は

８７.３％で、本県を５.６ポイント上回り、全国でもトップ。それ以外の４県は全国平

均の８０.５％前後で、本県とも大きな差はない。 
３回目接種については第４章で詳しく触れるが、本県の接種率は６７.２％で、全国２

３位。秋田が７６.７％と３回目接種率でも全国トップで、群を抜いている。それ以外の

４県は全国平均の６５.４％付近で団子状態となっている。２、３回目の接種率が全国１

位になったことについて、ワクチン接種を所管する秋田県医務薬事課の担当者は、「独 
自性のある取り組みは特に実施していない。市町村がそれぞれの住民に対し、きめ細か

く対応してきたことが接種率の高さに結びついた」と語っている。 
一方、１、２回目接種で使われたワクチンは、主にファイザー製とモデルナ製だ。そ

の比率は、本県ではファイザー製が８８.２％、モデルナ製が１１.８％と、圧倒的にフ

ァイザー製が多かった。アストラゼネカ製ワクチンも準備されたが、０.００２６％にと

どまった。 
 政府から配分されるワクチンの種類を都道府県や市町村が選ぶことはできなかった
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が、都道府県によってわずかながらも差異がみられた。福井県はファイザー製が８８.
０％、モデルナ製が１１.９％、アストラゼネカ製が０.００５８％と、本県に酷似して

いる。東京都など人口の多い地域は接種を数多く行う必要があることから、大規模接種

や職域接種を利用して接種を受ける人が増え、そこで使用されるモデルナ製の比率が高

くなるようだ。 
１、２回目接種の内訳を実施主体別に見ると、本県の市町村による接種（個別、集団）

が８７％、県による大規模接種が４％、企業・団体による職域接種が９％だった。 

 
第３項 接種を巡る評価 

既に述べてきたように、２１年１２月２３日時点で１、２回目接種を済ませた県民は

６４万７００１人。全県民８２万０９９７人に対する接種率は７８.８％で全国１９位

だ。全国平均（７７.７％）を上回った。菅首相が掲げた「１０～１１月の早い時期に希

望する国民の全員に接種を完了する」という目標からは１、２か月遅れたものの、県全

体の接種率は約８割に達し、目標はおおむね達成された。 
県立中央病院の三河貴裕医師は「よく頑張った方だと思う。個人、市町村、医師がそ

れぞれのレベルで最大限できることをやった。これ以上の努力はできなかったと思う。

県が様々な工夫をしていることも現場で見ている」と語った。 
これに対し、長崎知事は本機構のヒアリングで、「２回目接種を済ませた人が６４万

人ということは、全人口が８１万人だとすると１７万人が打っていないことになり、そ

れを評価するわけにいかない。未接種の人は自身が感染しやすいばかりでなく、周囲の

人に感染させる可能性が大きいことを知ってほしい。未接種者が１７万人もいる地域に、

海外から観光客は訪れてくれるだろうか」と語り、より厳しい見方を示した。 
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第４章 ３回目接種（２１年１２月～） 

第１節 接種開始まで 
第１項 市町村による医療従事者への接種 

厚労省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会は２１年９月１７日、３回目接種

について、①対象者は１８歳以上の希望者全員、②２回目の接種完了から原則８か月以

上の間隔を空ける、③原則として同じメーカーのワクチンを使用する――という方針を

決めた。１、２回目接種と異なる点は、接種対象に優先順位を設けず、一定の期間が経

過した人から順次接種を進めることだ。このため、おおむね１、２回目接種と同様に医

療従事者から接種を実施することになった。県は１０月４日、市町村向け説明会を開催

した。 
１、２回目接種では、医療従事者は優先接種の１番目に位置づけられ、県が実施主体

となった。これに対し３回目接種では、医療従事者は、一般住民と同様に、居住地の市

町村が設けた会場での接種が基本になった。ただ、自院での接種や、他の市町村の医療

機関に勤務している場合、その医療機関での接種も認められた。このため県は１０月６

日、県内の全医療機関を対象に医療従事者がどこで接種を行うかの意向調査を行い、調

査結果を各市町村に情報提供した。住所地以外の医療機関で接種する医療従事者が一定

程度見込まれるため、その分を市町村のワクチン配分計画に反映させた。 
同分科会は１１月１５日、２回目までと違うワクチンを接種する「交互接種」を３回

目接種から新たに認めた。また、３回目接種では市町村の接種にモデルナ製が加わるこ

とになった。県は１１月２２日、現場での混乱を避けるため、当面はファイザー製の使

用を推奨し、モデルナ製を使用する準備が整い次第、順次、接種会場を準備するよう市

町村に伝えた。 
１２月１日には、全国で３回目接種が始まった。県内でもこの日、山梨大病院で医療

従事者の接種が始まった。同月に３回目接種を受けたのは約７０００人だった。 
 
第２項 政府の前倒し指示で市町村が困惑 

３回目接種に関して、厚労省は１１月２６日、クラスターが発生した医療機関などの

入院患者や利用者について、２回目接種完了後からの間隔を当初の「原則８か月以上」

から「６か月以上」に短縮した。 
１２月１７日には岸田首相が、感染力の強いオミクロン株への対応の強化策を発表し

た。その内容は、２回目接種完了から空ける間隔について、医療従事者や高齢者施設の

利用者・職員、入院患者などは「原則８か月以上」から「６か月以上」に、その他の一

般高齢者は翌年２月から「７か月以上」にそれぞれ短縮するというものだった。 
 県内の市町村は、３回目接種について、個別・集団接種を組み合わせて体制を確保す

るとともに、１１月から接種券を順次発送し、１２月から接種を開始できるよう準備を

進めていた。ところが、政府が２回目接種後の間隔の前倒しを求めたことで、市町村の
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担当者からは困惑の声が上がった。「接種間隔が短くなると、３回目接種の対象でなか

った人が突然対象に加わる。接種券の配送などがとても煩雑になった」「会場確保をや

り直さなくてはならなかった」といった声だ。住民からも「接種の対象に加わったはず

なのに接種券が届かない」といった苦情が市町村に寄せられた。 
 
第３項 総務省が県をヒアリング 

県は３回目接種を円滑に開始するために市町村を支援しつつ、県全体の接種状況を管

理するよう厚労省から求められた。２１年１２月１０日には接種間隔を８か月から６か

月に短縮することについてヒアリングを受けた。県は１２月２０日、政府の要件よりさ

らに踏み込んだ接種間隔の前倒し方針を示し、２回目接種完了から６か月経過した人は

３回目接種を可能とし、市町村に対し速やかな接種を行うよう呼びかけた。 
２２年１月中旬からはオミクロン株による感染が爆発的に拡大した。病院内でクラス

ターが発生し、医療従事者が感染することも珍しくなかった。若者や子どもの感染が増

加し、その家族が感染したり濃厚接触者になったりして仕事に就けなくなるケースも多

数に上った。こうした事態を受け、厚労省は１月１３日、一般高齢者について３月以降

は接種の間隔を「７か月以上」から「６か月以上」に短縮。１８歳以上６５歳未満の一

般と職域接種についても、「原則８か月以上」から「７か月以上」に短縮した。どちら

も予約枠に空きがある自治体は３月より前でも接種できることにした。 
県の大規模接種ではいち早く間隔を６か月に短縮して接種を始めた。１月１７日には、

総務省が全都道府県に対し、３回目接種を希望する２月末までの対象者について、各市

区町村の２月末までの終了見込み状況の調査を行った。県ワクチン班は「政府の指針に

基づき前倒しは可能だ」と回答した。 
１月２６日には田畑裕明総務副大臣から接種の加速を依頼する電話があり、知事が不

在だったため、渡邊副知事が対応した。その後も１週間に１回、ヒアリングを受けた。

２月７日には、岸田首相が衆院予算委員会で、新型コロナウイルスワクチンの３回目接

種について、「２月のできるだけ早期に１日１００万回までペースアップすることを目

指して取り組みを強化する」と表明した。当時は１日の接種が５０万回程度にとどまっ

ていた。 
３回目接種の遅れに政府が焦燥感を募らせる中、ファイザー製ワクチンを確保してい

た本県は接種対象人口に対して接種すべき目標人数を既に達成するなど、先手の対応を

していた。このため、県の担当者は「前年に高齢者接種完了を政府に迫られた時のよう

なプレッシャーは全く感じなかった」と語った。 
 
第２節 接種の加速化 
第１項 市町村の接種と県の大規模接種 
 ２２年１月には山梨、南アルプス、甲斐、笛吹、甲州の５市と昭和町で、２月には甲
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府など残る２１市町村で、高齢者に対する３回目接種が始まった。地域の事情に合わせ

て、個別接種と集団接種が進められた。市町村は、ファイザー製のみで対応可能な早川

町と丹波山村を除き、ファイザー製を用いる会場と、モデルナ製を用いる会場と分けて

設置した。取り違いによるミスなどを防ぐため、ファイザー製とモデルナ製を同じ会場

で使わないことにしたものだ。住民は、この中から希望する会場を選んで接種を受ける

ことになった。 
一方、県は２月１９、２０日に県立美術館（甲府市）で、２月２３日に県立文学館（同）

で大規模接種を実施した。モデルナ製のみを使用した。３回目接種を加速させるため、

２回目接種完了から６か月経過した１８歳以上の県民のほか、１、２回目接種を希望す

る１２歳以上の県民について、予約の必要なし・先着順で受け付けた。さらに、アイメ

ッセ山梨、アピオプラザ都留（都留市）、きずな未来館（西桂町）などでも大規模接種

を実施し、計２２日間で１万１５９１回の接種を行った。その後も４月８日～２６日に

イオンモール甲府昭和、ラザウォーク甲斐双葉（甲斐市）など３会場で、計１３日間で

２４６３回の接種を行った。 
 
第２項 ３回目の職域接種 
 厚労省は２１年１１月１７日、企業や大学など職域単位で１８歳以上を対象とした３

回目のワクチン接種を２２年３月から可能とする事務連絡を発出した。１１月２６日に

は職域接種の企業向け説明会を実施。１、２回目同様、モデルナ製を使用することとし

た。１２月１３日から申請の受け付けを開始した。 
県内で３回目の職域接種が最も早かったのは山梨大学で、２２年２月２１日にスター

トした。接種完了日までに甲府キャンパスと中央市の医学部キャンパスで計１万２１６

７人が接種した。 
山梨大以外で接種の開始時期が早かったのは、ファナック、富士急行、県農業協同組

合中央会などだ。接種完了日までに、１９団体の３万６７９７人が接種した。 
厚労省は職域接種に参加する中小企業を増やすため、３回目接種を行う中小企業や団

体に対し新たな支援策を用意した。具体的には、①中小企業が商工会議所、業界団体な

ど複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施するもの、②大学、短大、高等

専門学校などの職域接種で学生も対象として文部科学省の定める地域貢献の基準を満

たすもの――について、接種１回につき１０００円（２０２２年２月１６日から１５０

０円）を上限に会場使用料や物品購入費、消耗品費、人件費などの実費を助成した。こ

の助成制度は、県が取りまとめを行い、３月末までに協同組合山梨県流通センター、県

立大学など５団体に１５６３万３０００円を助成した。 
また県は、自前で職域接種を実施できない企業・団体から相談を受け、他の職域接種

団体と共同で接種できるよう調整を行った。その数は県トラック協会など１６団体、４

５３８人に及んだ。 
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第３項 市町村やＪＡの新たな試み 
 県が事前予約不要の大規模接種を各地で進める中、これをモデルとして事前予約不要

で市外の人への接種も受け付ける自治体が登場した。甲斐市と北杜市だ。甲斐市は２１

年１１月１４、２８日と１２月５、１９日に、商業施設「ラザウォーク甲斐双葉」で、

市外からの来場者を含め、１、２回目接種を１２７９回実施した。２２年８月６日には、

敷島体育館で同様に３回目接種を１５７回行った。 
一方、北杜市は２２年１月１４～２０日に須玉ふれあい館で、２月４～１０日に同市

役所で１、２回目接種を行い、市外からの来場者を含め、計９１４回実施した。同５月

２９日と８月５、６日には同市役所で３回目接種を同様に３６５回行った。 
 一方、ＪＡグループ山梨と県は、より身近な会場で接種を受けてもらおうと連携し、

県内１０か所のＪＡを接種会場として予約制の巡回接種を行った。ＪＡ厚生連が医療ス

タッフを提供し、県が接種を呼びかけた。２２年２月２～２１日の１回目接種と３月２

～２２日の２回目接種では計２５１回の接種を行った。農繁期の８月１～２６日には、

３回目接種の会場を設け、２９１回の接種を行った。 
 
第４項 市町村別の３回目接種率 

２２年９月３０日時点の本県の３回目接種状況は、市町村による個別・集団接種、企 
業・団体による職域接種、県による大規模接種を合わせると、接種者が５４万８４２３

人だった。接種対象となる５歳以上の人口７８万８９５５人に対する接種率は６９.
５％だ。全県民８１万６２３１人（２２年９月１日から同年１月１日の住民基本台帳デ

ータに更新）に対する接種率は６７.２％（全国２３位）だった。 
県内１３市で接種率が最も高かったのは上野原市（７７.３％）で、以下は大月市（７

６.３％）、山梨市（７５.１％）の順。上野原市と大月市は１、２回目接種でもトップ３

に入っている。上野原市の担当者は「地元・北都留医師会の先生方の協力が大きかった。

また集団接種会場へ高齢者を運ぶために送迎バスを用意したり、地元の社会福祉協議会

が乗用車を出したりするなど、きめ細かな対応ができたことが接種率の向上につながっ

た」と話している。また、大月市の担当者は「大月、上野原からは、感染者数が顕著な

東京都内に通勤、通学する人が多いため、感染予防に対する意識が高かったのでは」と

分析している。 
逆に低かったのは、①甲斐市（６６.３％）、②笛吹市（６６.４％）、③北杜市（６７. 

３％）など。県ワクチン班が聴き取りを行ったところ、一般の健康診断受診率などでも

低い傾向があるとのことだった。 
一方、県内１４町村で接種率のトップは早川町で、８３.４％だった。丹波山村（８２.

０％）と南部町（８１.０％）が続く。高齢化率が早川町は４７.６％、丹波山村は４６.
７％、南部町は４３.８％といずれも高く、接種に前向きな人が多かったのが原因とみら

れる。反対に低かったのは、①昭和町（６５.１％）②山中湖村（７２.２％）③富士河
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口湖町（７２.４％）だった。高齢化率は昭和町が１９.１％と最も低く、山中湖村、富

士河口湖町も低い。若年層が多いことで接種率は低くなったとみられる。 

 
第３節 若年層への接種促進策 
第１項 低調な若年層の接種率 

２２年９月末時点の全県民に対する３回目接種率は６７.２％（全国２３位）だった。

この頃には県内の大半の市町村が３回目接種のピークを過ぎており、各自治体が随時、

未接種者のために接種の機会を設けている状況となっていた。 
２回目接種では１０代を除く全世代で接種率が約８割に達したのに対し、３回目接種

では６０代以上で８割を超えたものの、４０代は６３.８％、３０代５７.３％、２０代

５６.２％、１０代は３３.５％と、若くなるほど接種が低調だ。 
１０代が低いのは、１２～１７歳の３回目接種が３月２５日からファイザー製ワクチ

ンに限ってようやく可能になるなど、開始が遅かったことも影響している。県ワクチン

班は「オミクロン株は感染しても、若者の場合、重症化しにくいとされる。一方で、働

き盛りの世代がワクチン接種の副反応でつらい症状に見舞われ、仕事ができなくなった
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り、普段の生活に支障をきたしたりすることを恐れ、接種の敬遠につながっている」と

みている。 

 
第２項 県による大規模接種会場の継続 

県は、低迷する若年層の接種率を引き上げることが感染拡大防止と社会経済活動の両

立のカギとみて、３回目接種でも若者対策の強化に取り組んだ。 
県は２２年５月２７日、若年層が多く集う商業施設「イオンモール甲府昭和」と「ラ

ザウォーク甲斐双葉」の２か所に６、７月の計２４日間、予約不要の大規模接種センタ

ーを開設すると発表した。１～３回目接種と、６０歳以上の高齢者と１８歳以上の基礎

疾患を持つ人が対象の４回目接種を受け付けた。６月２４日まではファイザー製のみを

接種したが、翌２５日からは時間帯を区切ってファイザー製、モデルナ製、ノババック

ス製の３種類の中から、本人がワクチンを選べるようにした。 
また、３回目の接種を済ませた人に対し、抽選でプレミアム食事券が当たる取り組み

を実施した。若年層の多い大学や企業に、関係団体を通じて職域接種を要請するととも

に、ＳＮＳを通じて若者に接種を呼びかけた。 
長崎知事は本機構のヒアリングで、「感染拡大を防ぐには、若者たちにワクチンを接

種してもらい、県全体の接種率を上げることが欠かせない。必ず接種してもらえると

いう特効薬はない。接種に関心を持ってもらえるように工夫を重ね、接種会場をクロ

ーズしないことが大切だ」と語っている。 
６、７月の２商業施設における大規模接種は当初、約７２００人の接種枠を設けてい

たが、実際に接種した人は９０１１人に達した。内訳は、１回目接種が３６３人（全体

の４.０％）、２回目接種が２５４人（同２.８％）、３回目接種が７８５２人（同８７．

１％）、４回目接種は５４２人（同６.０％）で、３回目が圧倒的に多かった。 
従来の県の大規模接種会場や市町村の集団接種会場では、接種者が予定枠を下回るこ
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とが少なくなかった。今回の大規模接種では接種者が予定枠を上回った。 
７月に感染拡大の第７波に入ったことが伝えられ、７月２０日には感染者が初めて１

０００人を突破し、１０１５人に達した。接種者の増加は、感染拡大への警戒感ととも

に、全国的に行動制限が緩和されていた中、地域間を移動する人が増える夏休みを控え、

接種への関心が高まったためとみられる。 
 
第５章 子どもへの１～３回目接種 

第１節 １２～１７歳への接種 
第１項 １、２回目の接種率 

厚労省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会は２１年５月３１日、１２～１７

歳へのファイザー製ワクチンの接種を承認した。７月３０日には、モデルナ製の接種も

承認した。多くの市町村は１、２回目接種で、高齢者から若者へと年齢層を区切るなど

して接種券を発送していたが、一連の承認を受けて、１２～１７歳が発送先に加わった。

小学６年生～高校３年生にあたる世代だ。これにより、１０代（１２～１９歳）の接種

率の上昇が期待された。 
 ２１年１２月末時点での県内の１０代の２回目接種率を見ると、対象人口６万１２７

人のうち、接種を済ませた人は４万３９３４人で、接種率は７３.１％だった。 
市部で最も高かったのは上野原市で８１.９％。以下は韮崎市（７８.９％）、山梨市（７

８.２％）の順だ。最も低いのは北杜市の６５.９％で、次いで甲府市（６７.９％）、笛吹

市（６９.０％）だった。町村部で最も高かったのは鳴沢村で８８.９％、次いで山中湖

村（８５.１％）、富士河口湖町（８１.７％）。低かった町村は小菅村、早川町、丹波山

村で５０～６０％台。１０代の対象人口はそれぞれ３５人、６４人、２０人で、数人が

ワクチンを接種するかしないかで接種率に大きく影響する町村だ。 
 
第２項 ３回目からファイザー製のみに 

同分科会は２２年３月２４日、１２～１７歳の３回目接種について審議し、翌２５日

からの接種を承認した。１、２回目接種では、１２～１７歳は１８歳以上と同様にファ

イザー製とモデルナ製のどちらかを選べたが、３回目接種ではファイザー製のみとした。

１０代～２０代の男性についてはファイザー製に比べて、モデルナ製の接種後の心筋炎

や心膜炎が疑われる報告頻度が明らかに高いためだった。ただし、本人が希望する場合

は引き続きモデルナ製の接種も可能としている。 
２２年９月１日時点の県内の１０代の３回目接種率は４０.５％だ。２０代は５５.

１％、３０代５６.８％、４０代６３.５％、５０代７７.４％、６０代８５.８％、７０代

９０.８％となっている。１０代の接種率は、２０代以上の各世代に比べると引き続き低

い水準となっている。 
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第２節 ５～１１歳への接種 
第１項 接種の開始 

２２年に入ると、より低い年代のワクチン接種が始まった。 
厚労省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会は２月１０日、５～１１歳の子ど

もへの接種を承認した。「努力義務」の対象ではないが、予防接種法上の特例臨時接種

に位置づけられた。これによって、２月末から５～１１歳の小児接種が可能となった。 
小児接種では、ファイザー製の小児用ワクチンを使用する。１２歳以上用（１回分）

では、ワクチン０.３ミリ・リットルを１.８ミリ・リットルの生理食塩液で希釈するの

に対し、小児用（同）は同０.２ミリ・リットルを１.３ミリ・リットルの生理食塩液で

希釈する。１回目接種から３週間空けて２回目接種を行うのは１２歳以上と同じだ。１

回目接種時に１１歳だった子どもが、２回目の接種時までに１２歳の誕生日を迎えた場

合は、２回目接種にも１回目と同じ小児用ワクチンを使用する。 
県内では３月５日、富士河口湖町などで小児接種が始まった。多くの市町村が３月中

に接種を開始した。県内の対象人口は４万５６７８人。３～５月に４万８９５０人分の

小児用ワクチンが配分される見通しとなっていたため、ワクチンは十分に足りていた。

しかし、開始から半年余りが過ぎた９月末時点での２回接種者は９９８２人。対象人口

に対する接種率は２１.９％。２１年３月に始まった１８歳以上（途中から１２歳以上に

拡大）の県民を対象とした１、２回目接種では、半年余り後の２１年９月末時点で、接

種率は６８.１％だった。この数字を比べると、５～１１歳の子どもの接種率が低調なの

は明らかだ。 
 
第２項 努力義務の適用 

そもそも国内では、予防接種で重い副反応に見舞われた患者団体などが国を相手取っ

て損害賠償訴訟を起こし、その結果、国の責任が問われた歴史がある。種痘やインフル

エンザの予防接種などで副反応の被害を受けた複数の家族が１９７３年６月に国を提

訴。この東京予防接種禍訴訟では１、２審とも原告が勝訴し、１９年後に国が上告を断

念し、和解に至った。こうした訴訟が各地で起きていた。そうした中、９４年の予防接

種法改正により、インフルエンザなど全ての予防接種は従来の「義務」から「努力義務」

規定に変更された。政府や自治体は接種を勧奨するものの、ワクチンを接種するかどう

かは、最終的に本人の意思で決めることとなった。 
新型コロナワクチンの場合、１２歳以上は当初から「勧奨」「努力義務」だったが、

１１歳以下の小児接種は「勧奨」はあったが「努力義務」でもなく、より本人と保護者

の判断に委ねられていた。このため、「子どもに後遺症が出たら大変」「子どもを副反応

で苦しませたくない」と接種を控える保護者や、「様子を見てから」と考える保護者が

多く、接種率が低迷したとみられる。 
 ただ、２２年の第６、７波では新規感染者のうち１０代と１０歳未満が占める割合が
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県内でも急増した。２１年は１０代と１０歳未満の感染者が１年間で８９０人、全体に

占める割合は１９.４％だったが、２２年は１月だけで１４６８人、３５.４％と急上昇

した。感染者が過去最多となった８月は、１０代と１０歳未満の感染者が９４３４人と

さらに爆発的に増えた。これらはワクチン接種率が低いことが大きく影響しているとみ

られる。基礎疾患のない子どもでも軽症から中等症に悪化する恐れが懸念された。 
このため、副反応の恐れが限定的なら、小児接種をより促進するべきだという議論は

以前からあった。そして、副反応などに関する新たな知見が集まり、同分科会は８月８

日、小児接種への努力義務の適用を承認し、９月６日から適用されることになった。 
 
第３項 努力義務化の影響は限定的 

小児接種の努力義務化は、県内にどんな影響をもたらしたのか－－。同分科会の決定

から約１か月半が経過した１０月２０～２１日時点で、複数の市の担当者に尋ねてみた

が、接種率に大きな変化はうかがえない。 
対象人口が約１万人の甲府市では、「接種率は２０％前後のまま。目に見えた変化は

ない」と担当者は言う。対象人口約３８００人の笛吹市の担当者は「約２０％で推移し

ている。保育園や学校に接種を勧めるよう伝えてほしいと県から言われているが、保護

者の考え方は変わらないのでは」と語った。 
南アルプス市では、対象人口約４３００人のうち２回接種した子どもは約８００人で、

接種率は２０％に届いていない。担当者は「第７波で感染が急拡大した際、ワクチンを

接種した子も、接種していない子も感染した。努力義務が適用になったものの、小児接

種の数はむしろ減速傾向にある」と語る。 
富士吉田市では、約２５００人の５～１１歳の子どものうち約７５０人が２回接種を

済ませており、接種率は約３０％と高い。富士北麓の６市町村が２会場で集団接種を実

施しており、個別接種は行っていない。担当者は「接種率が高いのは、接種に関心の高

い保護者が多かったからなのではないか。ただ、努力義務化前に３割の接種率に達して

おり、努力義務適用の影響はないと思う。引き続き小児接種の周知は続けていく」と語

る。 
 ９月２日には、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会がファイザー製ワクチンの

５～１１歳の子どもへの３回目接種を始めることを承認した。１、２回目の接種率は約

２割と低いまま、３回目接種が開始される。県内では１０月中にほとんどの市町村で接

種が始まった。 
 
第４項 市町村をまたぐ接種 

県は小児接種の開始に先立つ２月８日、５～１１歳の小児接種の取り扱いに関する指

針を作成し、市町村、県医師会、地区医師会、県小児科医会に対して発出した。指針に

は、①接種は専門性を持つ医師による個別接種が望ましい、②地域の実情で集団接種す



- 238 - 
 

る場合は、本人と保護者に事前に説明するとともに、接種前・中・後にきめ細かな対応

を行う、③経過観察・救急対応のスペースと人員を確保するなど最大限の配慮を行う―

―などと記載されている。 
小規模の市町村では、地域に小児科医師がいないことも珍しくない。そうした市町村

の一部の担当者からは「小児科医師のいる市町村と一緒に、広域で小児接種をしたいが、

市町村だけではなかなかまとまらない。県がリーダーシップを発揮し、市町村をまたぐ

広域接種を取りまとめてもらえたらありがたい」という声が出ていた。県も、こうした

要望を把握し、小児科医師がいない一部の市町村と山梨大学病院の小児科医師の調整を

行っていた。 
一方、富士川町と市川三郷町は、峡南医療センター富士川病院（富士川町）で、当初

から小児接種を共同で実施している。峡南医療センター、富士川町、市川三郷町の３者

が地域医療をめぐって定期的に会議を開き、普段から情報共有・交換していたことから

実現した。 
富士吉田市、富士河口湖町など富士北麓の６市町村は、それまで２会場で実施してい

た小児接種を、２２年１０月から富士吉田市立病院に集約した。接種する子どもの数が

少ないうえ、医療スタッフの確保、ワクチンの配送事情などを考慮し、１会場とするこ

とで、より効率的な広域体制を整えた。 
いずれも医療関係者が「顔の見える関係」を構築しておいたことが広域化の実現につ

ながったと言える。 
 
第５項 小学校長への協力要請 

ワクチンの小児接種が伸び悩む現状を変えるきっかけにしようと、県は２２年９月３

０日、児童の保護者に接種の必要性について説明する機会を設けるよう、県内の小学校

長と学校設置者（市町村）に対して協力を要請した。５～１１歳の児童への接種が９月

６日から努力義務となったことを受けたものだ。 
長崎知事は９月３０日の記者会見で、「ワクチン接種の必要性を十分に知ってもらう

ことで（保護者が）適切に判断いただけるような環境づくりが何よりも重要になってく

る」と述べ、県内の小学校長に対し、小児接種の保護者説明会などを開くことを呼びか

けた。 
県が小学校長に新たな取り組みを依頼する場合、県教委から市町村教委を経て現場の

校長へ文書で伝えるのが通常の手法だ。今回は、あえて県教委や市町村教委を通さずに、

県民への協力要請の一環として、小学校長に直接、口頭でお願いするという異例の形式

を取った。この知事の要請を受け、県感染症対策センター（ＹＣＤＣ）が各学校医宛て

に協力依頼の通知を出した。県教委も、市町村教委の教育長宛てに同様の通知を出した。

県教委幹部は、「各小学校の学校医は、ワクチン接種に詳しいとは限らない。保護者説

明会の開催までに、まずは学校医に接種の必要性を理解してもらう必要がある」と語る。 
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知事は１０月２５日の記者会見で、「保護者にワクチン接種に関する不安を解消して

いただくべく、県医師会・地区医師会の協力をたまわり、各学校で学校医から保護者に

接種のメリット、安全性について説明する機会を設けることにした」と再び説明した。 
県は２６日、県医師会、地区医師会との打ち合わせ会を開催。３１日には、県教委と

市町村教委の担当者が会議を開き、学校医への説明を経て保護者説明会を開く流れなど

を協議した。学校行事の日程や保護者の利便性などを考慮しながら、できるだけ早い時

期に保護者説明会を開くという。 
知事の最初の記者会見から既に１か月以上が経過しているが、ある県幹部は「知事が

小学校長に直接呼びかけたことが、県教委などを動かすことにつながった」と解説する。 
 
第６章 ４回目接種以降（２２年５月～） 
第１節 接種の開始 
第１項 十分な量を確保してスタート 

厚労省は２２年３月２５日、５月中に４回目接種を開始できるよう、接種券の印刷、

接種会場の手配など接種体制の構築を速やかに進めるように都道府県、市区町村に要請

した。４月２７日には同省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会が４回目接種の

実施を承認した。接種の狙いは重症化の予防だった。対象者は、①６０歳以上の人、②

１８歳以上で基礎疾患のある人、③新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化

リスクが高いと医師が認める人――だった。３回目接種から５か月以上経過している人

が対象となる。使用するワクチンはファイザー製とモデルナ製で、開始時期は５月２５

日からとされた。 
県内の４回目接種のワクチンでは７月２５日の週までに、ファイザー製８万７７５０

回分、モデルナ製３２万５０５０回分が県内に供給される見通しだった。県内の６０歳

以上の人口は約３０万４０００人で、このうち約２６万７０００人が３回目の接種を済

ませていた。３回目接種用のワクチンの残り分を考慮すると、４回目接種には十分なワ

クチンが確保されていた。 
 
第２項 基礎疾患がある人への対応 

県内の４回目接種は予定通り、５月２５日に始まった。２５日は笛吹市で、２６日は

甲斐市、２８日は甲府市でそれぞれスタートし、６月には山梨市など１０市町村で、７

月には富士吉田市など１２市町村でも開始された。 
ワクチン接種が引き続き「努力義務」となる６０歳以上の高齢者には、従来通り、住

民票のある市町村が接種券を送付したが、基礎疾患のある１８～５９歳の人は「努力義

務」の適用が除外された。これまでに集められたデータでは、１８～５９歳の人への４

回目接種の効果が確認されるに至らず、今後の最新の科学的知見を踏まえて改めて議論

するとされたからだった。 
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一方、市町村は、住民の基礎疾患情報を把握できていないため、①本人の自己申告に

基づいて接種券を発行する、②１８～５９歳の全員にいったん接種券を発行し、会場で

医師の予診により接種の可否を判断する――の２方式に対応が分かれた。県内では、①

の方式を採用したのが２５市町村、②は笛吹市、道志村の２市村だった。 
厚労省は、「基礎疾患を有する者」に該当することを証明するために、「診断書は必要

ない」としている。接種者が予診票で基礎疾患情報について自己申告し、必要がある時

は接種会場の医師が問診で病気や治療の状況を確認して接種の可否を判断した。 
 
第３項 高齢者施設などへの巡回接種 
 高齢者・障害者施設の入所者に対する４回目接種は、施設でのクラスターや重症化リ

スクを軽減するために極めて重要だった。しかし、医療機関の協力に時間を要するなど、

速やかな接種ができない施設があった。このため県は、接種の要望があった施設に対し、

巡回接種医療チーム（Vaccination Assistance Team、通称「ＶＡＴ」）を派遣し、接種

を実施した。 
 ＶＡＴは医師１人、看護師２人、事務２人で編成。７月２６日～９月５日の間、５回

にわたってＶＡＴが編成され、県内の特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、

有料老人ホーム、障害者支援施設などを訪問。入所者計１００人に接種を行った。 
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会は７月２２日、第７波による感染者の爆発

的な増加を踏まえ、４回目接種の対象者に１８歳～５９歳の医療従事者と高齢者施設の

従事者を追加した。 
県内では９月３０日時点で、２４万１０３９人が４回目の接種を受けた。全県民に対

する接種率は２９.５％で、全国平均（２７.４％）を上回り、全国順位は２５位。この

時点での１位は山形県で３５.４％、次いで岩手県（３５.０％）、新潟県（３４.２％）の

順だった。 
 
第２節 オミクロン株対応ワクチン 
第１項 ほとんどの市町村が１０月に接種開始 
 ２２年１月から感染者が急拡大した第６波、同７月からさらなる爆発的な感染拡大を

見せた第７波は、変異株のオミクロン株が引き起こした。厚生科学審議会予防接種・ワ

クチン分科会は８月８日と９月２日、オミクロン株対応ワクチンについて審議した。９

月１４日の会議では、オミクロン株対応ワクチンの接種を、予防接種法上の特例臨時接

種として位置づけることを承認した。 
厚労省は９月１６日、関係法令などを改正し、２０日から適用した。接種の対象は、

１、２回目接種が完了した１２歳以上で、最後の接種から５か月以上経過している人だ。

１２～１７歳はファイザー製ワクチンのみ、１８歳以上はファイザー製とモデルナ製の

どちらも接種することができるとした。 
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 これに先立つ９月１４日には、従来のワクチンで４回目接種を完了した人を含め、２

２年中に全ての対象者がオミクロン株対応ワクチンを接種できるように、都道府県や市

町村に接種体制の構築を要請する事務連絡を発出した。 
 県内では９月２２日、甲斐市が全市町村に先駆けてオミクロン株対応ワクチンの個別

接種を開始した。甲府市、富士吉田市、大月市などが１０月１日から、ほとんどの市町

村が１０月中にオミクロン株対応ワクチンの接種を始めた。 
 
第２項 市町村の事務が煩雑に 
 オミクロン株対応ワクチンの接種が始まったことで、市町村にとっては、接種券の発

送や会場の確保などが従来の接種に比べ煩雑になったようだ。従来は、政府の定める「優

先接種」や年齢順を基本として接種券を発送してきたが、オミクロン株対応ワクチンは、

最後の接種時期によって接種券の発送時期が異なった。 
甲府市の担当者は、「従来型ワクチンの３、４回目の接種券を持っている人（３、４

回目の接種を受けていない人）はその接種券でオミクロン株対応ワクチンを接種できる

が、そのことを知らず、新しい接種券を待ち続けている人もいると思われる」と語る。

接種券を紛失してしまった場合は申請すれば再発行できるが、１人で同時に２枚の接種

券を持つことは打ち間違いなどの原因となる。 
また、甲府市が１０月１日から始めたオミクロン株対応ワクチン接種は、オミクロン

株の系統「ＢＡ.１」対応ワクチンだった。１０月２３日から「ＢＡ.４－５」対応ワク

チン接種を開始すると、「ＢＡ.４－５対応のワクチンを接種したい」という声が寄せら

れ、ＢＡ.４―５を中心とした接種に切り替えた。 
１０月２１日に、最後の接種から空ける間隔が「５か月以上」から「３か月以上」に

短縮され、接種券の発送先が一気に広がったことも事務量の増加になった。 
 従来型ワクチン（ファイザー、モデルナの２種類）、小児用ファイザー製ワクチンに

加え、今回、オミクロン株対応ワクチン（ファイザー、モデルナの２種類）が加わり、

ワクチンの種類が増えたことで、冷凍保管などに一段と気を配らなければならなくなっ

た。保管方法を誤ってワクチンを使えないものにしたり、配送の際に取り違えたりしな

いようにするためだ。 
 オミクロン株対応ワクチン接種の機会を増やそうと県は１０月２１日からイオンモ

ール甲府昭和で予約不要のＢＡ.１対応ワクチン接種を、１１月２日からは予約不要の

ＢＡ.４－５対応ワクチン接種を実施した。 
 
第７章 接種を巡る課題 

第１節 接種の呼びかけ 
第１項 「接種は公共的行為」と知事 

１８～５９歳の基礎疾患がある人に対して予防接種法施行令では４回目接種につい
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て努力義務を適用しないとしてきたが、２２年９月１４日の厚生科学審議会予防接種・

ワクチン分科会は努力義務の適用を承認し、その後、同施行令は改正・施行された。こ

れによって５歳以上のすべての世代に努力義務が適用されることになった。 
とはいえ、これまでにも述べてきたように努力義務は、「接種を受けるよう努めなけ

ればならない」という予防接種法の規定。「義務」とは異なり、強制はできない。個人

が接種のメリットとデメリットを十分に考慮し、納得したうえで接種を判断するのが基

本だ。 
このため行政側が住民に接種を強く呼びかけるのは難しい側面がある。長崎知事は本

機構のヒアリングで、「まずは希望する全員にワクチンを接種する。次に、ワクチン接

種を希望する人をいかに増やすかに力を入れる。この問題意識が全国において欠けてい

た。最後に、これまで接種が『任意』ということをあまりにも強調し過ぎていなかった

か、問題提起していく。ワクチンを接種していない人は自身が感染しやすいうえ、周囲

の人たちに感染を拡大させる恐れがある。ワクチン接種はいわば感染拡大を防ぐ『公共

的行為』だ」と強調している。 
 
第２項 科学的根拠に基づくデータの発信 

県は、ワクチン接種の重要性をアピールする情報発信に力を入れる。LINE 登録した

県民に対して県が配信する「新型コロナ対策パーソナルサポート」は、「新規患者発生

数」「病床使用率」などのデータを日々更新しているほか、随時、ワクチン接種に関す

る様々な情報を提供している。２２年６月３日に配信した情報では、「ワクチン接種回

数別の週当たり感染率の推移」や「ワクチン接種状況別感染率」を掲載。５月２７日～

６月２日の週間データによると、ワクチンの３回接種者の週次感染率は０.０５２％で、

一度も接種していない人（０.２２７％）の４分の１以下となっていることを紹介した。 
また、長崎知事は記者会見でワクチン接種の重要性を折に触れて力説している。第７

波中の８月１０日の会見では、「事前の備えの最たるものは、何よりもワクチン接種」

と述べ、具体的な事実として８月８日時点で入院している県内の７０歳以上の高齢者の

ワクチン接種回数と接種人口に対する割合（入院率）に言及。「４回接種を終えている

方は、３回接種の場合に比べ重症化リスクが半分程度、２回接種の方までと比べると、

９分の１程度に抑えられている、こういう結果が判明している」と述べた。４回目接種

には顕著な重症化予防効果があることを強調したものだ。 
県の担当者は「ワクチン接種に関して科学的根拠に基づく情報を繰り返し発信するこ

とで、接種してみようと考える県民を増やしていけたら」と期待する。 
 
第２節 ワクチンの廃棄 
第１項 モデルナ製３万５０００回分 

３回目接種用ワクチンについては２２年５月下旬頃から、全国の自治体で廃棄する動
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きが大きな問題となった。廃棄されたのは大半がモデルナ製で、使用期限が過ぎたか、

期限が近づいていたものだった。 
 県内の市町村でも廃棄の動きがあった。県が市町村に対して廃棄の有無を尋ねた聞き

取り調査（６月８日時点）では、廃棄量の多い方から順に甲府市、笛吹市、都留市、甲

斐市、山梨市、南部町、大月市、上野原市、甲州市、昭和町、中央市、早川町、北杜市、

身延町の１４市町で、６月末までに廃棄または廃棄予定が「ある」と答えた。１４市町

の合計は３万５１６０回分に上る。廃棄の対象は全てモデルナ製で、ファイザー製の廃

棄はなかった。 
 廃棄量が最も多かったのは、甲府市の１万５０１５回分で、笛吹市の６６００回分、

都留市の４２３０回分、甲斐市の２５９５回分、山梨市の２４００回分と続いた。 
 モデルナ製が使用期限切れなどで廃棄または廃棄予定となったことについて、県は、

①モデルナ製の副反応が、ファイザー製より強いイメージがある、②市町村はファイザ

ー製の配分を希望していたが、厚労省から２２年１月にモデルナ製約５万回分が配分さ

れた、③市町村も接種を推進したが、モデルナ製を控える人が多く、接種が予定通りに

進まなかった――などが理由と分析している。県の担当者は、廃棄量を減らすため、「ワ

クチン接種の有効性や交互接種による効果を、住民に対して引き続きＰＲするよう市町

村に求めていく」と話している。 
 
第２項 使用期限以外の廃棄も 
 ワクチンの廃棄の理由は、実は、使用期限切ればかりではない。企業や団体が接種会

場を設ける職域接種では、接種予定人数などを厚労省に申請し、承認されれば、接種開

始に間に合うように申請分のワクチンが届く。しかし、職域接種会場で接種を予定して

いた人が自治体の集団会場で接種を受けるなど、様々な理由で申請分に達しなければワ

クチンに余剰が出る。 
１、２回目接種の際は、モデルナ製の需給が逼迫した事情もあり、やむを得ず余った

ワクチンは厚労省が回収し、別の職域接種会場へ移送して有効活用に努めた。しかし、

３回目接種から厚労省は、必要量に応じた綿密な接種計画の作成や更新の徹底を企業・

団体に求める一方、余ったワクチンの回収は行わないことにした。このため使用期限切

れ以外の廃棄もあった。 
 また、オミクロン株対応ワクチンの接種が各地で始まる中、従来型ワクチンの多くが

廃棄される見通しだ。１、２回目接種を完了していない人のために、自治体は従来型ワ

クチンを常に確保しておく必要があるが、２２年末までに１、２回目接種の希望者が飛

躍的に増えることは考えにくい。また、今回の新型コロナワクチンを無償で接種できる

予防接種法上の特例臨時接種の実施期間は２３年３月末までとなっている（２２年１０

月２０日時点）。 
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第３節 政府提供の２つの管理システム 
第１項 ワクチン接種記録システム（ＶＲＳ） 

予防接種法に基づいてワクチン接種を実施している市町村は、「予防接種台帳」の作

成を求められている。今回の新型コロナのワクチン接種で導入されたワクチン接種記録

システム（ＶＲＳ）はデジタル庁が提供した。個人１人１人の接種の日時や回数などを

管理し、転居者や接種券の紛失者らにも迅速に対応できるシステムだ。予防接種台帳と

は別に、国内の状況を横断的に共有できる。デジタル庁はＶＲＳ専用のタブレット端末

を全国の自治体に送付しており、接種券に書かれた１８桁の数字のバーコードをタブレ

ット端末で読み取れば、氏名や接種日、会場名などの情報が入力される。 
政府は自治体や医療機関に速やかな入力を求めた。しかし、２１年４月に高齢者接種

が始まると、政府が想定したような迅速な入力が進んでいないことが判明した。県内の

市町村のワクチン接種担当者からも「ＶＲＳへの入力は予防接種台帳への登録と二度手

間になり、手が回らない」「接種券を読み込むスキャナーのピントがなかなか合わない」

「入力を済ませたつもりでも、できていないことがある。とても分かりにくい」といっ

た不満の声が次々に県へ寄せられた。 
個別接種を実施している医療機関では、医療従事者がＶＲＳに登録するとされたが、

「煩雑だ」「分かりにくい」などの理由で入力が後回しにされることが多かった。この

ため県は２１年６月から、ＶＲＳへの入力業務の負担を軽減しようと、ＶＲＳ操作支援

業務を始めた。 
「お助け隊」と呼ばれる民間業者が医療機関を巡回し、回収した予診票の内容を確認

して、ＶＲＳへの入力を代行する。記載内容に不備があった場合には、各医療機関に報

告した。入力が完了した予診票は各医療機関に返却する。２１年度は甲府市、都留市、

市川三郷町、昭和町、中央市、大月市の５４医療機関が利用した。利用件数は４万３３

６４件に達した。「お助け隊」事業は２２年度も引き続き行われている。 
 それでもなお、接種記録がＶＲＳに入力されるまでにはタイムラグが生じている。あ

る日の接種者数のデータが数か月遅れでまとめてＶＲＳに入力されることがあり、１日

の接種者数や接種率が後日、大きく変動することがあるため、データが確定しないこと

が課題となっている。 
 
第２項 ワクチン接種円滑化システム（Ｖ－ＳＹＳ） 
 一方、Ｖ－ＳＹＳはワクチンの配送や在庫を管理する厚労省が運営するシステムだ。

具体的には、ワクチン接種契約の受け付け、ワクチン・針・シリンジの分配量の決定、

決定した内容の伝達などの機能を備えていて、政府や都道府県、市町村、医療機関、ワ

クチンメーカー、卸業者が相互に利用できる。厚労省は２０年１２月と２１年１月、都

道府県など関係者に対する説明会を開催した。 
 しかし、実際に稼働させてみて初めて分かることが多く、当初、県内の市町村のワク
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チン接種担当者、医療機関からは県へ「操作方法が分かりにくい」として問い合わせが

相次いだ。県ワクチン班が問い合わせの電話に対応した。分かりにくさの原因を詰めて

いくと、その多くがシステムへのログイン方法に関するものだった。次第に、接種担当

者らの慣れによってログインの問題は解消した。 
 
第４節 ワクチンの副反応 
第１項 副反応の発生状況 

ワクチン接種の副反応による健康被害は極めてまれだが、避けられないものだ。副反

応疑いの事例は、病院から直接、厚労省に報告され、それが自治体へ送られてくる。健

康被害救済制度は、予防接種法に基づくもので、予防接種を受けた人に健康被害が生じ

た場合、その被害が接種を受けたことによるものと同省が認定した時、市町村により給

付が行われる制度だ。副反応に苦しむ人が市町村に相談し、相談内容は市町村から県に

上がり、同省に上がる。第三者によって構成される疾病・障害認定審査会がワクチン接

種と健康被害の因果関係について審査する。 
 ２１年２月にワクチン接種が始まってから２２年１０月１２日時点までのまとめに

よると、副反応疑いの報告があったのは２５２人だ。主な内訳は、死亡１２人（いずれ

も因果関係不明）、重症３５人、軽症１９８人、不明７人。 
症状別に見ると、最も多かったのが「発熱」で５５人。次いで、「吐き気・嘔吐（おう

と）」が３８人、「めまい・立ちくらみ・ふらつき」３６人、「胸痛・動悸（どうき）・呼

吸苦・呼吸困難」３２人、「倦怠（けんたい）感」２９人、「頭痛」２８人、「体のしび

れ」２２人、「冷汗・発汗」２０人、「咽頭違和感・かゆみ」１８人、「接種部位以外の発

疹」１５人、「接種部位疼痛（とうつう）」１４人、「接種部位の発疹」１１人などとな

っている。１人で複数の症状を併発することが多いため、延べ人数は４８８人だった。 
 一方、健康被害救済制度を活用した事例は２１年３月～２２年９月の間に３２人に上

った。「心筋炎」が３人、「ギラン・バレー症候群」、「肝機能障害」、「呼吸困難（アナフ

ィラキシー）」が各２人。 
２２年１月以降の第６～７波では感染者数は爆発的に増えたが、同制度を活用したの

は５人だ。残る２７人は２１年１１月以前のものだ。デルタ株が猛威を振るった２１年

８月は１か月だけで「ギラン・バレー症候群」、「メニエール病」、「肝機能障害」、「左尺

骨神経まひ」、「上肢のしびれ・脳卒中の疑い」、「心筋炎」と６人に達した。 
 ２２年９月３０日公表時点で１～４回接種を済ませた県民の延べ人数は２１５万１

５３０人。このうち副反応疑いの報告は２５２人なので、その割合は０.０１１７％。１

万人に１.１７人という数字だ。同様に、予防接種健康被害救済制度を活用した人は３２

人なので、その割合は０.００１４８％。１０万人に１.４８人だ。 
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第２項 副反応に関する県の体制 
集団接種会場や大規模接種会場でワクチンを接種した人にアナフィラキシーショッ

クやけいれんなどの重篤な症状が出た際、県は、応急治療をするために点滴やアドレナ

リン製剤などの救急処置用品を準備することとした。また、速やかに医療機関へ搬送で

きるように、医療機関、消防機関と調整を行い、搬送体制を確保した。副反応について

相談したい人向けに、専門相談ダイヤルも設置している。 
 また、地区医師会と調整し、接種後の副反応の受診が可能な地域の医療機関を選定し

た。地域の医療機関で受診したうえで、さらなる対応が必要な場合の専門的医療機関に

紹介する体制を整えている。 
 
第８章 分析と評価 
 本機構の２２年１月の県民意識調査によると、県の「ワクチン接種」に関する対応に

ついては、「大いに評価する」が２８％、「多少は評価する」が４８％で、前向きな評価

の合計は７６％だった。年代別にみると、６０歳以上が７６％、４０～５０代と１０～

３０代が各７５％で、世代を通じて評価が高かった。 
本機構の２２年１月の２７市町村長アンケートでも、県のワクチン接種を「大いに評

価する」が１２人、「多少は評価する」が１０人に上ったが、「あまり評価しない」も５

人いた。県が市町村の接種体制づくりをきめ細かく支援したことや、大規模接種会場を

開設して接種を加速させたことが評価されたようだ。ただ、大規模接種については「開

設場所に偏りがある」「開設時期が遅い」といった指摘もあった。 
ワクチン接種の実績をみると、２１年１２月２３日時点における全県民に対する１、

２回目の接種率は７８.８％で全国１９位。２２年９月３０日公表時点の３回目の接種

率は６７.２%で全国２３位、４回目の接種率は２９.５％で全国２５位だった。いずれ

も全国平均を２ポイント前後上回っており、まずまずの好成績だと言える。 
長崎知事は「新型コロナの収束には、ワクチン接種が切り札だ」が持論で、感染拡大

防止と社会経済活動の両立に向けて、接種の促進に一貫して力を入れてきた。２１年１

月１４日という早い時点で、接種を担当する専従組織「ワクチン班」を設置し、発足時

の８人から繁忙時には最大２０人まで職員数を増やして、様々な課題解決に対応させた。

菅政権が掲げた「２１年７月末までに６５歳以上の高齢者の希望者全員に接種する」と

いう目標達成のため、総務、厚労両省とも連携し、市町村の接種体制を支援した。 
中でも、施設でのクラスターの発生を機に、同様の立場にある県民らの集団接種を機

動的に実施したのは適切だった。２１年６月の韮崎市内の障害者施設と甲斐市内の高校

の生徒寮での集団感染を踏まえ、６～７月に県内の障害者施設職員ら約２４００人と寮

生活中の中高校生や児童福祉施設入所者ら約２０００人に接種を実施した。後者では、

形式上は甲斐市の集団接種会場として登録し、実際の運営は県が行うという、政府が想

定していない体制を取った。県にワクチンの在庫がなかったため、甲府市から一時的に
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ワクチンを借り受けたのも異例の対応だ。工夫を重ねた臨機応変の対応だった。 
県のワクチン接種の加速化では、山梨大学の貢献が大きかった。職域接種では、大学

の学生・教職員とその家族だけでなく、県が相談を受けた県トラック協会など中小企業・

団体や、上述した障害者施設職員を受け入れた。大学が独自に調整して接種を実施した

企業・団体もあった。１～３回目接種の山梨大学の接種者は約４万人で、県内全体の職

域接種者９万５０００人の約４１％を占めている。 
一方で、今なお全国的な課題となっているのは、若年層の接種率の低迷だ。県は、若

者世代に対し、プレミアム食事券が抽選で当たるキャンペーンなど、様々な接種勧奨策

を実施してきたが、いずれも決定打になってはいない。接種回数が多い人ほど感染率や

重症化率が低く、副反応は限定的であることなど、科学的根拠に基づく接種の意義を粘

り強く訴え続けることが求められる。 
５～１１歳の小児接種の促進も重要だ。２２年９月末時点の２回目接種率は２１.９%

にとどまる。小児科医の少ない小規模自治体などについては、隣接自治体との広域接種

などを具体的に支援する必要がある。富士北麓の６市町村は地元医師会と協議を重ねた

結果、２２年１０月から小児接種会場を１か所に統合した。会場が分散しているより、

メインの接種会場を設けた方が効率的だと判断したためだ。小児接種の努力義務化を踏

まえ、こうした広域接種をもっと実施してはどうか。 
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第７部 情報発信 

 

【概況】 

 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐには、外出・移動の自粛をはじめ、県民の多大

な協力が不可欠だ。このため、山梨県は、県民に対して、「３密を避ける」「不要不急の

外出を自粛する」などの行動変容を促し、手洗いなどの行動規範の徹底を求めるととも

に、積極的なワクチン接種を推奨するため、情報発信に力を注いできた。感染拡大防止

と社会経済活動の維持の両立は二律背反を伴う難題であり、すべての県民を満足させる

ことが極めて困難な中、その情報発信には、県の様々な施策に対する県民の理解を広げ

る工夫と説得力が求められた。 

また、感染者情報の発表や、県民への呼びかけには、個人のプライバシーや感染者へ

の差別・偏見の問題が絡むため、慎重な配慮が欠かせず、時には混乱を招くこともあっ

た。今後も、危機管理、リスクコミュニケーションの問題として、専門家の知見や県民

の声に耳を傾けつつ、適切な公表・情報発信のあり方を考える必要がある。 

 

第１章 県の様々な情報発信 

第１節 知事の記者会見 

第１項 知事発言の推移 

 長崎知事は２０２０年１月～２２年１１月の間、週１回の定例記者会見（もともとは

火曜）７４回と臨時記者会見１１１回の計１８５回の記者会見を実施し、うち１６３回

が新型コロナウイルス関連だった。山梨県政記者クラブに所属した記者の１人は、「記

者会見の頻度が思ったよりも多く、積極的に情報を伝えようという県の意欲を感じた」

と語る。 

記者会見では、コロナの感染状況に関する情報提供に加え、県民の外出・活動の抑制、

ワクチン接種などを訴え、記者たちから質問が出なくなるまで応じるスタイルで、毎回

１時間前後に及んだ。２０年３月に手話通訳を導入し、６月から知事の口元が見えるよ

うにマスクを外した。２０年４月に県参与に起用したＰＲ会社社長は、資料を映すモニ

ターの活用など会見の運営について助言し、県独自のグリーン・ゾーン認証制度を番組

で取り上げてもらおうと在京のテレビ局に働きかけた。 

会見の様子は、地元紙・山梨日日新聞のサイトで読者会員向けにライブ放映され、新

聞やテレビはニュース価値に応じて記事や番組で報じている。県は会見の翌日か２日後

に動画をホームページ（ＨＰ）や動画投稿サイト「ユーチューブ」にアップするととも

に、２２年３月２９日からは県のＨＰで生中継し、発言内容も会見当日か翌日以降に載

せている。動画の再生回数は平均２４０回程度で、第６波の感染拡大期だった２２年１

月２３日の９２８回などが多かった。 
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知事が記者会見で県民に行動変容を促した主な発言を分析すると、基本的に、感染拡

大期には県民の行動にブレーキをかける一方で、感染が下火になると経済のアクセルを

踏むパターンが繰り返された。感染者が格段に多い東京都、神奈川県などの大都市圏と

比べると、経済重視の傾向がうかがえる。 

第１波（２０年３～６月）は、県内の週次の新規感染者は最大２１人と第２～７波に

比べれば少なかった。だが、４月７日に政府の緊急事態宣言が東京都、大阪府と５県に

発令され、１６日からは対象が山梨県を含む４７都道府県に広がった。ウイルスの感染

力や重症化リスクが明確でない中、感染した有名タレントが相次いで死亡したうえ、家

族が火葬に立ち会えないケースもあり、県民に不安感が広がった。感染のリスクを１０

０％除くことは不可能なのに、徹底したリスク除去を行政に期待する県民が多く、県の

発信内容の中でも新規感染者数の推移が注目を集めた。 

県の感染拡大防止策も手探りだった。このため、知事の発言は、「身近な人にうつさ

ない配慮を」（３月６日）、「県民一丸となって（略）ふんばろう！やまなし」（４月１９

日）といった感染防止の呼びかけや、とりあえず人流の抑制に協力を求める内容が多か

った。６月２４日に入院患者がゼロになると、経済の「反転攻勢」を標榜し、感染対策

を講じた飲食店などを認証するグリーン・ゾーン構想の推進を表明した。この「反転攻

勢」はその後も、県の経済対策予算の説明などに何度も登場するキーワードとなった。 

第２波（２０年７～９月）も、週次の新規感染者は最大３０人で、感染は比較的限定

的だった。県は、事業所や学校、医療機関などに感染防止策の徹底を求めつつ、飲食店

の空調設備改修・機器購入費補助など具体的な支援策を進めた。県福祉保健部関係者に

よると、第２波の後半では、医療関係者で構成する県の「ＣＯＶＩＤ－１９入院調整専

門家会議」が「行動制限を引き続き呼びかけるべきだ」とブレーキの継続を求めたのに

対し、長崎知事が「感染が収まってきたのに行動制限を続けると、県民の暮らしや経済

が傷むだけだ」と主張し、水面下で綱引きがあったという。 

結局、知事は２０年８月４日の会見では、帰省の可否は家族とリスクについて相談し

て判断し、帰省する場合は「大人数で会食しないように」と訴え、慎重な行動を呼びか

けた。しかし、感染者が大幅に減った９月２９日には、一転して「Ｇｏ Ｔｏ トラベ

ル」の適用を前にした東京都民に向けて、「安全な環境でお迎えする準備は整っている」

などと、来県を積極的に呼びかけた。 

第３波（２０年１０月～２１年３月）は、週次の新規感染者が最大１５９人を数え、

警戒感が高まった。２０年１２月以降は、濃厚接触者を通じた感染源の追跡・封じ込め

が難しくなり、県が「医療優先」に軸足を置いた時期にあたる。２１年１月７日に政府

が１都３県に緊急事態宣言を発出した際、長崎知事は県民に１都３県への移動自粛を求

め、「強く気を引き締めて」「責任ある行動を」と訴えた。その後、感染者が大幅に減少

した３月２５日には、４月から始まるワクチン接種を「反転攻勢の最重要事項」と位置

づけ、グリーン・ゾーン認証店の利用を勧めながらも、「花見・歓送迎会をやってくだ
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さい」と踏み込んだ。 

第４波（２１年４～６月）の週次の新感染者数は最大２２０人で、感染拡大期には緊

張が続いた。知事はクラスター（５人以上の感染集団）が発生した認証店名を公表して

県民に注意喚起を促し（４月２１日）、家庭内でのマスク着用の徹底も求めた（６月１

０日）。 

第５波（２１年７～１２月）では、感染力の強い変異株「デルタ株」の流行で週次の

新規感染者が最大６００人に上り、８月２２日には病床使用率が８２％に達した。８月

６日の会見では、山梨県感染症対策センター（ＹＣＤＣ）の藤井充総長が「８月１３日

に（空いている）病床がゼロになる可能性がある」と指摘した後、長崎知事は最大限の

危機感を訴え、臨時特別協力要請で「不要不急の外出自粛」を要請するとともに、ワク

チン接種の加速を約束した。８月１８日には、まん延防止等重点措置が山梨県に適用さ

れたのを受けて、知事は、ワクチン接種の徹底で「自分だけでなく、お互いの命を守ろ

う」と県民に呼びかけた。 

一方で、第５波が収束してきた１０月１３日には、ワクチン接種率が６割を超したこ

とを踏まえ、知事は「検査の陰性証明の提示で人数制限なしで宴会できる」と強調し、

宴会の開催を支援する「無尽でお助けキャンペーン」の利用を促すなど、経済の回復に

向けた発言を強めた。 

第６波（２２年１～６月）は、重症化率は低いものの感染力が格段に高いオミクロン

株の流行で、週次の新規感染者数が最大２３６４人に跳ね上がった。知事は２２年１月

２３日の記者会見で、ワクチンの２回接種を終えていない県民に対して「不要不急の外

出・移動の自粛」を求めたところ、抗議・反発が県に殺到した（第２章第３節で詳述す

る）。２月１７日には、学校での感染対策として、陽性者のクラス全員にＰＣＲ検査を

実施する「新山梨方式」の導入を発表し、強いブレーキをかけ続けた。ただ、３月以降

は、重症化率の低いオミクロン株の特性を前提として、「ワクチンを打って花見を楽し

んで」（３月１１日）、「日常への回復を加速させたい」（６月２８日）などと、再び経

済活動のアクセルを踏んだ。 

第７波（２２年７～１０月）は、オミクロン株の系統「ＢＡ.５」の感染拡大で週次

の新規感染者が８０００人台に達する一方、重症者はそれほど増えず、軽症・無症状の

自宅療養者が大幅に増加した。このため、感染者対応の軸足は自宅療養に移り、知事は

７月２６日の会見などで「自宅で解熱剤の用意を」などと訴えた。さらに、基本的な感

染防止策の徹底を呼びかけながらも、「ウィズコロナ」を念頭に置き、外出・移動の自

粛といった従来のような厳しい行動制限は求めなかった。新規感染者の減少傾向がはっ

きりした９月１３日には、知事は、祭りによる地域活性化など「日常の回復に向けた取

り組みを」と強調した。 

ただ、１１月９日には病床使用率が約２か月ぶりに２０％を超え、長崎知事は「第８

波に突入したと認識せざるを得ない」と語った。さらに１４日の会見では、病床フェー
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ズを２から４に上げたことを明らかにし、グリーン・ゾーン認証制度のレベル２の対応

としてパーティションの設置など対策の徹底を飲食店に求めた。 

 

第２項 知事の記者会見の効果 

知事の一連の情報発信は、県民の行動変容にどの程度の効果があったのだろうか。 

第１～第３波の情報発信に関与した高橋直人健康増進課長（現・財政課長）によると、

「県境をまたぐ人の移動の自粛」「人流の抑制」を求める県の要請の効果について、専

門家会議で事前・事後に予測・チェックし、次の協力要請や要請解除の参考にすること

を継続的に試みたという。その結果、２０年春の大型連休などにおける市街地や観光地

の人出の減少や、第１～３波の谷間における感染者の減少は確認された。しかし、協力

要請を強める以前に、県民が感染状況をみて自主的に行動を抑制するケースがあるなど、

感染者の減少には様々な原因があるため、結局、「情報発信の効果を検証するのは難し

いと言わざるをえない」という。一方で、「県のＬＩＮＥアカウントの登録者に対し、

個別の情報発信の効果や評価を尋ねることで、一定の検証はできたのかもしれない」と

も語る。 

２１年４月のＹＣＤＣ発足後、情報発信を担当してきた佐野満・感染症対策推進監

（現・総務部次長兼人事課長）も、「県民の行動変容を促すには、知事が記者会見で協

力要請し、マスコミなどで報道してもらうのが一番効果的だったと思う」としながらも、

「県の情報発信がどの程度、県民の行動変容につながったのかを十分に検証できていな

い面もあった」と振り返る。 

実際、知事の記者会見では、感染状況の変化に応じて、県民の行動や経済活動にブレ

ーキをかけたり、アクセルを踏んだりするため、県庁内で事前に議論を重ね、情報発信

の表現に様々な工夫をしているが、その表現の微妙な違いが県民にどこまで理解されて

いたかは分からない。例えば、マスク着用や不要不急の外出自粛、３密の回避といった

基本的な呼びかけにしても、単なる「協力要請」（２０年５月以降、内容を変更しつつ、

２２年１１月現在も継続中）と、より重要な「臨時特別協力要請」（第４～７波で計４

回発出）の２種類があるが、その違いを十分に認識している人は多くないとみられる。 

それでも、知事の記者会見が県民の行動変容を促すうえで有力な手段であるのは確か

だ。記者会見に対する県民の反応に関する経験やノウハウ、教訓を着実に蓄積しながら、

他の手段とも効果的に連動させて県民への呼びかけを続ける必要がある。 

 

第２節 ホームページ 

第１項 フロントページ 

県のＨＰの管理者は、県知事政策局広聴広報グループ（１５人）のホームページ・報

道担当３人のうち１人が務めている。実際には、同グループが、グループ内や他の部局

から様々な意見や要望を集めて、新着情報や報道発表資料を掲載するなど、随時、ＨＰ
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の内容を編集している。ＨＰのレイアウトや構成などは、５年おきに大規模な更新を実

施しており、５年前は３６８８万円をかけて改修した。次回は、２２年度に約５００万

円の予算で更新内容を検討・設計したうえで、２３年８月に全面的に刷新する準備を進

めている。 

フロントページは上中下段の３層構造になっている。 

１１月末現在、上段には、「新型コロナウイルス感染症に関する総合情報」「ワクチン

接種」「健康フォローアップセンター」「食のグリーン・ゾーン応援キャンペーン プレ

ミアム食事券」などの各ページに誘導する大きなバナー画像がある。画面が３秒で転換

するバナー画像を閲覧者がクリックすると、時宜にかなった情報のページにそれぞれア

クセスできる仕組みだ。例えば、２２年８月１５日には、「医療提供体制を堅持するた

めの臨時特別協力要請を発出中 ８月３０日まで」というメッセージを加えた。 

 中段には、最も目を引くカラフルな「新型コロナ 医療危機メーター」のほか、「感

染拡大防止への協力要請」「市町村別の感染者の状況」「感染者の療養に関する基本的な

考え方」の図表や、新型コロナ感染症の受診・相談センターの電話番号などを載せてい

る。 

下段には、「グリーン・ゾーン

認証の申請受け付け」などの注

目・新着情報を収めている。 

医療危機メーターは、第５波

で医療提供体制が危機的状況に

陥った２１年８月、長崎知事の

発案で誕生した。①のように、

「病床等使用率」（新型コロナ専

用病床と宿泊療養施設の部屋の

合計の使用率）を速度計のよう

なイラストとデータで表示して

いる。使用率が５割を超えると

赤が基調、５割を切るとオレン

ジ色、２割を切ると緑が基調に

変化し、病床の逼迫度が一目で

分かる。「病床等使用率」は、２

２年３月からは②のように、医

療の逼迫度をより正確に反映す

るため、コロナ病床に限った「病

床使用率」に変更した。 

メーターの右半分では当初、①のように文字で感染の深刻度を知らせ、「家庭内の感
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染防止対策の徹底」など最重要の協力要請事項を掲載していた。オミクロン株による第

６波の最中の２２年１月、こうした呼びかけをやめ、代わりに、ワクチン接種２回以上

とそれ未満の人の感染率のグラフと分析データを載せるようにした。ワクチン接種が感

染防止に最も有効と判断したためだ。同６月からは、②のように、毎週金曜日に県が発

表する「モニタリング週報」を抜粋し、直近の感染者数、人口１０万人あたりの療養者

数などを詳細に伝えており、「データ重視」の内容にしている。ワクチン接種の回数に

よる感染率のグラフと分析は姿を消した。 

 

第２項 コロナの総合情報ページ 

上段のバナーから入る「新型コロナウイルス感染症に関する総合情報」のページは２

０年２月に設けられ、情報量が最も多い。「発熱等の症状のある方の診療を行う医療機

関の一覧」「濃厚接触者の待機期間」「感染事例と予防のポイント」「支援制度」など約

２０項目の各ボタンを押すと、それぞれ必要な資料やデータにたどりつく。 

総合情報ページの中段は、視覚に訴える８つのピクトグラム（図記号）から「知事の

メッセージ」「発生状況」「各種相談窓口」などの資料を探せる。必要な詳細データにた

どり着くには、フロントページから２、３回のクリックが必要なケースが多い。その下

には、「山梨県民の皆様へ」と「事業者の皆様へ」の２種類の県の協力要請の内容を掲

載している。 

下段には、マスク着用の要・不要に関する厚生労働省と文部科学省のパンフレットを

載せるなど、政府機関との連携も意識している。 

県のＹＣＤＣのページは２１年１０月にスタートした。１１月から掲載している「第

５波の振り返り」は、クラスター事例などの詳細な分析を紹介しつつ、ワクチン接種や

建物の換気の必要性などを丁寧に伝えている。各職場の感染防止策などについて専門家

が解説した動画１１本を掲載。国内外の専門家３人による「グローバル・アドバイザリ

ー・ボード」（ＧＡＢ）会合の議事録も載せている。 

 

第３項 感染状況によって閲覧数が増減 

新型コロナに関連するページには、開設時の２０年２月から２２年１０月までに約４

７９０万件の閲覧数（ＰＶ数）があった。その内訳は、２０年度はコロナに対する県民

の関心が高かったためか約２９９５万件だったが、２１年度は県民の心が少し落ち着い

てきたとみられ、約１２７５万件と前年度の半数以下に減った。 

月別のＰＶ数をみると、２０年度は第１波の４月の６９３万件が最多で、５月の４１

５万件とともに、ウイルスの特性などが分かっていない時期に県の関連ページに関心が

集まったことが分かる。第２波で患者が増えた８月は３１４万件、第３波の１１月、１

２月、２１年１月もそれぞれ２３０万件以上だった。２１年のＰＶ数の大幅減少は、ワ

クチン接種の進行、治療薬の導入によって県民の不安が緩和されてきたためとみられる
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が、感染が拡大するとＰＶ数が伸びる傾向は続き、第５波の８月は２２４万件、第６波

の２２年１月も２００万件を記録した。 

県のＨＰ全体のＰＶ数は、１９年度の約２３９５万件に対して、２０年度は約５６１

８万件と２倍以上になった。減少に転じた２１年度でも約３９９５万件で、コロナ禍を

機に、ＨＰ自体が以前よりも県民らに見られるようになったことが分かる。２２年度も

１０月までに約１９１９万件で１９年度を上回るペースとなっている。 

 

第４項 ２３年のＨＰ刷新に向けて 

県のＨＰの「コロナ特設コーナー」と「コロナ関連情報の総合情報ページ」について

は、「文字が多くて見づらい」「重要な情報が見つけにくい」との不満の声が県民らから

上がっている。東京のＰＲ会社が県の委託で２１年３月にまとめた報告書も、「デザイ

ンが悪く、知りたい情報がどこにあるのか分かりづらい」「ツイッターとＬＩＮＥのコ

ロナ専用アカウントの開設を知らせる場所が県ＨＰに見当たらない。広報番組、広告、

ＨＰ、ＳＮＳなどを連動させた多面的な露出が必要」として、早急に改善するよう求め

た。 

２３年のＨＰの全面的なリニューアルに向けて、県は２２年７月、行政広報の専門組

織「日本広報協会」（東京都新宿区）に委託し、全国の１８歳以上の５００人を対象に、

ＨＰの評価を尋ねた。「情報の探しやすさ」については全体の７３％が「探しやすい」

と答えたが、女性の１８歳～２９歳の４４％、男性の１８歳～２９歳の３４％は「探し

にくい」という反応だった。「デザイン・レイアウト」についても、女性の１８歳～２

９歳の４０％は「よくない」と評し、「情報量」も全体の１６％が「多すぎてよくない」

と答え、年齢層、性別によって評価が異なることが分かった。 

ＨＰの各ページを作っている県庁各課も調査対象に加え、各課からは、「１ページあ

たりの情報量が多すぎる。リンクを有効活用し、ページを分割すべきだ」「県のＳＮＳ

情報はページ上部に分かりやすく配置を」といった具体的な提案が集まった。 

県はＨＰ刷新の際、他県のＨＰも参考にする予定だ。 

例えば、神奈川県は、①コロナ関連情報をフロントページの上部右半分に据え、「新

型コロナ対策ポータル」のバナーを押すと、ピクトグラムを経由して「ワクチン」「自

主療養届・療養証明書」「新マナー・マスク飲食」など、県民が当面の生活に必要な新

着情報や、感染予防、検査・受診などの基本情報を入手できる、②「新型コロナ対策ポ

ータル」の右隣にある「感染症対策サイト」のバナーを押すと、「陽性患者数」「入院者・

療養者の状況と死亡者」「病床使用率」「人口１０万人あたりの療養者の推移」「市中陽

性率」など約２０種類のデータがグラフで一括掲載され、県内の最新感染動向が一目で

分かる――など、情報がよく整理されている。 

「リスクを伝えるハンドブック」などの著書があり、リスクコミュニケーションが専
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門の西沢真理子氏は、「山梨県も、『ホームページを見る人は左上から見ていく』ことを

意識した構成にすべきだ。余白を情報で埋め尽くす発想を捨てて、情報の軽重が分かる

ようにメリハリをつけてほしい」と指摘する。西沢さんは２２年１月、情報発信をテー

マにした県幹部対象の研修会で講師を務めた。 

 

第３節 ＳＮＳの活用 

 県は２０年６月、ＨＰと連動して、ＬＩＮＥのアカウント「山梨県―新型コロナ対策

パーソナルサポート」を開設し、コロナ患者の発生状況や支援策を発信している。日本

のＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）利用率が７３.８％（総務省の

２１年情報通信白書）に上り、その中でもＬＩＮＥの利用率が９割と高いことを踏まえ、

ＬＩＮＥを使った情報発信が若年層向けに有効と考えたためだ。 

アカウント登録者は１７万１０４９人（２２年１２月１９日時点）と、県人口約８０

万人の２割を超し、かなり浸透している。ただし、プッシュ型のメッセージが県から届

くのをブロックしている約８万人を除くと、県のメッセージを継続的に受信しているの

は約９万人だ。 

登録すると、県から午後４時、５時など１日に２回以上メッセージが届き、「医療危

機メーター」、「感染者速報」や「感染症の発生状況」、「協力要請」、「ワクチンの大規模

接種会場の案内」を知ることができる。毎週金曜日には、直近の感染者数などを示す「モ

ニタリング週報」が表示される。２２年８月３１日のメッセージの既読率は「医療危機

メーター」が３９.５％、「感染者速報」が６０.５％だった。 

飲食店内にあるＱＲコードをスマートフォンで読み取ると、同じ時間帯の利用客から

感染者が出た場合に連絡が来る「お知らせシステム」も搭載している。厚労省のコロナ

対策の接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ（ココア）」と似た仕組みだ。 

２０年２月にできたツイッターのアカウント「山梨県新型コロナウイルス対策」は、

２２年１２月１９日時点のフォロワーが２万７１００人で、登録数は伸び悩んでいる。

１日に３回程度、病床などの使用状況が分かる「医療危機メーター」と発生状況（市町

村別、年代・性別・症状別）などをツイートで伝え、「県民への協力要請」、「ワクチン

の大規模接種会場の案内カレンダー」なども随時発信している。 
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第４節 オウンドメディア（自己管理のメディア媒体） 

県は２２年３月２４日、ＨＰ内に新たなコーナー「やまなし in depth」をスタートさ

せた。「in depth」は「深く掘り下げた」という意味で、県は、県政情報を深掘りし、

県民にわかりやすく伝えるための新しい「オウンドメディア」と位置づける。長崎知事

は「記者会見で背景を詳細に説明しても、新聞やテレビは、紙幅・放送時間の都合で一

部しか報じないことが少なくないため、デリケートな問題について県民から誤解を受け

ることもある。施策の背景にある考え方や、意思決定に至った思いを直接発信する仕組

みを作った」と語る。 

知事は２１年９月、「オウンドメディア」の検討を知事政策局に指示した。知事政策

局は、「どんな読者層を想定すべきか」をテーマに、広報に関連する部課から意見を聞

き、ターゲットを「新聞を読む人たちが中心」と決めた。２１年度は６８０万円、２２

年度は１６０７万円の予算を計上した。サイトの構成、取材・執筆は民間会社に委託し、

読み物風の記事を月に２本ずつ新規に掲載している。 

「批判殺到！ワクチン未接種者『外出自粛要請』の舞台裏」では、県民らの批判を受

けた２２年１月の知事の記者会見に至る過程を明らかにした。「部活を止めるな！ 『部

活中マスク着用』を要請した県職員の思い」は、バレーボールの指導者でもある県教委

保健体育課課長補佐が部活動の継続を願い、２２年４月に「部活中のマスク着用」を提

案した経緯を伝えた。「全国モデルとなった『やまなしグリーン・ゾーン認証制度』」な

ども、普段は公表しない政策決定過程を紹介している。 

「やまなし in depth」のＰＶ数は、２２年４月の１万４４９０件から徐々に増え、７

月は２万１０９５件に上った。県庁内からは「自分の担当外の記事は勉強になる」との

声もある。 

 

第５節 専門家の発信 

県内の医療の専門家は、県の政策決定に必要な判断材料、知見を提供するだけでなく、

県民に向けて、具体的な感染防止策や注意点を分かりやすく発信するという重要な役割

を担った。 

県内でただ１人の感染症専門医である県立中央病院総合診療科・感染症科の三河貴裕

部長はこれまで２０回以上、学校、保育所、介護施設などの研修会で講師を務め、手の

洗い方、消毒法など感染予防の基本を指導した。本人の現場での体験・取材に基づいて

丁寧に解説しており、「専門家の助言は貴重だ」と県民各層から評価されている。その

動画の一部は県のＨＰや、動画投稿サイト「ユーチューブ」にアップされている。 

県立中央病院が２１年７月に開いたオンライン形式のイベント「県民に伝えたい医療

最前線」では、三河医師による新型コロナの感染の現状報告に続き、県立中央病院高度

救命救急センターの井上潤一統括部長が、入所者、職員計約７０人が感染した障害者施
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設「穴山の里」（韮崎市）のクラスターにＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）のメンバー

として対応した緊急医療支援活動について講演し、約２１００人が視聴した。 

公衆衛生学が専門の藤井ＹＣＤＣ総長は２０～２２年の知事記者会見にほぼ同席し、

会見後などに記者たちに科学的な背景を解説した。県総合対策本部でも、専門家会議の

現状分析について説明した。健康科学大看護学部（都留市）の教授も務める藤井総長は

テレビ番組の出演も多く、「県民には、出来るだけ正確な知識・情報を伝えて行動して

もらうのが最も重要だと考え、情報発信してきた。若い人はＳＮＳでコロナ情報を得て

いると思っていたが、健康科学大の学生に聞いたら、テレビからの情報が圧倒的に多か

った。情報発信のチャンネルは多様な方が良い」と話している。 

 山梨大医学部付属病院感染制御部の井上修特任教授は、マスコミの取材を２０回以上

受け、医療従事者の研究会や県医師会の会合でも緊急なテーマや注意点について解説し

てきた。井上医師は、「最初の頃は特にそうだったが、正しい情報がないと、人はすぐ

パニックになってしまう。医師が不安なのだから、一般の人はなおさら不安になること

を踏まえ、取材の申し込みは全部引き受けている」と語っている。  

 

第６節 県総合対策本部と専門家会議 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の「新型コロナウイルス感染症関係

総合対策本部」は２０年３月１１日の初会合以降、２２年１１月２４日までに５０回の

会合を開いた。県は、その議事録を初回から県のＨＰに掲載してきたが、会議自体は当

初、非公開だった。報道関係者や県民から公開の要望があったが、県庁内では、「会議

後に政府との調整があり、内容を変更する可能性がある」「会議後の記者会見で発表す

ることが事前に明らかになり、会見の意義が損なわれる」といった消極論も根強かった。

しかし、県は政策決定過程の透明性を高めることを優先し、２０年８月から会議を公開

することにした。 

一方、藤井総長と三河医師、井上医師らによる専門家会議は２０年２月２５日から毎

週金曜日に非公開で開かれており、発言のしやすいようにと、議事録や議事要旨は公開

されていない。審議内容は、知事会見や、県の総合対策本部会議の席上で知事や藤井総

長が紹介することが多い。入院調整のほか、外出自粛要請の提案、病床確保にかかわる

感染ステージの提案、ワクチン接種の勧奨手法、自宅療養の導入が必要な時期など、感

染症対策全般について議論を交わしてきた。県の方針を共有する公式の場である総合対

策本部と比べて、専門家会議では、本音で深い議論が行われており、議事録の全面公開

はなじまない面があるのは確かだ。 

反面、専門家会議の審議内容が具体的な県の政策に、どんな経過を経て、どう生かさ

れたかについては、県民に十分に伝えられたとは言い難い。 

他の自治体はどう対応しているのか。 

東京都では、東京感染症対策センター（東京ｉＣＤＣ）専門家ボードの全体会議に加
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え、「疫学・公衆衛生」「リスクコミュニケーション」などのチーム会議の議事要旨を公

開するほか、チームの活動状況などをウェブサイト「ｎｏｔｅ」で詳報している。「リ

スクコミュニケーション」チームの場合、これまで１５回の会議で情報発信の意義や効

果的な発信方法などが議論されている。また、「提供してほしい情報は何か」「ワクチン

の接種意向」「終息後も定着してほしい行動様式」などを把握するため、都民アンケー

ト（１万人、１０００人規模）を計５度実施し、分析した結果を公表している。東京ｉ

ＣＤＣの濵口定市担当課長は、「都民の声とともに、会議で検討した結果を、情報発信

の内容や手法に反映させるなど活用している」と話す。 

石川県は感染症対策本部の動画を公開し、専門家会議の議事要旨と資料を県のＨＰに

載せている。政府も２０年２月～６月の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の議

事概要と資料を首相官邸のＨＰで公開し、２１年４月からの新型インフルエンザ等対策

推進会議「基本的対処方針分科会」の議事録も内閣官房ＨＰで公開している。 

 

第７節 広報予算 

県の広報関連予算の総額は年度によって多少の増減があり、県は、感染状況に合わせ

て内容を組み替えてきた。長崎知事は「動画は読み物よりも（県民に）刺さりやすい。

短い動画を中心にやりましょうと指示している」と語っており、基本的には、動画の活

用を増やす傾向がある。 

２０年度広報予算は３億２５１７万円で、前年度より約１０００万円増えた。動画投

稿サイト「ユーチューブ」に県提供番組１６本（予算約２２００万円）の動画を掲載し

た。さらに、受け手の県民中心に「伝わる広報（戦略的広報）」を目指し、コンサルタ

ント会社に新たな広報展開の検討を依頼した（同約１３００万円）。２１年１月には政

府の緊急事態宣言を受けた知事メッセージのチラシを県内の全戸に配布した。代わりに、

新聞の全面カラー広告の掲載をやめ、テレビ・ラジオの番組制作費を減らした。 

２１年度予算は３億１０４４万円で前年度比１４７３万円減少した。テレビ広告を廃

止したうえで、県の施策をより直接的に伝えるため、ユーチューブの県提供番組を４４

本と２.７倍に増やした（同約４３００万円）。ユーチューブでは、新聞をあまり読んで

いない県内在住の１０～３０歳代（約２５万人）を主要なターゲットに、感染防止対策

の動画広告４本をアップした。８月は「まん延防止等重点措置」、１０月は「ワクチン

接種」、１２月は「年末年始の注意喚起」、２２年１月は「冬編」とテーマを変え、いず

れも目標の１０万回を超えて視聴された。 

２２年度予算は前年度比１６４８万円増の３億２６９２万円で、広報の新機軸や刷新

に取り組んでいる。第４節で触れた「やまなし in depth」の予算約１６００万円や、５

年ぶりのＨＰ刷新に向けた検討・設計費など約１０００万円を計上し、代わりにユーチ

ューブ動画を４４本から２２本に半減した。 

継続的な予算では、県の季刊広報誌「ふれあい」が２０年４月号から毎号、コロナ対
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策について詳報している。２０年１０月発行の６６号は１２ページの特集「新型コロナ

ウイルス感染症に県民一丸となって立ち向かう」で、障害者就労支援施設で手作りした

マスク約２万７０００枚の保育所・幼稚園への出荷式（６月、県庁）など、県の取り組

みを年表で紹介した。コロナ禍の経済支援策として静岡県と旬の農畜産物を購入し合

う「バイ・ふじのくに」の記事も載せ、２１年審査の「全国広報コンクール」広報紙（都

道府県・政令指定都市部）で入選した。２１年７月発行の６９号は、「やまなしグリー

ン・ゾーン認証制度」の全国展開を中心に伝え、２２年審査の同コンクール広報紙（同）

で「入選３席」という前年より高い評価を得た。 

  

第８節 外国人への発信と支援 

 新型コロナの感染拡大防止には、日本人だけでなく、県内在留の外国人（１万７１６

３人）の協力が欠かせない。２１年１２月末時点の法務省統計によると、国籍別では、

中国が３６０２人で最も多く、以下はベトナム２８５８人、ブラジル２８３３人、フィ

リピン２０１１人、韓国１６４６人などの順となっている。 

県のＨＰは１８年から自動翻訳機能を備え、現在は７か国語（英語、フランス語、中

国語、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語、インドネシア語）に対応しているが、「コ

ロナ関係の翻訳が分かりづらい」との声も寄せられた。このため、２０年４月からは、

「新型コロナウイルス感染症に関する総合情報」コーナーの右上に、国際交流員などが

翻訳した情報へのリンクを掲載した。県国際交流協会のＨＰやＳＮＳアカウントでも、

手洗いなどの感染防止情報を多言語に翻訳して載せている。 

生活支援の需要を確認するため、県は２０年５月～２１年３月、市町村や教育機関、

企業などを対象に「感染症が外国人に与えた影響」について調査した。その結果、学生

はアルバイトの減少で生活に困り、社会人もホテルなどの休業で職を失っている、とい

った実態が判明した。外国人が緊急小口資金などの特例貸し付けや学生支援緊急給付金

を申請する際は、日本語が壁になっていた。県が「やまなし外国人相談センター」で実

施した相談事業でも、コロナ関係の相談は、１９年度の６件が、２０年度は４８件、２

１年度が７２件と増加している。 

「情報弱者」の外国人を支えようと、県は２０年６月、県国際交流協会や市町村など

が推薦した２７人に外国人地域生活サポーターを委嘱した。コロナ関連の行政手続きを

する際に同行するなど、外国人に寄り添った支援を充実させるのが狙いだ。サポーター

は２１年３月には３９人に増え、２２年度も３０人が活動している。３０人は１０か国・

地域の出身で、内訳は日本、中国各７人、ブラジル４人、ベトナム、韓国各３人、フィ

リピン２人、インドネシア、インド、英国、台湾各１人となっている。 

同行支援の要請は、身近で切実なものが大半だ。具体的には、①コロナ感染拡大の影

響で母親が帰国できず、買い物に困っていた中国人高校生をスーパーに連れて行った、

②小規模事業主の雇用調整助成金の申請に自信がない中国人と一緒にハローワークに
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行った、③帰国するフィリピン人男性が成田空港のＰＣＲ検査を不安に感じていたため、

通訳として同行した――などがある。２０年９月、ベトナム人が「早く帰国したい」と

相談してきた際は、サポーターが埼玉県のベトナム人寺院に連れて行ったところ、最終

的にベトナム大使館のチャーター機で帰国できた。 

県は２１年１１月、県国際交流協会のＨＰに特設サイト「新型コロナウイルスに関す

る多言語情報サイト」を開設した。市町村の協力を得て、パンフレットを在留外国人の

８７７９世帯と、外国人を雇用する１３０８事業所に郵送したところ、メーリングリス

トの登録者は約３００人に上った。登録者に対し、県は「ワクチン接種」「相談電話番

号」「お金の支援・制度」といった情報を４か国語のメールなどで届けている。 

一方、外国人との共生を進めるため、県は２２年４月、知事政策局の国際戦略グルー

プから、外国人の暮らしを支援する外国人活躍推進グループを独立させた。 

 

第９節 県民の声の収集・分析 

 県のＨＰには、県民らから意見を集める「やまなしパートナーズ・レター」のコーナ

ーがある。コロナ関係の問い合わせが１９年度は５０件だったが、２０年度は６６７件、

２１年度は３００３件に急増した。コロナ関係の各課あての問い合わせメールも、１９

年度の２８０件から、２０年度が２７７３件、２１年度は５０９９件に増えている。こ

れらのメールには、担当課が返信している。電話で意見を言ってくるケースは、２２年

度が２２件にとどまるなど、比較的少ない。 

県民らが県に意見を送るきっかけについて、広聴広報グループは、「知事会見後のテ

レビニュースや新聞記事を見て、政策や発言に賛成の場合よりも不満があって県に意見

を寄せるケースが多い。ツイッターなどのＳＮＳで意見が拡散すると、県外からの投稿

が増える。感染の拡大期も数が多い」と分析する。 

具体的には、県が部活動でのマスク着用を促したり、卒業式出席者にＰＣＲ検査を求

めたり、ワクチン未接種者への行動自粛を要請したりするなど、独自の政策を打ち出し

た時に、反対の意見が増えた。感染拡大期には、夏休みの延長や分散登校、地域行事の

中止を求める声が多かったという。わざわざ県に意見を送るには一定の動機付けが必要

で、賛成より反対のケースが多いのはやむを得ない面がある。 

２２年の第７波では、コロナの感染者が支援物資の配送、療養証明書の発行に関する

実務的な問い合わせが、２２年１０月は県民割と全国旅行支援の使い方についての照会

が目立ったという。 

 県は、コロナ政策に対する県民の評価について、何度も調査してきたが、より迅速に

探るため、２２年７月１５日～２５日にＬＩＮＥアカウント「山梨県―新型コロナ対策

パーソナルサポート」やツイッターアカウント「新型コロナ対策」などを使ったアンケ

ート調査を実施した。プッシュ型の通知などで登録者、フォロワーに回答を依頼したと

ころ、７月１５日だけで約２２００件、１１日間の合計で２９９６件の回答があり、県
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の情報発信を評価する声が７９％に上り、「日常の回復・経済のリバイバル」への方針

転換に賛成する声が７６％あることが分かった。ＬＩＮＥ登録者などはもともと県の政

策に好意的な人が多いことを割り引いても、広聴広報グループは、「初日だけで２００

０件以上の回答があり、緊急なアンケート調査を行う際、ＬＩＮＥの有効性が確認され

た」とみている。 

 

第１０節 県民との対話 

知事と県民との対話事業は以前からあった。長崎知事が就任後も、年に３、４回、「知

事と語る やまなしづくり」として県庁などで、「日頃、声が届かないような人たち、

話を聞けない人から」、シナリオは用意せずに対話を重ねている。２０年度は「利用者

視点に立った介護サービスの提供について」などをテーマに４回、２１年度は６月の「ヤ

ングケアラーの現状と課題について」などをテーマに３回実施した。２２年度も１０月

２０日に「頑張る外国人の思い！」をテーマにスリランカ人など１０人が参加し、「市役

所から送られてきた書類が読めず、そのまま捨てる人もいる」などと発言した。どの回も、

コロナ禍を巡る関係者の苦労や県の対策が話題にはなるものの、コロナに焦点を当てたや

りとりには至らなかった。 

コロナの感染拡大防止と社会経済活動の維持の両立や、ワクチン接種などは、県民によっ

て様々な意見があり、時に対立を生みかねないデリケートな問題だけに、対話集会のテーマ

にしづらい面があるのは事実だ。 

 一方、神奈川県は、県民各層の声をコロナ政策に役立てようと、狙いを絞って対話を

試みている。黒岩祐治知事は２１年１１月と２２年１月、オンライン形式で感染経験者、

生活困窮者らと話し合った。同５月には「子どもと語るコロナ」をテーマに中高生、子

育て支援機関職員ら６人と意見を交わし、県民ら３４４人がオンラインで視聴した。同

８月には、個々の意見に対する県庁各課の対応状況をＨＰに載せた。 

 

第１１節 シンクタンクや地元紙の提言・評価 

 県などが出資するシンクタンク「山梨総合研究所」（甲府市）は２１年８月、県が同

年５月に県政モニター４０８人に実施した「新型コロナウイルス感染症についての情報

発信等に関するアンケート調査」を集計・分析した報告書を公表した。 

 報告書によると、情報収集に用いる媒体はテレビ（９５％）、新聞（６９％）、インタ

ーネット（６０％）、国・県・市町村の配布物（３０％）の順だった。 

そのうえで県に対し、県のＬＩＮＥアカウントに関する１０代～２０代の若者の認知

度や接触頻度を高めるため、「テレビ・新聞などのメディアや大学を通じて利用を促す

発信をすべきだ」と提言した。感染者数などが視覚的に伝わるようにグラフ化し、県の

ＨＰやＬＩＮＥアカウントに載せることも提案した。外出自粛など県民の行動変容を促

すため、「あなたの行動がみんなを救う」といった利他性を強調した情報発信が有効だ
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とも強調している。一連の提案は、県のＨＰなどの改良に反映されているという。 

また、「発信の手法」について、県は２２年８月３０日、東京のデジタルマーケティ

ング会社に委託して内部資料「山梨県コミュニケーション戦略」をまとめ、庁内の各部

局に改善の方向性を示した。戦略は、①情報発信する相手の「ステークホルダー（県民、

事業者などの関係者）」の特性に合わせて、幅広い層がターゲットで情報量が豊富なＨ

Ｐ、２０～４０代の若年層を中心に詳細な情報の入り口まで案内するＳＮＳなどを使い

分ける、②県民アンケートなどで情報発信の目標達成度を定期的に調べ、その結果を基

に発信の手法、内容を見直すという「ＰＤＣＡ（計画→実行→評価→改善）」プロセス

の徹底――などを打ち出した。 

約１７万５６００部を発行する地元紙・山梨日日新聞の中山純編集局次長兼報道部長

は、県の情報発信について「長崎知事自らが積極的に記者会見し、情報を発信している

点は評価できる。週１回の定例会見以外にも、臨時の会見を随時開いている。発表の中

で様々なニュースが出てきて、我々が取材に追われる部分もある」と指摘した。 

一方で、「情報発信の中身で不十分と思うことがよくあった。感染やクラスターが発

生した時、感染状況や感染対策についての質問に対し、期待する答えが返ってこなかっ

た。個人情報保護の重要性は理解しているが、読者はどうすれば感染が防げるかを知り

たがっており、取材する側としては忸怩たる思いがあった」とも語った。また、「県は

ＹＣＤＣの分析力を高めて、例えば、ＢＡ.５の感染者のうち再感染者がどのくらいい

るか、といったデータなども公表してもらいたい」と注文した。 

 

第２章 ワクチン接種を促す発信 

第１節 接種勧奨の経緯 

第１項 １、２回目接種 

２１年２月～１２月の新型コロナワクチンの１、２回目接種では、初期の段階では政

府から県への配分量が限られる中で早期接種を望む人が多数いる一方で、ワクチンの副

反応への不安もあり、全世代で接種への関心が高かった。６５歳以上の県民への接種が

４月１５日に開始されるのに合わせて、県はＨＰを刷新し、接種を勧奨する情報発信を

本格化させた。 

県ではワクチンの情報をＨＰのトップページに据え、バナー画像に案内を入れた。バ

ナーの近くに「ワクチンを接種したい」「副反応」などのボタンを設け、カラフルでイ

ラストが入ったチラシのページへ誘導した。 

チラシは、県のワクチン関連の施策を検討する専門家組織「ワクチン接種検討会」が

監修した。主に接種会場や接種の手続きを説明する市町村のチラシと異なり、専門的な

医学の知見を盛り込んだ。市町村を通じて接種会場や病院などに配布し、副反応に備え

て接種後に待機する１５分の間などに接種者らに読んでもらった。 

内容は、「ワクチン接種後の注意点」（４月１５日）、「新型コロナウイルス感染症から
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回復された方へ」（９月１６日）など、県民の疑問や質問に答える形式が多い。「副反応

は、きちんと免疫ができている反応のあらわれで、からだが病原体とたたかう準備をし

ている証拠」「発症を予防するワクチン」などと丁寧に解説している。 

県のＨＰ下部のリンクでは、政府各機関のＨＰの記事「新型コロナウイルスのワクチ

ンについて」などに移ることが出来る。厚労省のＨＰは約１６０のＱ＆Ａを掲載し、「効

果と安全性」「小児接種」などの質問に答え、予診票の情報も盛り込んだ。 

ワクチン班長の行村真生健康増進課長（現・成長産業推進課長）は２１年９月２７日、

若者向けの接種センターの発足に合わせて、地元テレビ「山梨放送」のテレビ番組に出

演し、「インフルエンザワクチンの発症予防効果が２～６割なのに対し、コロナワクチ

ンは９４～９５％（デルタ株は８８％）で、重症化リスクを下げる効果もある。優秀な

ワクチンだ」などと力説した。「妊婦は夫から、子供は大人から感染する。周りの大切

な人を守るために、積極的に接種してほしい」とも訴えた。この内容はユーチューブに

も投稿され、３１６回再生されている。 

この番組には、県立中央病院の三河医師も２１年４月５日に出演し、「知りたい！新

型コロナワクチン」をテーマに「米国のデータでは重篤な副反応は１０万人に１人」な

どとやさしく解説した。再生回数は２８９回だった。ＹＣＤＣの藤井総長は県の季刊広

報誌「ふれあい」の同年７月号のインタビュー記事に登場し、ワクチン接種について「ご

自身だけでなく、大切な人を守ることもでき、社会を守ることにもつながる」と強調し

た。 

 

第２項 若者への接種呼びかけ 

２２年になると、若い世代ほどワクチン接種率が低いことや、３回目の接種率が伸び

悩んでいることが明らかになったため、県は若年層向けの情報発信に力を入れた。 

行村健康増進課長は３月７日の山梨放送のテレビ番組に出演し、「（県民は）移動を気

にするよりも、ワクチンを早めに打ってもらうことが大事」「ワクチンは重症化しにく

くなる効果、感染しにくくなる効果がある」と訴えた。感染予防効果について「Ｖ字復

帰させるために、ブースター接種（３回目接種）が大事」「５歳～１１歳にも、大人と

同様の高い効果がある」とも強

調した。テロップでは、県民向

けに看護師、薬剤師が応じる専

門相談ダイヤルとともに、２１

か国語の各言語が分かる相談

員につないでくれるダイヤル

も記載した（ユーチューブの再

生回数３０１回）。 

ＹＣＤＣの藤井総長も２１
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年１２月２０日に「年末年始のコロナ対策」をテーマに、ワクチンの効用などについて

県民に解説した（同３９４回）。 

県のＨＰやＬＩＮＥアカウントの「コロナ医療危機メーター」では２２年１月から、

ワクチンの２回接種者は１回以下の人よりも感染率が低いというデータを掲載した。県

内在住の１０～３０歳代（約２５万人）をターゲットにしたユーチューブ広告でも、２

２年１月の「冬編」で接種を呼びかけた。県のＬＩＮＥとツイッターのアカウントでも、

大規模接種カレンダーを再三載せて、ワクチンの種類、必要な持ち物、会場を案内した。

イオンなど大規模接種会場では館内放送で接種を呼びかけ、買い物客が立ち寄るなど効

果があったという。 

 

第２節 接種勧奨の難しさ 

ワクチン接種は基本的に任意ということもあり、政府、県、市町村がそろって勧奨し

ているが、副反応を警戒したり、効果を疑問視したりして接種に消極的な人は常に一定

程度いる。県が２１年１２月に県政モニターを対象に実施したアンケートでも、全体の

３.９％が「おそらく接種しない」「絶対に接種しない」と回答した。県には「接種する

と、感染のリスクが減るという科学的な根拠を知りたい」「県の広報物には、ワクチン

接種のデメリットを書け」といった声も寄せられている。 

県では、専門家によるワクチン接種検討会の意見も聞き、接種の効果に関する英国保

健省の論文なども研究して、小児ワクチンの接種推奨などのＰＲを地道に重ねた。ワク

チン班の関係者は、「最初の段階ではワクチンの安全性などをゆっくり説明していたが、

２２年に入ってからは『積極的に接種して』という方針を明確に打ち出せた。ワクチン

の効能を説明するため、知事の会見を含め、色んなメディアを使い切った」と話す。 

 接種の勧奨については、他県も工夫を重ねている。埼玉県は、県のＨＰのワクチン接

種情報を「県民」「医療従事者」「市町村担当者」の３方向に発信している。さらに、２

２年８月１０日～１０月１日の日程で「ワクチン接種アンケート」を実施し、「３回目

接種状況」「接種に関する国の推奨、判断を信頼しているか」「接種を進めるために不足

している情報」「情報源として信頼している著名人」など約２０の質問を行って、今後

の接種勧奨の施策に反映させる方針だという。 

  

第３節 未接種者への呼びかけで混乱 

第１項 未接種者に外出自粛要請 

ワクチン接種の呼びかけでは長崎知事のメッセージがうまく伝わらず、誤解や混乱を

招くこともあった。典型的だったのが、オミクロン株による第６波の最中だった２２年

１月２３日の記者会見の「臨時特別協力要請」だ。 

知事は、ワクチンの接種が進まないと感染拡大に歯止めがかからず、「医療提供体制

への影響が大きい」という考えを示し、「２回接種を終えていない方は、通勤、通学、
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通院など、やむを得ない事情がある場合を除いて、不要不急の外出・移動を自粛してく

ださい」と発言した。さらに、事業者に対しては、「健康上の理由等によりワクチン接

種を受けられない方を除き、未接種の従業員などに対し、接種を強く勧奨してください」

「２回接種を終えていない従業員の方々には、テレワークの推奨や不特定多数の方と直

接接する業務をお控えいただくなど、勤務環境の配慮を」と要請した。 

要請の科学的な根拠として、記者との質疑応答で、２回以上の接種者と比べて未接種

者が「２倍の確率で感染しやすく、重症化率も高い」と説明した。県内ではこの時点で、

２回接種者の感染率が０.１５％に対し、２回未満の接種者は０.２９％に上っているこ

とを踏まえた発言だった。 

しかし、外出・移動の自粛に関する知事の呼びかけが「ワクチン未接種者に対する差

別」と誤解され、県への電話やメールなどで、１月２４～２８日だけで５０００件超、

２月末までに６０２０件の抗議や批判が殺到した。未接種者であっても、仕事や交友で

人と会うことは不可欠なため、自粛要請が反感を呼んだ面もある。 

抗議は「自粛要請の根拠を示せ」「人権侵害だ」「未接種者を追い詰めないで」といっ

た内容のほか、「差別する山梨県への旅行はやめた」「ＳＮＳでトレンドになり、県のイ

メージが悪くなった」というものもあった。電話応対で県の業務が停滞する影響が出た

ほか、封筒にカッターナイフの刃が入った脅迫文も届いた。 

他方、「良い判断だ。ワクチンを打てない人には、この要請で良い」「知事の発言に

間違いはない。医療のひっ迫を抑制する趣旨での自粛発言だ」などと知事発言に賛成す

る声も少数ながら寄せられた。電話対応した職員に、「丁寧に説明してくれた」などと

感謝する声もあった。個人のツイッターでも、批判が圧倒的に多かったが、「ワクチン

を打っていないと重症化しやすいから、自粛は当然」という意見もあった。 

 

第２項 知事発言の修正 

県は一連の抗議について「知事発言の趣旨が誤って受け止められている」と分析。１

月２６日、未接種者に不要不急の外出・移動を自粛要請するという協力要請の根幹部分

は変更せずに内容や表現の一部の修正を発表し、県民の理解を求めた。 

修正では、協力要請の理由の一つとしていた「医療提供体制への影響が大きい」 

との部分を削除し、代わりに「未接種者が自らの健康を守るべく留意していただき」と

追加して、外出自粛要請は未接種者本人のためという考えを強調した。不要不急の外出・

移動を「自粛してください」の部分は、「お控えください」に表現を和らげた。事業者

や学校関係者に対して未接種者への接種勧奨を要請した部分も、より丁寧な表現に直し

た。 

今回の臨時特別協力要請の文案はどう作成されたのか、その過程をみてみる。長崎知

事は記者会見前日の１月２２日、県内の１日の新規感染者が初めて２００人を超えると

いう報告を受け、知事政策局とＹＣＤＣに要請文の作成を指示した。知事政策局職員が
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同日作成した文案は、健康上の理由でワクチンを接種できない人らに配慮しつつ、各団

体・事業所に接種の勧奨を要請する内容だった。しかし、知事は「これでは危機感が伝

わらない」と判断し、「私が責任を全部取るので『外出・移動の自粛』を明記するよう

に」と改めて指示した。 

翌２３日午後２時過ぎの要請文案では当初、「未接種者への外出・移動の自粛」とい

う文言が要請項目の３番目に挿入されたが、最終的には１番目に据えられた。要請は２

日間かけて１０回以上の修正を経て、渡邊和彦副知事や知事政策局、ＹＣＤＣ、ワクチ

ン班にも諮り、完成した。２３日午後６時半の県総合対策本部の会合で要請内容が明ら

かになると、ＮＨＫと山梨日日新聞はインターネットで速報。その後の記者会見で知事

が県民に対し、正式に協力を要請した。 

ＹＣＤＣの藤井総長は後日、「知事はできるだけ接種を推進したいという思いで、差

別の意図は全くなかった。文面上、要請内容に違和感はなかった」と語った。 

長崎知事は、「最初の文案では、メッセージとして県民の心にとどめてもらえないと

思った。公共の福祉のため自由が制限されるのは仕方ないので、炎上覚悟でストレート

に言った」と振り返った。一方で「未接種者は『自身を守るために外出・移動を控えて

ほしい』というメッセージを明確にすべきだった」と反省点を挙げる。 

今回のケースは、ワクチン接種がデリケートな問題であり、慎重な対応が求められる

ことを改めて示した。「接種の加速が重要」という知事の問題意識は理解できるが、そ

のためには、「接種の勧奨」を「不要不急の外出・移動の自粛」とは関連させず、「本人

と社会全体のために」という目的を強調した方が効果的だった。 

 

第３章 議論を招いた感染者情報の発表 

第１節 国内初の感染者の滞在先に関する公表 

厚労省は２０年１月２８日、中国への渡航歴がない奈良県の男性バス運転手が新型コ

ロナに感染したと発表した。渡航歴のない人の感染確認は国内で初めてだった。 

感染症法は、感染拡大防止に必要な情報を住民に提供する一方で、個人情報の保護に

も留意するよう政府や都道府県に求めている。厚労省は、個別の感染情報の発表は基本

的に都道府県に委ねており、奈良県は翌２９日、運転手が中国・武漢市の観光客を乗せ

た９～１０日と１２～１３日、さらに大連市からの観光客を乗せた１９～２０日の計３

回、山梨県内に滞在・宿泊していたことを明らかにした。 

山梨県は奈良県に問い合わせたうえ、峡東保健所の「感染症法に基づき、目的を持っ

て必要な情報を公表すべきだ」という意見も踏まえて、２９日、運転手が山梨県内に滞

在した時期などを発表した。 

長崎知事は同日の記者会見で「立ち寄り先に関して、いたずらに不安を巻き起こして

もいけないが、二次感染の防止が一番重要。二次感染の危険度合いなどを専門家に判断

していただいて、国ともやりとりしたうえで、公表するべきことは速やかに公表したい」
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と語った。 

 

第２節 コロナ感染者情報の公表基準を策定 

奈良県の運転手のケースを踏まえて、山梨県は２月３日、「新型コロナウイルス感染

症患者発生時の情報の公表について」と題する公表基準の文書を作成した。「知る権利」

と「プライバシーの保護」を両立させるための指針で、既に存在していた一般の感染症

情報の公表基準を基本的に踏襲した。 

文書は、「新たな患者発生の予防及びまん延の防止」などを公表の目的とし、①公表

を行う場合は、事前に患者またはその保護者に対して、公表の目的や公表内容、公表方

法等を説明する、②個人が特定されるおそれのある氏名、生年月日、住所などの個人情

報は公表しない、③感染の拡大を防ぐため、施設や地域等の特定につながる情報を公表

する必要がある場合は、当該施設及び自治体等の承諾を得たうえで公表する――などと

定めている。公表する情報としては、「年代、性別、居住地（都道府県レベル）、症状・

経過」を挙げた。 

県は公表基準の発表当日、マスコミ各社の報道責任者を県庁に集めて勉強会を開き、

小島良一福祉保健部長（現・感染症対策統轄官）らが公表基準の内容、狙いについて説

明して理解を求めた。マスコミからの要望も聞き取った。公表基準には、公表する際に

患者やその保護者には公表内容等を「説明する」と記されているが、実際の運用では、

患者らの同意を求め、同意のあった内容だけを公表した。 

 

第３節 感染者の同意なしの公表を可能に 

厚労省は２０年７月２８日の事務連絡で、新型コロナウイルス感染症でも援用してい

る２月２７日の「１類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に関する基本方

針」を補足した。補足では、感染者に接触した可能性のある者を把握できない場合は、

「不特定多数と接する場所の名称」「他者に感染させうる行動・接触の有無」などの公

表について「関係者の同意」を必要としないとの判断を示した。 

これを踏まえ、山梨県は同年１２月２１日、感染者の年代、性別、症状などの公表に

は感染者本人の同意は不要とする、新しい公表基準文書を福祉保健部健康増進課の内規

として作成した。「保健所が公表項目のすべてについて感染者本人に同意の有無を確認

してきたが、負担が重すぎる」「感染者の同意の有無により、公表内容に差が生じた」

という問題が指摘されたためで、新基準は２２年１１月現在でも適用されている。 

新基準は、「患者の年代、性別、症状などの公表（第１報）」にあたって、「患者本人

等の同意を得ることは要しない」とする。「生活圏、職業、症状・経過、行動歴、濃厚接

触者の公表（第２報）」については患者の同意を得るが、「不特定の濃厚接触者がいる可

能性がある場合」には、同意の有無にかかわらず、個人や施設の不必要な特定や風評被

害につながらないよう個人情報保護に配慮しつつ、感染予防に関する注意喚起に必要な
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情報を可能な限り積極的に公表するとしている。 

第２報の生活圏について、県は従来、圏域名（中北、峡東、峡南、富士北麓、東部の

各地域）を公表していたが、新基準は、感染者個人の識別につながる恐れがある場合を

除き、原則として市町村名を公表することにした。 

新規感染者の居住地は２１年１月８日から市町村別に公表され、１月２９日からは、

「年齢層」も公表に追加した。感染者の同意が不要になったことで、保健所の負担が軽

減し、報道機関への情報提供も円滑になったという。 

高橋直人健康増進課長（現・財政課長）は、「個別の患者の同意を取るのがかなり保

健所の事務の手間になり、発表のタイミングが遅れて大変なので、内規を作った。ただ、

保健所側は患者との信頼関係を大事にしていたので、できるだけ同意を取る姿勢はあま

り変えなかった」と話している。 

オミクロン株によって新規感染者が急増した２２年１月以降は、報道機関から「全体

の傾向が把握できる項目に絞って公表を」と要望されたのを機に、県は、個別の感染者

の年代、性別、症状、濃厚接触者の有無は公表せず、感染者の人数、実効再生産数、年

齢層、居住地、症状などの分析データに限って発表する方式に移行した。感染者情報の

公表の経緯について、ＹＣＤＣの小島感染症対策統轄官は、「プライバシーや人権を守
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ることと、出来るだけ細かい情報を提供して県民に注意してもらうこととのせめぎ合い

だった」と振り返る。 

 

第４節 感染者入院施設の公表 

 ２０年１月２０日に横浜港を出港したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」では、

乗客・乗員ら７００人以上が感染した。このうち２４人は２月１１日以降、山梨県内の

医療機関に入院した。 

県は当初、「医療機関の風評被害」に対する懸念などを理由に、入院した人数や医療

機関名を公開していなかった。実際、関係する病院には「コロナを診ているのか」、「看

護師の子どもを保育所に来させないで」といった声が相次いだ。一方、報道機関は「他

県では人数などを発表しているのに、なぜ公表しないのか」と公表を求めた。 

県は２月２５日に情報公表の運用を変え、県内の医療機関に受け入れた患者の状況、

人数や、検査の結果、陰性が確認されて下船した人への対応・状況などを公表すること

にした。方針変更の理由として、①専門家会議の判断、②政府が総合的な基本方針を取

りまとめた、③ＤＰ号から降りた人に異常は見られないという事実を伝え、県民に安心

してもらう――の３点をあげた。医療機関名は、山梨大病院のように公表を了承した施

設名だけを公表した。   

長崎知事は記者会見で、「医学的な知見に基づいて感染拡大防止をするために必要な

情報は公表するのが基本的な考え。私たちの発表に対する信頼性を高める意味で、関連

情報を提供した方が有意義ということで、今回踏み込んだ」と説明した。 

  

第５節 死亡者情報の公表 

 ＹＣＤＣによると、感染者の死亡情報については、「公衆衛生上の意義が少ない」こ

となどを理由に、政府の公表基準はなく、公表の範囲も自治体に委ねられている。県は、

死亡者情報を公表する際、「感染者情報の公表基準」（２０年２月３日）と内規（同年１

２月２１日）は適用していない。個人情報の保護を第一に、保健所の担当者が遺族に電

話し、死亡事例としての公表について同意を得たうえで、「死亡日」「年代」「性別」「死

亡時の療養場所」の４点のうち同意が得られた情報だけを公表している。「亡くなられ

た直後だけに、遺族の了解を得るのが困難な場合もある」という。 

４点すべての公表について同意が得られないケースは、２２年９月末の時点で１８件

あった。内訳をみると、「性別」「年代」「死亡日」の公表を望まない事例が８件、「年代」

「死亡日」の非公表が４件、「性別」と「年代」の非公表と、「死亡時の療養場所」の非

公表が各３件となっている。 

 

第６節 感染者の勤務先公表で波紋 

県は２０年３月８日、２日前に公表した県内１例目の陽性患者である６０代の男性会
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社員の追加情報として、会社員が「セブンイレブン山梨上石森店」（山梨市）で３月５

日までアルバイトをしていたと発表した。店の関係者だけでも８人の濃厚接触者がいて、

うち２人が発熱していた。店名を公表したのは、「このコンビニに立ち寄った人が体調

を崩した場合、最寄りの保健所、県の相談ダイヤルに連絡するように」と、県民らに呼

びかけるためだった。 

直後から、県健康増進課の専用相談ダイヤルには、「勤務先を公表しないのか」「感染

者情報をもっと細かく出せ」といった声が多く寄せられた。同課は相談の受け付け時間

を延長するとともに、福祉保健部全体で電話対応した。 

コンビニは臨時閉店し、店内の消毒・清掃など感染拡大防止策を進めたが、ＳＮＳな

どで非難が殺到し、店舗に石が投げ込まれるなどの被害に遭った。店が再開する際、長

崎知事は現地に足を運び、スタッフを激励した。知事は、「情報発信でプライバシーの

問題に最も苦労したケースだ。『感染すること自体は悪ではない』というメッセージを

発したかった」と述懐している。 

男性会社員に保健所が行動履歴を聞いた際、副業のコンビニ勤務について聞き出すこ

とができなかったことから、県は３月８日、保健所の情報収集能力を強化するため、知

事直轄の「感染症対策チーム」を発足させ、県に出向中の県警職員もメンバーに加えた。 

 

第７節 虚偽報告の女性にＳＮＳが炎上 

県は２０年５月２日夕、「東京都在住の２０代女性が山梨県の実家に帰省中の５月１

日にＰＣＲ検査を受け、２日朝に陽性と判明し、検査結果が出る前の１日夜に高速バス

で帰京した」と発表した。ところが、翌３日、女性は検査結果を知った後の２日午前に

バスに乗ったことが発覚し、県はバスの乗客へ注意喚起するため、人権上の配慮を求め

つつ、女性が虚偽の報告をしていたと発表した。 

ワクチン、治療薬がないうえに、死亡率がまだ高かった時期とあって、３日の会見直

後から県には、「もっと情報を出せ」といった電話やメールが殺到した。インターネッ

トのサイトやＳＮＳで「特定されて社会的に終われ」などと女性を中傷・非難する過激

な書き込みが相次いだ。「同じバスで感染した人がいる」といったデマも拡散した。県

には県内外から１５３件の意見が寄せられ、このうち４９％は県への批判だった。 

当時は、感染者の１例、１例に県民の関心が高く、県は個別の細かい行動歴まで発表

していた。県境をまたいだ移動の自粛を県が県民に要請している最中だったこともあり、

女性に対する批判が殺到したようだ。ＳＮＳなどで匿名の感染者の名前や住所、家族が

短期間に特定され、写真も掲載される「ネット私刑」も横行した。県福祉保健部関係者

は「非常に怖い事態だった。プライバシーの侵害の問題に加えて、感染者が名乗りづら

く、検査控えにつながるというマイナス面もあった」と指摘する。 

プライバシーの問題に関して、県は５月２５日から弁護士による無料法律相談を実施

した。同２８日には甲府地方法務局、県弁護士会、県警察本部との４者で「県民等の人
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権に関する関係機関連絡会議」を設置し、重大事案が発生した場合は集まって協議する

体制を整えた。 

 

第８節 キャバクラの店名公表 

 県は２０年８月５日、感染が判明した２０代女性が甲府市のキャバクラ店「ＡＭＵＬ

ＥＴ（アムレ）」に勤めていたと発表した。結局、店員や客、合わせて５人が感染し、

クラスターが発生した。 

県は当時、接客を伴う全ての飲食店に関して、新型インフルエンザ等対策特別措置法

第２４条９項に基づく休業要請をしたうえで、業界団体作成の感染対策マニュアルを順

守していると確認された段階で順次、解除するという個別解除方式で対応していた。ア

ムレは休業要請の解除を申請しておらず、感染した女性はマスクを着用せずに接客して

いた。県は、感染拡大を防ぐ目的で不特定多数の利用客に注意を呼びかけるため、店名

を公表したところ、店はまもなく閉店した。ＳＮＳなどで経営者の自宅や実家が嫌がら

せを受け、店を続けられなくなったという。 

長崎知事は８月７日の臨時記者会見で、このキャバクラ店について「極めて強い懸念

と憤りを感じている」と批判した。「社会全体が感染拡大防止に尽力している最中に、

感染防止対策を行っていなかった」「従業員あるいはお客様の命を危険にさらしただけ

ではなく、結果として県民全体の命を脅かしかねない極めて危険な迷惑行為」とも強調

した。 

アムレが加盟していた県社交飲食業生活衛生同業組合（加盟約１６０店）は７月に感

染防止のガイドラインを作り、店が休業要請の個別解除手続きを進める時は助言・支援

しており、加盟店のうち５店が休業要請を解除されていた。 

同組合の齋藤洋平専務理事は、「店名公表はやむを得なかったが、知事が『県民全体

の命を脅かしかねない』とコメントしたのは、やり過ぎだったのではないか」と語った。 

 

第４章 分析と評価 

読売調査研究機構が２０２２年１月に実施した県民意識調査によると、県の情報発信

について「大いに評価する」「多少は評価する」を合計した前向きな評価をした人は、

全体の６２％だった。県の発信は一定の支持を得ているものの、感染拡大防止策、医療

提供体制、ワクチン接種は７５％以上から肯定的な評価を得ており、経済対策（５６％）

に次いで辛い評価だった。 

長崎知事が記者会見を精力的に開き、丁寧かつ積極的に情報発信してきたのは間違い

ない。感染拡大期には外出・移動の自粛などの行動変容を県民に要請し、社会・経済活

動に「ブレーキ」をかける一方、感染縮小期には「反転攻勢」を合言葉に、経済活動の

「アクセル」を踏むことで、感染拡大防止と経済対策の両立を目指した。県内の感染状

況が比較的低く抑えられていたため、そうした戦略が可能だったわけだが、時に、感染
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対策を優先する医療専門家との意見が一致しないこともあり、その舵取りは難しかった。 

情報発信の手法も、記者会見やＨＰ、動画、専門家による語りかけ、若年層を主なタ

ーゲットにしたＬＩＮＥなどＳＮＳの活用など、多角的だった。コロナ対策には、日本

語の壁がある県内在住の外国人の協力も欠かせないため、多言語による情報発信や地域

生活サポーター制度により、外国人に寄り添ってきたことは評価できる。 

感染者情報の公表については、個人のプライバシーや人権にかかわるため、常に慎重

な配慮が欠かせない。情報の公表基準を作成し、感染者や関係者の立場に配慮しながら、

周辺住民らに感染の注意喚起に努めた県の対応は、おおむね適切だったと言える。 

一方で、２２年１月の長崎知事の記者会見で、ワクチン未接種者に対して「不要不急

の外出・移動の自粛」を呼びかけたことは、「差別発言」との誤解を招き、抗議や批判

が殺到し、対応する県職員の仕事にも影響が出た。県民の健康を守るためワクチン接種

を加速したいという知事の問題意識は十分に理解できるが、ワクチン未接種者の問題と、

外出・移動の自粛要請を関連づけないで対応するのが賢明だった。 

県のＨＰについては、「見づらい」「必要な情報が探しにくい」という指摘が再三、県

庁内外から出ている。２３年８月ごろのＨＰの大規模刷新では、こうした課題の解決を

図る予定だが、刷新前でも、専門家らの意見を踏まえながら、内容や形式を機動的に見

直すことが欠かせない。 

新型コロナ対応を巡っては、感染防止と経済活動の両立にしても、ワクチン接種の促

進にしても、県民の意見は様々で、全員を満足させることは不可能という課題が存在す

る。それでも、コロナ対策を前に進めるには、１人でも多くの県民の理解と協力が不可

欠だ。県は、リスクコミュニケーションの観点から、様々なメディアと手段を活用する

とともに、医療関係者らの科学的な知見を基に説得力のある情報発信に工夫を重ね、県

民への働きかけを続けることが求められる。 

医学的見地から県のコロナ対策に重要な貢献をしているＹＣＤＣの専門家会議につ

いては、自由で本音の発言ができるように議事録は非公開のままにするにしても、議事

要旨はきちんと公開し、医療関係者による真剣な議論の実態を県民に知ってもらうこと

が、県のコロナ対応への共通理解を深めるだろう。 
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第８部 国と地方の関係 

 

【概況】 

新型コロナウイルスの感染拡大は、効果的な感染症対策を進めるために国と地方の役

割分担や協力関係がどうあるべきか、という根本的な課題を提起した。１９９０年代以

降、国から地方へ権限や事務を移譲する地方分権が進んだが、感染症の世界的な大流行

（パンデミック）という国家的な危機に対応するには、有事における国の権限を強める

べきだという議論が起きた。一方で、地方では、全国一律の政策だけでなく、地域の実

情に合った対応が必要だとして、地方の裁量範囲を拡大すべきだ、という意見が出てい

る。 

政府と山梨県の関係では、花見・歓送迎会の解禁や、まん延防止等重点措置の適用、

濃厚接触者の自宅待機期間の運用などを巡り、足並みがそろわない事態が起きた。政府

が基本的対処方針を定めたうえで、通知・事務連絡によって自治体のコロナ関連の施策

に関与・助言することは基本的には有益だが、事務連絡の膨大な数と分かりにくさが自

治体の負担になったり、その内容が地域の実情に合わなかったりすることもあり、政府

と県の不協和音の原因ともなっている。 

保健所の運用に関しては、県と保健所設置市の甲府市の間で、感染者情報の共有や感

染者情報管理システム「ヤマビス」の導入を巡り、意見の食い違いが顕在化した。保健

所の所管が県と甲府市に分かれていることでコロナ対応が後手に回れば、住民が迷惑す

る。また、第７波で感染者が１日１０００人台に急増した際には、自宅療養者の生活支

援の問題を巡り、県と一般市町村の協力関係が議論になった。 

政府では、首相の諮問機関である第３３次地方制度調査会（会長＝市川晃・住友林業

会長）が２０２２年１月、コロナ禍で様々な課題が生じた国と地方の関係のあり方につ

いて、大局的な議論を始めた。新型コロナのような感染症に対応するには、どんな関係

を構築することが望ましいのか。２３年末頃に予定される答申が注目される。 

 

第１章 国と地方の連携 

第１節 法定受託事務と自治事務 

２０００年施行の地方分権一括法は中央集権の行政システムを改め、国の仕事を自治

体に行わせる「機関委任事務」を廃止した。国と地方は「上下・主従」から「対等・協

力」の関係に変わった。都道府県の業務の大半が、自ら権限と責任を持つ「自治事務」

になった。一方で、国が本来果たすべき役割を自治体が担う業務については、「法定受

託事務」として、引き続き国による強い関与が認められている。 

地方分権一括法施行前の機関委任事務では、首相や閣僚が、都道府県知事や市町村長

に対する包括的な指揮監督権を持ち、命令に従わない知事を罷免する権限もあった。機
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関委任事務が「自治体が執行する国の事務」なのに対し、法定受託事務は「国が強く関

与する自治体の事務」という位置づけの違いがある。一方で、両者が、国家統治に密接

に関連する事務や、全国一律の公平・平等な給付金支給、広域的な健康被害を防止する

ための伝染病まん延防止など、緊急性や広域性が重要な事務を含む点は共通している。 

代表的な法定受託事務は、国政選挙の管理執行、旅券（パスポート）の交付、国の指

定統計、国道の管理、戸籍事務、生活保護の決定などだ。自治体は、法令により執行の

手順などが細かく定められている。 

都道府県の新型コロナ対応業務の大半は、感染症法と新型インフルエンザ等対策特別

措置法で、法定受託事務に位置づけられている。 
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一方、自治事務は、自治体が自らの権限で創意工夫しながら任意で行う行政対応が基

本だ。ただし、介護保険、国民健康保険、児童・老人・障害者福祉など、法令により一

定程度の対応を義務づけられている事務もある。国が自治体に行使できる権限は原則と

して、助言・勧告のほか、資料提出の要求、協議、是正の要求だ。 

法定受託事務と自治事務は、いずれも国の関与として、自治体へ「助言・勧告」を行

える点では共通している。違いは、関与の強さだ。自治事務は国から自治体に対する「是

正の要求」が限界だが、法定受託事務では、「是正の指示」「代執行」まで可能になる。 

新型インフル特措法と感染症法は、都道府県の新型コロナ対応業務の大半を法定受託

事務に位置づけている。国の強い関与の下、都道府県が業務を実施する仕組みで、国と

自治体の双方が責任を負う。例えば、保健所の積極的疫学調査や、医療提供体制の整備

の事務について、政府対策本部が基本的対処方針を示し、その方針の下で都道府県が具

体的な施策を実施する。 

国は自治体に対する「指示」権限を持つが、コロナ対応で行使することはなく、通知・

事務連絡による助言が大半だ。総務省幹部は、「指示権はあくまで、国が最終的に自治

体を従わせるための『伝家の宝刀』だ。指示権は行使せずに、通知・事務連絡で地方に

助言し、誘導するのが通常のやり方だ」と説明する。 

 

第２節 政府の通知行政 

第１項 膨大な発出 

コロナ対応のような法定受託事務において、国が法律・政令・省令に基づき、都道府

県に関与・助言する一般的な手段が「通知」と「事務連絡」だ。通知は、文書番号をつ

けて関係省庁の部局長名などで発出され、法令の運用に直接関わる内容であることが一

般的だ。事務連絡は、行政文書上の位置づけが最も軽く、文書番号なしで発出される。 

公務員の間で「ジムレン」と呼ばれる事務連絡は本来、行政文書上の法的拘束力はな

く、法令に関わらない細々とした「お知らせの文書」に整理されることもある。だが、

コロナ対応の事務連絡は、新型インフル特措法に基づく政府対策本部の決定事項に関わ

る重要な内容を含むことが多く、地方にとって「形式的には軽い文書なのに、国の命令

文書のように映った」とされる。 

コロナ対応は本来、首相官邸が指導力を発揮し、国の総力を結集して取り組むべき課

題だ。都道府県がバラバラに対応するのではなく、全国一律で進めるべき政策も多い。

国だからこそ入手できる最新の科学的知見を根拠にして、政府が通知・事務連絡で詳細

な基準・施策にまであえて踏み込むことが、自治体にも有益なことが多い。反面、国の

過剰または曖昧な関与が地方の反発と不信を招き、信頼関係を損ねることもある。 

その１つが、内閣官房や厚生労働省など関係省庁から全国の都道府県に対し、膨大な

数の通知・事務連絡が連日のように発出され、現場が対応に追われたことだ。 

 全国知事会によると、２１年１２月の調査時点で、コロナ対応に関する厚労省の通知・
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事務連絡は１０００件を超えた。部署ごとに発出しているため、全体の数や内容を把握

するのは簡単ではない。例えば、発生初期の２０年４月２４日に厚労省が発出した通知・

事務連絡は、「医療提供状況等の把握等について調査」「医療用物資の緊急対応」「医療

機関向けマスクの配布」「医療従事者の個人防護具の配布」など１５件に上った。 

県の担当者は、通知・事務連絡について「『行政検査のルールが変わった』『報告の様

式が変わったので、提出し直してください』などと、五月雨式に様々な内容のものが来

るので、通知を読み、整理するだけでも大変だ」と語る。 

一度出された事務連絡が複数回、部分的な追加・修正を重ねる際、追加分の内容しか

記載されていない事務連絡が発出されるケースもあった。県の担当者は、「３件の事務

連絡を並べて、どこが新しくなったのかを検討したことがあった。ただでさえ忙しいの

に、余計にエネルギーを使った」と語る。 

また、重要な内容の通知・事務連絡なのに、その注意喚起がなく、現場の担当者が重

要性に気づかず、幹部に伝わらないことがあるという。担当課長が報道で知った事務連

絡について部下から報告がなく、自ら厚労省のホームページで確認したケースもあった。 

こうした問題については、厚労省幹部も、「事務連絡が、細かい実務レベルの案件か、

大きな方針変更か、一見しただけでは理解しにくいことがあるのは事実だ。実は、省内

にも、重要度をより明確にして伝えるべきだ、という議論がある」と認める。 

 

第２項 国と地方の曖昧な線引き 

厚労省が発出する事務連絡の文言は、命令調ではなく、「下記の通り、留意されたい」

といった、お役所言葉に特有の曖昧な言い回しが目立つ。法定受託事務に関連した国の

助言であったとしても、法令上の根拠が薄いものもあるためだ。 

例えば、保健所の業務を細々と定める事務連絡について、全国知事会の関係者からは、

「有事対応の法定受託事務だから、我々は基本的に国に従うが、どこまでが国として必

須で、どこからが地方の裁量範囲なのか、分かりにくい」という声が出ている。 

全国知事会は２２年４月、首相の諮問機関である第３３次地方制度調査会の小委員会

で、通知行政の問題点について、「『国が主導すべき部分』『地方が主体的に取り組む部

分』の具体的な線引きがないまま、内閣官房や厚労省を中心に、膨大な通知・事務連絡

による頻回の制度変更で現場が混乱する場面が発生」したと指摘し、国と地方の役割分

担を明確にすべきだと主張した。 

山梨県幹部は、「厚労省の事務連絡は『助言』なのか『単なる情報提供』なのか、法

的性格が不明確なことが多い。法令上、厚労省には保健所に対する直接の指示権限がな

いので、『こういう風に運用してほしい』という、曖昧な内容になりがちなのだろう」

と問題点を挙げた。 

同じ法定受託事務であっても、例えば、国政選挙の管理執行に関する総務省の対応は、

自治行政局選挙部長名の通知に「本通知は、地方自治法第２４５条の４第１項の規定に
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基づく技術的助言であることを申し添えます」と明記することで、自治体に求める必要

事項の方針を示している。法令に基づく「助言」と「単なる情報提供」を明確に区別す

るための措置だ。だが、コロナ対応では、厚労省など各府省の通知・事務連絡には、法

令上の関係性を示さないケースや、法令の運用に直接関わる重要事項を事務連絡で伝え

るケースなどがあり、大切な文書と、比較的軽めのインフォメーションが入り乱れてい

た。 

長崎幸太郎知事は読売調査研究機構のヒアリングに対し、国と地方の役割分担の明確

化が重要だとの認識を示した。「国は総司令部で、我々は前線師団だ。国に求められる

のは、戦略的な大方針を示し、それを実行するための十分な兵站（を地方に送ること）

だ」と強調した。 

コロナ対応において、国と地方はどんな役割分担をして、いかに連携すべきか。第３

節以降では、政府と山梨県の間で起きた具体的な事例を基に考えてみたい。 

 

第３節 感染者数の推計を巡る混乱 

第１項 「最悪」の過大な推計 

 新型コロナの発生初期から、医療提供体制を巡って、県では様々な混乱があった。そ

の一例が、第３部第１章で紹介した厚労省の２０年３月６日の事務連絡だ。ピーク時の

感染者数や入院患者数を推計し、必要な病床など医療体制を整えるよう、都道府県に依

頼したものだ。 

推計の計算式は、厚労省クラスター対策班の西浦博北海道大教授（現・京都大教授）

らの数理モデルを基にしたものだ。全国に計算式を機械的にあてはめると、１日当たり

のピーク時で、外来患者４２万９６６０人、入院患者２２万２１６人、重症患者７４１

３人となる。山梨県が計算したところ、ピーク時には県内の外来患者は２８００人、入

院患者は１５００人、重症患者は５０人という推計値になった。県には真偽の程を巡り、

困惑が広がった。 

長崎知事は３月１８日の記者会見で、入院患者１５００人、重症患者５０人という推

計値について、「衝撃的な数字だ、というのが正直なところだ」と語り、驚きを隠し切

れなかった。当時の県内の感染者は２人だった。知事は４月１６日の記者会見で、８０

床のコロナ病床を確保したと発表したが、記者から、感染拡大時の病床確保の見通しに

関する質問が続き、対応に追われた。ただ、その後も、厚労省の計算式に基づくような

感染拡大は起きなかった。 

厚労省は、計算式への疑念が全国で広がると、メディアなどに対し、「推計は、対策

を講じないなど、最悪を想定したシナリオ。休校や外出自粛などの対策によって変動す

る。必ずこれだけの感染者が出るわけではない」と釈明した。 

様々な混乱を経て、厚労省がようやく軌道修正したのは、６月１９日の事務連絡だ。

「新たな『流行シナリオ』について（補論）」とする資料で、３月６日の計算式につい
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て、「①中国（武漢を含む）の疫学情報を基にして、②公衆衛生上の対策が行なわれな

い前提で作成されたものであった」としたうえで、現実的な計算式を示した。これを受

けて、山梨県はピーク時の患者数を２４６人と推計した「病床・宿泊療養施設確保計画」

をまとめた。長崎知事は７月２１日の記者会見で、「『１５００』というのは、若干非現

実的というか、大事に大事をとりすぎているという思いも内心ではあったので、今度の

数字は肌感覚的にはリアルなものだ」と語った。 

 

第２項 想定を上回る感染拡大 

 感染力の強い新型コロナの変異株が次々に登場したことで、本節第１項の推計例とは

逆に、政府の想定を大きく上回る感染が繰り返された。２２年初頭の第６波が典型的だ。

ただ、こうした展開は、国内一流の専門家の知見を集めても、予想できない事態であり、

やむを得ない面がある。 

 厚労省は２１年１０月１日の事務連絡で、都道府県に対し、第６波に備えた感染者の

推計と新たな必要病床数を盛り込んだ「保健・医療提供体制確保計画」の策定を要請し

た。新たな変異株の感染力が第５波のデルタ株の「２倍」になっても対応できる体制作

りを目標とし、入院患者の受け入れ態勢を「２０％」増強するよう求める内容だ。 

 山梨県が１１月に策定した計画では、１日の新規感染者について、第５波のピーク時

の１０３人から、第６波では「４５％増」の１５０人と想定したが、実際には「３倍以

上」の４３９人となった。 

 １０月１日の事務連絡では、厚労省が自治体とのコミュニケーションの取り方につい

て、大きな変化がみられた。厚労省が都道府県などに対し、担当者説明会を開き、全国

の自治体の好事例や感染拡大時の経験を共有する方針を示し、積極的な参加を呼び掛け

た。もう１つが、厚労省に全国の各地域ブロックを担当するブロックリーダーを設置し、

都道府県の相談窓口として支援する方針だ。 

こうした国と地方の連携姿勢について、事務連絡は末尾に「厚労省からも、検討状況

や取組を進める上での課題を具体に伺い、適切な助言、支援等を行うために、各都道府

県等に連絡し、双方向での情報交換・連携を図っていきたいと考えている」と記述し、

自治体と連携する姿勢を強調した。 

この背景には、膨大な通知・事務連絡への対応に苦慮する自治体の悩みがあった。全

国知事会が第５波を踏まえて行った自治体へのアンケートで、膨大な事務連絡による支

障事例として、「国から１０００件を超える通知・事務連絡が発出されており、感染症

対応に追われる保健所等の現場では対応できない」との声が寄せられていた。 

 新型インフル特措法に基づく政府の総合調整において、政府と自治体が相互に調和す

るため、政府が助言などを行うことを定めている。だが、厚労省は膨大な通知・事務連

絡を発出した後も、自治体の実施状況を把握することや、現場の課題を吸い上げるよう

な聞き取りなどを行う姿勢に乏しかった。政府関係者は「本来、国と地方の双方向の情
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報連携による調整を想定している。厚労省は、自治体の状況把握を病床確保など重要事

項に絞らざるを得ないほど、余裕がなかったのだろう」と指摘する。 

内閣府は「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」について、自治体向

けの説明会をオンラインで開催した。市町村のワクチン接種の体制作りでは、総務省が

自治体ごとに担当職員を配置し、首長や幹部職員らと連絡を取り、要望を聞き取って、

課題の解決に当たった。関係者は、厚労省の対応について、「重要局面ではオンライン

などを使い、さらに積極的なコミュニケーションを取ってもよかったかもしれない」と

語っている。 

 

第４節 花見を巡る対立 

 山梨県発表のコロナ感染者がゼロという状況が１週間続いていた２１年３月１０日、

長崎知事は記者会見で、年度替わりの歓送迎会や花見について「感染状況が収まってい

るので、ぜひ大いに行っていただきたい」と述べ、積極的な開催を呼びかけた。東京都

と神奈川、埼玉、千葉の３県など首都圏では緊急事態宣言に伴う会食自粛が続いていた

最中だけに、隣接する山梨県の「花見解禁」宣言は目を引いた。 

 記者が意図を確認すると、長崎知事は「やることで経済が回るという側面もある。感

染拡大しないようにルールを守ったうえで、どうか楽しい時間をお過ごしください」と

説明した。感染防止のルールとは、①グリーン・ゾーン認証店で少人数の利用、②短時

間で飲みすぎない、③会話をする時はマスクを着用――などで、政府対策本部の基本的

対処方針に沿ったものだ。 

これに対し、加藤勝信官房長官（現・厚労相）は翌１１日の記者会見で、県の方針を

批判した。「政府は全都道府県に対し、年度末に向けて行われる行事等について、事務

連絡を既に発出したところだ。こうした中身を踏まえた対応を、引き続きお願いしたい」

と述べた。 

加藤長官が批判の根拠とした事務連絡は、２月２６日に内閣官房新型コロナウイルス

感染症対策推進室長名で出されていた。「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施

設の使用制限等に係る留意事項等について」と題され、都道府県知事に対し、「下記の

とおりとするので、留意されたい」とする事例として、「歓送迎会、新歓コンパ、飲食

につながる謝恩会や花見及びこれに類するものについては、自粛を働きかけること」と

明記していた。 

 この事務連絡は長崎知事に報告されておらず、知事は、官房長官の発言で初めて事務

連絡の存在を知った。結局、山梨県は、事務連絡に法的拘束力はないとして、感染防止

対策を条件に花見や歓送迎会を容認する方針を変えなかった。県内の感染を抑え込んで

いたこともあり、首都圏に合わせた一律の規制は必要ないという判断があった。 

長崎知事は４月１日の記者会見で、政府の通知行政について、「国は何でこんなこと

言うのかというような細かい指示も多くあって、これがむしろ国に対する信頼を失わせ
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ている原因ではないか。本当に箸の上げ下げまで事務連絡で書いてきて、どれだけ暇な

組織なのだと悪口言いたくなるぐらいの思いを抱いたことも１回や２回ではない」と語

った。「各地方それぞれの特色、取り組みの差異について勉強すらしないで、机の上だ

けで、通り一遍の指示を出して悦に入っている」とも述べ、政府の対応を酷評した。 

 

第５節 保健所の発熱相談の時期を巡る対応 

新型コロナが広がり始めた２０年２月１７日、厚労省は、感染が疑われる患者が保健

所に相談する目安について「３７.５度以上の発熱が４日以上続く」場合とする事務連

絡を各都道府県に行った。ＰＣＲの検査能力が限られる中、急増する患者の相談・受診

に一定の歯止めをかけ、保健所の負担を軽減する狙いがあった。ただ、この目安が相談

の要件と解され、相談やその後の受診が遅れがちになる弊害を生んだ。 

このため、長崎知事は４月１３日の記者会見で、「３７.５度以上が４日以上」という

厚労省の目安にとらわれず、発熱や乾いたせき、味覚異常がある場合は、保健所が速や

かに相談に応じ、早期受診につなげる対応に改める方針を発表した。早期の相談が感染

拡大や重症化の防止に有効だと判断したためだ。感染症の対応では、科学的な知見を持

つ厚労省の方針に自治体や保健所が従うのが一般的だが、山梨県は大都市部ほど感染が

拡大しておらず、保健所が早期相談に応じることが可能だったという事情があったとみ

られる。 

厚労省は２０年５月８日、対応方針を変更し、コロナ感染の相談・受診の目安の一覧

から「３７.５度以上が４日以上」という表記を削除した。「息苦しさ（呼吸困難）、強

いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状」などの場合、「すぐに御相談ください」と改め、

目安に当てはまらない場合でも、「相談は可能」とした。 

長崎知事は本機構のヒアリングで、「早期発見・早期治療すれば、早期回復できる。

『苦しいのに、４日待たないといけないのか』という常識的な市井の声に応えた」と、

当時の対応を振り返った。 

 

第６節 濃厚接触者の待機期間を巡る対応 

政府は２２年１月１４日、オミクロン株の急速な拡大を踏まえ、感染者の濃厚接触者

に自宅や宿泊施設での待機期間を１４日間から１０日間に短縮する方針を発表した。医

療従事者など社会経済活動に欠かせない「エッセンシャルワーカー」の待機解除につい

ては、自治体の判断により、検査を条件に最短６日目に可能とした。さらに、１月２８

日には、濃厚接触者の自宅待機期間を７日間に短縮し、エッセンシャルワーカーを最短

５日目に解除できるようにした。感染力は強いものの重症化が少ないオミクロン株の特

性を踏まえ、社会経済活動への影響を軽減するためだ。 

山梨県は２月１日、全業種を対象に、濃厚接触者の待機期間を最短５日目に解除可能

とする県独自の緩和策を発表した。長崎知事は記者会見で、「全職種をエッセンシャル
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ワーカーと位置づける」という感染症法の県独自の解釈を説明し、「（そうしないと）社

会機能、あるいは家庭生活も回らなくなる。持てる資源の範囲内で最大限、（エッセン

シャルワーカーの定義を）広げるのが正しいあり方だ」と訴えた。 

この県の対応について、松野博一官房長官は２月４日の記者会見で、「地域の実情に

応じた判断だ」と述べ、容認した。厚労省も３月１６日になって、エッセンシャルワー

カー以外の人の待機期間についても、最短５日目に解除を可能とする措置を事務連絡で

発出した。山梨県の独自の措置が、濃厚接触者に関する全国的なルールを見直す先例と

なった格好だ。 

濃厚接触者の就業制限を定める感染症法に、制限期間は明記されていない。通常、そ

の判断を行う権限は保健所長にあるが、厚労省の各自治体に対する通知などに基づいて

運用されている。 

 

第７節 まん延防止等重点措置の適用を巡る混乱 

新型コロナの第５波が猛威を振るっていた２１年８月１７日、政府は、山梨県に対し

て、まん延防止等重点措置を８月２０日から適用することを決定した。政府と県の間で

十分な事前調整がなかったため、寝耳に水だった県側は驚き、反発した。政府と県の連

携・信頼関係にとってマイナスに響き、課題を残した。 

県が重点措置の適用を知ったのは、発表前日の８月１６日午後７時のテレビ報道だっ

た。県が内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室に電話し、ようやく「８月２０

日から重点措置が適用される」と確認できた。県側が「県から要請がないのに適用され

るケースはあるのか」と問い合わせると、内閣官房コロナ対策室からは「滋賀、静岡県

も要請していないが、適用した」などと説明があった。県は、重点措置は適用されない

という前提で、８月１４日から県独自の措置として飲食店や遊興施設に休業・営業時間

短縮の要請を開始したばかりだった。ただ、８月上旬から、重点措置が適用された場合

の対応として、飲食店への時短要請や協力金などの検討を同時並行で進めていたという

経緯はあった。 

内閣官房コロナ対策室は「県が法律の不明点などを質問してきていたので、重点措置

の準備をしていると認識していた」といい、県との認識に食い違いがあった。政府対策

本部の幹部は本機構のヒアリングで、「国と山梨県が内々に折り合い、調整が済んでい

るものだと聞いていた。コミュニケーションのミスだった」と語った。 

県は、県独自の休業・時短要請措置だけで対応するつもりで、重点措置の適用を想定

していなかっただけに、二重の協力金などの準備に追われ、大混乱するとともに、政府

への不信感が残った。 

２１年１０月に発足した岸田内閣は、まん延防止等重点措置の適用について、都道府

県の意向や要請を重視しており、現状では齟齬が生じるような事態は想定されないが、

政府と都道府県がより密接に意思疎通を図る必要性が教訓として残された。 
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第８節 富士スバルラインの閉鎖を巡る対応 

県は２０年４月、新型コロナの感染防止対策の一環として、観光客の県内流入を抑制

するため、富士山有料道路「富士スバルライン」の閉鎖を検討したが、道路法などの制

限から検討は難航した。 

富士山の麓と５合目を結ぶ富士スバルラインは例年、全国から多くの観光客を集めて

いるが、富士吉田市と富士山吉田口旅館組合が県に対し、感染対策のため、富士スバル

ラインの先にある登山道の閉鎖を求めていた。 

一般県道である富士スバルラインの維持管理は、県道路公社が行っている。ただ、道

路法によると、道路閉鎖の条件は、①道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険

と認められる場合、②道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合――など

に限られ、感染防止が目的の閉鎖はできない。 

県は当初、人流抑制の手段として、富士スバルラインの閉鎖を国土交通省に要望した

が、却下された。道路上の危険防止を定める道路交通法の活用も、警察当局から断られ

た。最終的に、長崎知事が首相官邸に相談し、菅義偉官房長官から「政府内で知恵を出

すことには協力させる」との回答を得て、解決策を探った結果、「道路工事による通行

止め」案が浮上した。 

県県土整備部と県警察本部交通部が連名で４月２４日、富士スバルラインについて、

「雪解け後のパトロールの結果、必要な緊急道路修繕工事と、突発的な落石や雪崩等に

対する安全性を検討するための調査」を４月２９日から５月１０日まで行うと発表した。

工事や調査は以前から検討されていたが、時期は未定だった。工事は結局、６月１４日

まで計２回延長され、その間は閉鎖が続いた。 

富士山登山道が開通している７月１日～９月１０日は例年、富士スバルラインは２４

時間営業だったが、２０年は午前７時～午後５時（下り午後６時）に時間を短縮。２１

年も登山道の開通期間中は午前３時～午後６時（下り午後７時４５分）の時短営業とし

た。交通量は１９年度の４２万３５３８台から、２０年度は１３万６８５０台に減少し、

２１年度も１８万２２９０台にとどまった。 

県幹部は、「新型インフル特措法の緊急事態宣言が出ても、政府が求める緊急対応を

実際には実行できない。既存の法律はそのままで、権限を上書きする仕組みになってお

らず、特措法の意味がない」と述べ、現行法の不備だとの認識を示した。 

長崎知事は２０年４月２９日の全国知事会で、「富士スバルラインの閉鎖にあたり、

道路法、道路交通法等の解釈がリジッド（硬直的）になっており、感染防止措置を取り

づらかった」と述べ、関係法令の見直しを要望した。全国知事会の緊急提言には、「観

光地の旅館・ホテルや道路については、新型インフル特措法と旅館業法や道路法をはじ

めとした他法令との整合性について、法改正も含め、各自治体が感染拡大防止に向けた

実効性ある取り組みを行えるような措置を講ずること」と盛り込まれた。 



- 285 - 
 

県土整備部道路整備課の担当者は「国が感染防止のため人流抑制を求めるなら、富士

スバルラインの閉鎖などを県が行うことを可能にするような法令の整備を考えてほし

い」と語っている。 

 

第９節 地方制度調査会の議論 

 政府は２２年１月、首相の諮問機関である第３３次地方制度調査会を設置し、国と地

方の関係がどうあるべきか、という地方行政の根幹に関わる議論を始めた。コロナ対応

の教訓を、１９９０年代以降の地方分権の流れに、どう反映させるかが問われる。 

岸田首相は１月１４日の第１回総会で、諮問内容について「コロナ後を見据えたある

べき基本的な国と地方の関係等を議論する時期に来ている。コロナ後の経済社会に的確

に対応した地方制度のあり方について、幅広く御審議いただきたい」と述べた。今後、

学識経験者１８人、与野党の衆参両院議員６人、全国知事会など地方６団体の代表によ

る議論を経て、２３年末頃までに答申する方向だ。 

２２年６月３日の第２回総会では、厚労省や地方６団体、関係団体などからヒアリン

グした内容の論点整理が示された。この中では、ある委員の「国が積極的に権限行使で

きる仕組みを考えることもあり得る。その場合、地方分権改革との整合性と、平時・非

平時（有事）の切り替えをどう設定するかという課題がある」との意見が資料に盛り込

まれた。国が有事の危機対応に責任を持つため、国の権限を強めるべきだとする主張だ。 

これに対し、地方分権を重視する全国知事会は、「国・都道府県・市町村の従来の分

断的な役割分担だけにとらわれず、三者のパートナーシップを構築し、連携・協調して

いく方向性で議論を進めるべきではないか」との意見を出した。国と地方の連携の運用

を改善する工夫によってコロナ禍などの危機に対応すべきだとする考え方だ。 

保健所の体制については、人材の確保などに焦点が当てられている。委員からは「感

染症対策で最大のボトルネックは、（ヒューマン）リソース（人的資源）不足だ。非平

時における国の関与を強化する制度設計も可能だが、権限を強化しても、リソースが不

足していては、実効性が期待できない」といった意見が出た。 

 都道府県と市町村の関係では、全国市長会が「都道府県と市町村の情報共有が必ずし

もうまくいっていないという課題がある。自宅療養者への生活支援などがどこまででき

るかという課題もある。一般市町村が感染症対策で果たすべき役割について、法令上、

明確化する必要があるのではないか」との意見を出した。 

 

第２章 地方から国への政策要望 

第１節 新型インフル特措法の改正 

新型インフルエンザ等対策特別措置法は２０１２年５月に制定された。０９年４月に

発生した新型インフルエンザＡ（Ｈ１Ｎ１）の教訓を踏まえ、感染症対策の実効性を高

めるのが目的だ。政府は２０年３月、中国・武漢市で最初に拡大した新型コロナウイル
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ス感染症に対応できるようにするため、新型インフル特措法を改正した。 

しかし、コロナ対応を巡る制度上の不備が目立つようになり、政府は２１年２月、新

型インフル特措法と感染症法などを再改正した。その主な内容は、①緊急事態に至る前

段階に「まん延防止等重点措置」を創設、②緊急事態措置と重点措置において、事業者

に営業時間変更を要請できるようにし、要

請に応じない事業者に命令・過料を規定、

③緊急事態宣言中に開設できる「臨時の医

療施設」を、より早い段階から開設可能に、

④自治体が施策を実施するための財政支

援、⑤都道府県知事が、保健所設置市や医

療機関を含め、管内全域の入院などを一元

的に総合調整することを明確化、⑥国と自

治体の情報連携を円滑にするため、保健所

設置市から都道府県への報告・通報を義務

化、⑦宿泊・自宅療養を法的措置として規

定――などだ。 

これらの項目はいずれも、全国知事会が

政府に法改正を求めていた。全国知事会の

担当者は「知事会の提言がほぼ全面的に反

映され、正直驚いた。感染症対策は、現場

の都道府県が動かないと対応できないた

め、前例のない配慮をしたのだろう」と語

った。 

全国知事会の最優先の要望は、都道府県

と保健所設置市の関係を法的に明確化す

ることだった。改正前は、保健所を持つ政

令指定都市や中核市の感染情報は、厚労省

だけに報告すればよく、都道府県と共有す

る義務がなかった。コロナ対応で保健所業

務が多忙を極めるようになると、都道府県

への情報提供は後回しになりがちになっ

ていたという。 

 

第２節 地方の裁量を広げる「メニュー制」 

オミクロン株による第６波への対応では、まん延防止等重点措置の適用を巡り、適用

を申請する都道府県と申請しない県で対応が分かれた。感染状況の違いが原因だ。 
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 政府は２２年１月、首都圏の１都３県などに重点措置を適用し、その後順次、拡大し

た。いずれも各都道府県の申請に基づいたものだ。しかし、山梨県は申請しなかった。

重点措置を適用しても、飲食店に限って休業・時短要請などが可能になるだけのため、

県内の感染状況には効果が薄いと判断したからだ。第６波のクラスター（５人以上の感

染集団）は、保育園・幼稚園や学校などが多く、飲食店は少なかった。 

 長崎知事は２２年１月２８日の全国知事会で、重点措置制度の見直しを求めた。「本

県の態様を見ると、第三者認証店の普及等もあり、飲食店関連のクラスターはほとんど

起きておらず、飲食店に絞った営業制限は適切とは言えない。例えば、スポーツクラブ

やその他の集客施設に対する営業規制や、それに伴う協力金の支給など、地域の実情に

合った対策を取るようにすべきだ」と語った。平井伸治会長は「地域の実情に即した対

策が必要だというのは、その通り。しっかりと国に働き掛けたい」と応じた。 

 宮城県なども、山梨県と同じ見解を示しており、全国知事会は４月２６日の提言に、

重点措置制度を見直し、各県の実情に応じた効果的な対策を選択できるようにする「メ

ニュー制度」の導入を盛り込んだ。提言は、「学校、幼稚園、保育所等の教育関連施設

や高齢者施設において感染が広がっている状況を踏まえ、具体的かつ多様な対策をメニ

ュー化し、地域の実情に応じた効果的な対応が選択できるよう強化する」と明記した。

選択できるメニューの具体例としては、オンライン授業、分散登校、臨時休業などを挙

げた。メニュー制度が導入されれば、都道府県の裁量範囲は拡大される。 

 全国知事会の担当者は、「感染症の科学的な知見は、県にはほとんどない。専門家の

知見を持つ政府が、科学的に効果のある対策メニューを幅広く示したうえで、その対策

の選択は現場の知事に任せてほしい。国と地方の役割分担をスムーズにするための提言

だ」と語る。 

 政府のコロナ対応を検証した「新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議」

も２２年６月３日の会合で、まん延防止等重点措置の見直しに言及し、「今後、新たな

感染症や変異株が発生し、その急速な拡大が懸念される場合に備え、まん延防止等重点

措置等の適用の考え方の整理が必要である」と指摘した。 

 

第３節 山梨県から全国知事会を通じた政策提言 

第１項 第三者認証制度の全国展開 

長崎知事は全国知事会を通じて、グリーン・ゾーン認証制度の全国展開を要望した。

２０年７月１９日の全国知事会で、県独自の「グリーン・ゾーン構想」を紹介し、２１

年２月６日の全国知事会では「県内の９割以上の飲食店が感染防止措置に取り組んでい

る」と成果を報告した。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は２月２５日、政

府に対し、「国は、自治体に対して、ステッカーなどを用いた独自の認証制度の実施又

は強化を促して頂きたい」と提言した。 

さらに、長崎知事は２１年４月２４日の全国知事会で、「国の主導のもとに全国展開
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をしていただけないか」と提案。同日の全国知事会の緊急提言に、飲食店の感染防止対

策を徹底するための第三者認証制度について「国としても積極的に推奨すること」と盛

り込まれた。４月２７日には、長崎知事が菅義偉首相と首相官邸で会談し、認証制度の

全国的な団体設立や全国共通の認証基準の設定を求める提案書を渡した。提案書の発出

人には、２２県の知事が名を連ねた。 

菅内閣は迅速に反応した。内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省

大臣官房生活衛生・食品安全審議官、農林水産省食料産業局長が４月３０日、連名によ

る事務連絡を各都道府県知事あてに発出し、適切な感染対策を講じた飲食店を都道府県

が認証する第三者認証制度の導入を促した。認証のために必須の感染症予防対策として、

①アクリル板等の設置、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推奨、④換気

の徹底――の４項目を挙げている。 

第三者認証制度は２１年４月末に１２都県、５月末に２２都県、６月末に３７都道府

県に広がり、９月１３日には全４７都道府県で導入された。 

   

第２項 第三者認証制度のグルメサイトとの連携 

長崎知事は、第三者認証制度を発展させて、グルメサイトと連携し、飲食店の感染対

策が十分かどうかを評価、チェックする仕組みを導入することも提案した。２１年６月

１９日の全国知事会で、知事会の後押しを要請。同日の全国知事会の緊急提言には、「国

の主導により飲食店利用者が店舗の対策を評価・発信する仕組み等の構築やコールセン

ターなど、第三者認証制度の品質向上を図ること」との要望項目が盛り込まれた。 

２１年７月２日には内閣官房、厚労省、農水省が連名で、「飲食店の利用者やグルメ

サイトの協力を得ながら、認証制度のモニタリング情報を国と都道府県が共有し、活用

することにより、飲食店における感染対策の改善につなげる」との事務連絡を発出した。 

政府は当初、「食べログ」「ぐるなび」「ホットペッパーグルメ」などのグルメサイト

と連携して、１か月程度でシステムを稼働させる考えだった。しかし、国会で「市民か

らの『密告』で飲食店を取り締まろうとしている」との批判を受けて、西村康稔経済再

生相（現・経済産業相）が方針撤回を表明し、グルメサイトと連携した認証制度のチェ

ック案は頓挫した。 

 

第３章 山梨県と甲府市の協力 

第１節 甲府市保健所設置の経緯 

第１項 中核市への移行 

新型コロナ対応では、都道府県と保健所を設置する自治体の連携が１つの重要なポイ

ントとなった。山梨県の場合は、１９年４月、甲府市の中核市移行に伴い、甲府市保健

所が設置された。県の４保健所を含めて５保健所体制となったが、県と甲府市の足並み

がそろわないことがあった。まずは甲府市保健所が設置される経緯を振り返る。 
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 １５年４月に大都市制度を見直す改正地方自治法が施行されるまで、市は４種類に分

けられた。①人口５０万人以上を要件とする政令指定都市、②人口３０万人以上の中核

市、③人口２０万人以上の特例市、④その他の一般市――だ。法改正により、廃止され

る特例市は、中核市へ昇格するか、従来のままでいるか、いずれかを選択することにな

った。 

 特例市が中核市に昇格した場合に、新たに得る権限のうち、最も大きなものが保健所

の設置・運営だ。特例市から中核市に昇格すれば、イメージアップにつながりステータ

スを得られる一方で、感染症対応を担う体制を構築する必要に迫られる。 

人口が１９万人台から１８万人台へ減少傾向にあった甲府市の樋口雄一市長は昇格

を選び、１９年４月、甲府市は中核市となった。 

全国的にみると、特例市から中核市への昇格を見送っている自治体は、埼玉県所沢市

（人口３４万人）など２３市に上る。県庁所在市では、佐賀市（同２２万人）が中核市

に移行せず、佐賀県（同８０万人）が県内５か所の保健所業務を一元的に担っている。 

 

第２項 県と甲府市の権限移譲の協議 

 中核市昇格に向けた甲府市と県の権限移譲を巡る協議は１５～１７年度に行われた。

移譲された事務は２５４９項目に上り、論点となったのは、やはり、保健所の設置・運

営だ。 

 県は当時、「保健所業務は複雑で、専門知識や技術が必要であるため、きめ細かく引

き継ぐ。引き継いだ後も、顔の見える協力関係を継続し、重要な案件では県・市協議会

を開催する」との方針を示した。協議では、感染症対策もテーマとしていたが、県の担

当者は「業務の細部までは、甲府市と詰められていなかった」と振り返る。 

当時の内部文書には、「感染症（新型インフルエンザなど）に関する事務について、

甲府市において行うこととなるが、国・県・市と情報共有できるシステムを構築してお

り、実際は、甲府市から報告がなくとも、情報を得ることは可能」と記されていた。し

かし、実際のコロナ対応では、感染者情報管理システム「ヤマビス」の導入時期が県と

甲府市の間で５か月以上ずれるなど、県と市の一体的なシステム運用の準備が十分にで

きていたとは言えなかった。 

 

第３項 保健所共同設置の見送り 

 甲府市と県が協議を進めていた当時、島根県松江市（人口２０万人）は特例市から中

核市への移行にあたり、独力での保健所設置・運営は困難として、島根県（同６６万人）

と松江市による保健所の共同設置を進めていた。山梨県も、この動きを把握し、政府の

対応や課題を調べていたが、共同設置について具体的な検討に入ることはしなかった。 

 総務省は、保健所の共同設置に慎重姿勢を取っていた。特例市が政令指定都市に準じ

るステータスを得る一方で、保健所設置に伴う負担増から逃れようとするものとみてい
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たからだ。山梨県は総務省の方針を内々に探った。当時の県の内部文書によると、総務

省の担当者は「中核市に移譲される事務は、中核市が実施するのが本来であり、県と市

が共同で実施するのであれば、中核市の意味がない」と山梨県職員に語るなど、松江市

の対応に批判的だったという。このため、甲府市と県が保健所の共同設置を選択すれば、

甲府市の中核市移行に遅れが生じる恐れもあると考えた。 

 島根県と松江市による保健所の共同設置は１８年４月、松江市の中核市移行に合わせ

て実現した。従来は島根県が、松江市と隣接する安来市を管轄する保健所を設置・運営

していた。共同設置により、管轄地域を分断することなく、松江、安来両市の保健所業

務が継続されることになった。 

一方、山梨県の中北地域では、甲府市保健所の設置により、中北地域が県の中北保健

所の管轄区域（韮崎、南アルプス、北杜、甲斐、中央各市と昭和町）と、甲府市に分か

れた。県幹部は、「甲府市には近隣の市町から通勤・通学する人が多い。県と甲府市そ

れぞれの保健所で生活圏を分断する形になった。２つの保健所がバラバラに動くと、感

染者の調査や住民サービスで後手に回る恐れがある」と課題を指摘する。 

 

第４項 県と甲府市の人事交流協定 

県と甲府市は保健所の円滑な業務移行に向けて、１６年度に人事交流に関する協定を

締結し、職員の派遣を始めた。 

保健師など専門職を育成する狙いから、甲府市保健所が業務をスタートした１９年度

と２０年度、県は甲府市に経験豊富な保健師、薬剤師、獣医師の６人（管理職２人、一

般職４人）を派遣した。甲府市からも保健師ら６人が研修のため、県の保健所などに勤

務した。２１年度も業務移行とコロナ対応が重なったことから、県と甲府市は協定を延

長し、同じ人数の人事交流を続けた。２２年度も協定延長により、県から甲府市に４人

（管理職、一般職各２人）、甲府市からも県に４人がそれぞれ派遣された。 

 人事交流に関する協定は毎年度、県と甲府市で協議し、更新するかどうかを決める。

２３年度以降の扱いは未定だ。 

県庁内には、人事交流の継続を巡り、賛否両論がある。新型コロナの発生前は「中核

市になった以上、甲府市は責任を自覚して、県に甘えることなく、独り立ちすべきだ」

との意見が目立った。ただし、コロナ対応を巡り、保健師など専門職が県と甲府市保健

所をつなぐ役割を果たし、顔の見える協力関係を支えていることへの評価が高まり、継

続を求める声が目立つ。山梨県感染症対策センター（ＹＣＤＣ）の幹部は、「県と甲府

市が連携して将来の感染症に備えるには、人事交流の協定を継続していくことを検討し

た方がよい」と語っている。 

甲府市は、県と連携するうえで基盤となった人事交流について、今後も継続するよう

求める考えだ。 

樋口市長は、本機構のヒアリングに対し、「中核市への移行後１年で、新型コロナを
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経験し、正直、非常に厳しいという思いも持った。県の指導がなければ、右往左往した

のではないかと思うので、しっかりと連携を継続することが大事だ」と述べ、県と甲府

市の連携を重視する考えを示した。そのうえで、人事交流について、「県の保健所職員

が甲府市の経験の浅い職員をリードしてくれて、非常によかった。人事交流をできる限

り継続した方がいい。コロナは、国境や県域、市域を超えた災害で、県と甲府市が同じ

スキルを持っていることが大事だ」と評価した。 

甲府市保健所は、人事交流のメリットについて、「県保健所を経験した甲府市の保健

師は、市の多くの保健師にノウハウを伝え始めている。県の保健師とのネットワークで

連携を取りやすくなり、広域的視点で考える大切な経験になっている。県の保健師も、

市役所での体験が、県と市町村の連携手法の参考になると考えられる」としている。 

 

第２節 山梨県と甲府市の権限 

第１項 県主導の関係構築 

平時の感染症対策において、山梨県知

事と甲府市長はそれぞれの管轄地域ごと

に同じ権限を持つ対等な関係だ。だが、

新型コロナウイルスが発生すると、県と

甲府市は初動段階の２０年２月、病床確

保や入院勧告・入院調整という最も重要

な業務について、県に一元化することで

合意した。 

２０年２月にクルーズ船「ダイヤモン

ド・プリンセス」の患者を県内の医療機

関に受け入れ、ＣＯＶＩＤ―１９入院調

整専門家会議を設置する際、県が甲府市

の意向を確認した。県福祉保健部の下川

和夫健康増進課長と、県から出向してい

た甲府市保健所の河西文子医務感染症課

長が双方の窓口となって協議し、スムー

ズに調整が進んだ。 

 甲府市は１９年４月に保健所を設置し

たばかりで、深刻な感染症危機に単独で

対応するには人材もノウハウも十分では

なかった。このため、県が、甲府市保健

所の分を含めて病床確保と入院調整を担

う方針を打診すると、甲府市はただちに
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受け入れた。 

 長崎知事は本機構のヒアリングで、「入院調整は、県全体の総合調整として、県の役

割だという理解だ。議論する余地もなく、我々がやる、という話だった」と振り返った。

県幹部は「甲府市保健所が独り立ちできていない時期なので、県が甲府市の分も背負う

選択肢しかなかった」と語る。 

 甲府市も県の対応を歓迎した。甲府市保健所の古屋好美所長は、「県がやるという方

針ありきで、大きな議論はなかった。県内の医療機関が甲府市に集中していることもあ

り、県に一元化してもらって良かった」と語る。甲府市には「甲府市と県が別々に入院

調整を行うと、医療機関の混乱を招く恐れがある。甲府市の人口規模から見ても、県が

一元的に対応する方がよい」との考えがある。 

 古屋所長は県職員出身で、甲府市保健所長に就くまでは県中北保健所長を務めていた。

甲府市保健所では、コロナ対応の中心となる医務感染症課長を含め、県から派遣された

保健師ら職員６人が、県と甲府市の協力関係を支えた。 

 コロナ対応を始めた際、県内の感染者は比較的少なく、県はＰＣＲ検査を県衛生環境

研究所で実施し、甲府市内分を含めて感染状況をリアルタイムで把握できていた。県衛

生環境研究所の検査結果の報告が県に上がり、ただちに入院調整を進めることができた。

２１年２月に新型インフル特措法と感染症法が改正された時点では、病床確保や入院調

整業務の県への一元化が既に定着しており、県幹部は「法改正の前後で業務に影響はな

かった」としている。 

 

第２項 全国的な混乱 

 全国的には、都道府県と保健所設置自治体の足並みの乱れが露呈する事例があった。 

東京都は２０年４月、入院調整本部を設置し、２３特別区の保健所などからの依頼を

受けて、一元的な入院調整を進める体制を取ったが、実際には調整が難航した。行き場

のない患者が続出したことに焦る保健所が都の調整を待ち切れず、病院との直接交渉に

動き、両者が並行して入院先を探す「二重調整」が各地で起きたためだ。２１年９月に

は、「二重調整」を減らすため、保健所が独自に入院調整をする場合は都に一報を入れ

るよう求める通知が出された。 

初動段階では、東京都が直接運営する保健所が多摩地区などの６か所にとどまること

を背景に、２３特別区の保健所などから都に情報が上がらない「情報遮断」が問題にな

った。これが、都の入院患者数の集計作業が滞る原因ともなった。小池百合子知事は２

０年５月、「区の保健所は、基本的には国とつながっている」などと述べ、苛立ちを隠

さなかった。 

 大阪府は、大阪市を効果的に支援する態勢を築けず、感染が拡大するたびに市内唯一

の大阪市保健所の業務が事実上パンクした。吉村洋文知事と松井一郎市長はともに日本

維新の会幹部で、トップ同士は緊密に連携していたが、現場レベルでは「縦割り」意識
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があったとの見方がある。大阪市が２０００年に市内２４区ごとにあった保健所を１か

所に集約した行政改革も影響したとみられる。 

  

第３節 感染者情報の共有 

第１項 ヤマビスの導入 

 県は２０年３月に県新型コロナウイルス感染症関係総合対策本部を設置して以来、感

染者情報や病床使用状況について、ホワイトボードに手書きし、エクセルファイルで管

理していた。ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の医師らが総合対策本部に詰めて、医療

機関との入院調整業務を行った。ＹＣＤＣと県保健所、甲府市保健所の情報共有は、電

話とメールで行っていたが、２１年８月の感染の急拡大により業務量が急激に増えたた

め、パソコンなどによるデータ管理システムの導入を検討し始めた。渡邊和彦副知事が、

ＹＣＤＣの小島良一感染症対策統轄官に対し、「手書きでは間違いも起こるし、二重三

重の手間がかかる。入院調整にも手間がかかる」として、県独自のシステム構築を指示

した。 

しかし、独自のシステムの開発は、民間のコンサルタント会社に設計や見積もりを依

頼したものの、なかなか進まなかった。２２年１月になると、第６波の感染者が爆発的

に増えたため、感染者情報を手作業で管理するのは限界となり、新しい管理システムを

早急に導入する必要が生じた。県は独自のシステム構築を断念し、千葉県のシステム「ア

マビス」を山梨県用に調整して導入することにした。ＹＣＤＣが新しい感染者情報管理

システム「ヤマビス」を導入したのは翌２月２１日だった。 

ヤマビスにより、ＹＣＤＣと保健所がリアルタイムで感染者の状況やクラスター情報

を共有することが可能になり、感染者情報の管理は飛躍的に改善された。 

 

第２項 甲府市抜きで見切り発車 

県はヤマビス導入の際、ＹＣＤＣと県保健所とのシステム接続を優先し、甲府市保健

所との接続を後回しにした。本来は、当初から県保健所と甲府市保健所がシステム上で

つながるのが理想的だったが、システム選定に手間取ったこともあり、事前の準備段階

で甲府市とすり合わせることができていなかったためだ。ここに重大な「ボタンのかけ

違い」が生じて、県と甲府市の意見の食い違いが顕在化する状況になった。 

ＹＣＤＣが県の４保健所と甲府市保健所にヤマビス導入を正式に説明し、作業を本格

化させたのは、２月に入ってからだ。保健所への説明から２月２１日の運用開始まで約

３週間という突貫作業だった。２月３日には、県幹部が甲府市保健所を訪れて、状況を

説明し、「今回は、県保健所にだけヤマビスを導入し、後日、甲府市保健所に導入した

い」との考えを伝えた。 

甲府市保健所への根回しのタイミングは県保健所と同時だったが、導入時期は分けざ

るを得なかった。県には、「甲府市と一から協議することになり、同時のスタートだと、
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数か月はずれこんでしまう」との懸念があった。ただし、甲府市は、新しい情報管理シ

ステムの決定から開始まで異例の短期間となった経緯を知る由もなく、開始直前になっ

て新システムに組み込まれない事実だけを聞かされる格好となり、県に対する不信感を

持った。これが、その後、県と甲府市の協議が停滞する一因となった。 

甲府市抜きの見切り発車となったことで、県内感染者の４分の１程度を占める甲府市

分のデータ処理は、手作業が続いた。その実態はどんなものか。 

甲府市は、感染者情報をエクセルデータに入力すると、県に対し、五月雨式にメール

送信する。県はヤマビスにそのデータを移す。入力データの修正があった場合も、同じ

作業が繰り返される。ＹＣＤＣには、甲府市のデータを１日中、入力し直す作業のため

の職員を２人置いていた。２人の業務負担は重く、作業が深夜に及ぶこともある。ＹＣ

ＤＣは「入力漏れのリスクもある」と懸念していた。 

 一方、県は、甲府市の患者の療養先に関するデータについて、当日の業務完了後、Ｐ

ＤＦファイル形式で甲府市に送った。甲府市保健所は、県との情報共有が不十分だと感

じ、不満を募らせた。甲府市以外の地域でクラスターが発生した場合、県と県の４保健

所はヤマビスを通じて即座に情報を得て、積極的疫学調査などにつなげることができた。

だが、甲府市保健所は、クラスターの対象者が市外であった場合、感染者情報について、

近隣の県保健所に電話でいちいち問い合わせるしかなかった。 

 県と甲府市の「二重入力」の手間は、双方に多大な疲弊感と不信感をもたらした。 

 

第３項 甲府市の「ヤマビス」導入 

 県は２２年４月以降、甲府市がヤマビスを早期に導入するよう、交渉を本格化させた。

県はシステム導入の提案資料を作成し、改善効果として、「市の情報を県職員が入力す

る作業がなくなるため、職員の過重労働が緩和」「入力作業がなくなることで、入力漏

れなど人為的ミスを防止」「リアルタイムで感染者情報が反映されるため、入院調整に

ついて円滑な対応が可能」などと説明した。 

 だが、甲府市は県との交渉で、ヤマビスを導入した場合は甲府市にどんなメリットが

あるかについて質問するなど、慎重な姿勢を見せた。そこで、県は、甲府市保健所の一

角をＹＣＤＣ分室として、県が机やパソコンを用意し、入力する市職員を県職員との併

任とする代替案なども提示して、甲府市へ説得を続けた。これと並行し、県と甲府市の

セキュリティー環境の調整も行った。 

転機は、第７波による７月２０日の新規感染者数が、過去最多の４８０人から倍増し

て１０１３人になったことだ。感染者が１０００人を超えたことの衝撃は大きく、ＹＣ

ＤＣは「今、ヤマビスを入れないと大変なことになる」として危機感を伝え、改めて働

きかけた。これに対し、甲府市も「県の業務負担が大きくなっている状況が分かった」

として、受け入れた。 

情報セキュリティーを担保するため、「当面は、県のパソコンとシステムを甲府市に
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貸す」という条件付きのスタートとなった。７月２２日には県が甲府市にパソコンとシ

ステムを貸与し、暫定運用を開始。８月１日から、ようやく甲府市保健所でヤマビスの

本稼働が始まった。 

 甲府市保健所のヤマビス導入が難航したのは、準備段階での説明が不十分だったうえ、

最初から甲府市保健所抜きで県の４保健所だけに導入する方針を決めてしまったこと

が大きい。複数の県幹部は「ヤマビスが運用開始される時、当然、甲府市も入っている

と思っていた」と証言する。 

 その後、県の導入の働きかけに対し、甲府市役所内には「準備段階から相談があれば、

スムーズにいくのに、事業年度の途中で急に予算を確保しにくい中、結論だけ示された」

との受け止めが生まれ、本格稼働が５か月以上遅れてしまった。 

県と甲府市の「ボタンのかけ違い」の結果、第６波の感染拡大期に両者の感染者情報

の共有が停滞したのは極めて問題だと言える。 

  

第４項 知事が市長に直談判 

 ２２年８月には、感染者の急増で甲府市保健所の業務がパンク状態に陥った。ヤマビ

ス導入直後ということもあり、市民が感染して２日を経ても処理が終わらず、対応を持

ち越すケースが続出していることが判明したのだ。 

 県の保健所は、感染者への連絡と入院調整などの作業は当日中の対応を原則としてい

る。診療所などから夜に患者発生届があった場合でも、翌日中には患者に連絡し、療養

先などの対応を決めるようにしていた。 

 しかし、８月１日の甲府市保健所の状況は、前日からの持ち越し分と当日の新規感染

者が計４９１人いた。このうち本人に連絡を取り、療養先などを決定できたのは１５０

人にとどまり、残る３４１人の対応は８月２日に持ち越された。８月２日は、持ち越し

分に新規感染者を加えた計７５３人のうち、処理できたのが２４３人だけで、５１０人

の対応が８月３日に持ち越された。 

 このため、ＹＣＤＣ幹部は８月３日、長崎知事に、「このままだと、患者への対応が

遅れるばかりになる」と説明し、甲府市の樋口市長とのトップ交渉を提案した。長崎知

事はただちに樋口市長へ連絡し、「患者発生届の入力事務が滞り、患者さんに対するサ

ポートが遅れています。ＳＮＳでも不安が拡散されています。甲府市保健所のマンパワ

ーが足りないのであれば、他の市町村の応援を要請しますが、どうですか」と協力を打

診した。 

これに対し、樋口市長は、「市で何とか対応します」と応じ、市全体で保健所体制を

強化する方針を示した。甲府市保健所関係者はヤマビス導入前に、「コロナ対応の基本

は人海戦術だが、本庁に有事モードだと分かってもらえず、人集めが大変だ」と語って

いた。 

 甲府市保健所の現場では、導入直後のヤマビスの扱いに慣れない事情が重なり、デー
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タ入力に遅れが生じた。ただし、甲府市は「発生届が出された分は、その日のうちに全

感染者への聞き取りを完了し、体調の悪化をきたした患者はいなかった」と説明する。 

 

第４節 検査を巡る対立 

 県と甲府市の協力が必要な業務のうち、病床確保と入院調整については、県が一元的

に対応したものの、検査業務については両者が個別に対応したため、対立することもあ

った。 

 対立したのは、２０年５～６月に甲府市内の県立高校で感染者が発生した際、どこま

でを濃厚接触者としてＰＣＲ検査の対象とするかという問題だった。新型コロナが発生

した初期で、１人の感染者が出ると地域社会が過敏に動揺する状況だったことから、生

徒に感染者が発生する度に、高校は臨時休校となった。マスコミがニュースとして報道

し、県と甲府市の対応が注目された。 

県は、長崎知事と福祉保健部幹部が対応を協議し、疫学上の観点に加え、周辺住民ら

の安心感につなげるため、「コロナの不安を払拭する社会政策上、広く検査をすべきだ」

として、同じクラス全員の検査を行うよう主張した。これに対し、甲府市は検査の対象

者について、感染者の身近にいた感染リスクの高い接触者に絞って検査する一般的な方

法を求めた。検査対象を広げた場合、「偽陽性が生じ、混乱が拡大する恐れがある」と

指摘した。 

最終的に、甲府市は全員検査の方針を了承し、県保健所が主体的に調整に関わり、県

立高校であることや、甲府市外から通う生徒もいることを踏まえ、クラス全員の検査を

実施した。 

県幹部は、「保健所設置市が県の一部のエリアを切り出して、対応を担うのがいいか

どうかは疑問だ。甲府市には市外の通勤・通学者が多く、生活圏がそこで完結していな

い。中核市の周囲のエリアと合わせた対応を取るべきで、全国的にも議論されるべき問

題ではないか」と語っている。 

 県知事が保健所設置市に行使できる権限について、新型インフル特措法は「総合調整

を行うことができる」と定めている。具体的な権限内容は明示されておらず、保健所設

置市を従わせる法的拘束力はない。 

 実は、山梨県は、「知事の総合調整権によって、保健所設置市や関係機関をどこまで

従わせることができるか」について、法律上の検討をしたことがあった。市町村などと

齟齬が生じた場合、「知事がメディアに向けて『県は総合調整権を行使し、協力を呼び

掛けている』と公表し、県民世論を味方につける」といったアイデアも出ていた。だが、

これまで最終的には、長崎知事が甲府市長など首長や関係機関トップと一致点を見出し

て乗り切っており、実際に総合調整権を行使する局面はなかった。 
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第５節 連携体制の落とし穴 

第１項 「県・市」一体運用の流れ 

 全国的にみると、県と保健所設置市が連携し、一体的に業務を運営する流れがあった。 

連携体制が素早く構築できたのは、岐阜県だ。県内から感染者が発生していなかった

２０年２月２１日、古田肇知事は第１回の県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議

を開催し、この時、保健所設置市である岐阜市の柴橋正直市長に参加を要請した。県庁

の特別会議室に全部長や県警本部長がずらりと並ぶ中、通常ならば副知事が座る知事の

隣席に岐阜市長が座った。以来、岐阜市長は県コロナ対策本部の正式メンバーとなった。 

２０年４月からは県の感染症専門家会議に、知事、副知事とともに岐阜市長が出席し、

岐阜大医学部、医師会、医療機関などの関係者と、感染防止や医療提供体制などを話し

合った。対策本部と専門家会議は毎月１～２回のペースで開かれ、知事と市長が並ぶ場

はいずれも６０回以上となった。 

県と市の結びつきを強める取り組みとして、合同対策本部を設置したことが特徴的だ。

２０年４月、繁華街のナイトクラブと高級ステーキ店で発生した４０人以上のクラスタ

ーを受けて、県と市は独自の「非常事態宣言」を行い、さらに、「岐阜県・岐阜市クラ

スター対策合同本部」を岐阜市保健所に設置した。知事周辺は「知事が市長に働きかけ

た」と語る。県と岐阜市保健所の一体的運用を目指し、合同対策本部のチーム長に県健

康福祉部次長、副チーム長に市健康部長が就いた。市の現地対策本部には、県の医療整

備課長が加わった。県職員５人が岐阜市職員との併任となる協定を併せて締結した。 

職員の併任は、市から県へのパターンもある。２１年８月から県の自宅療養者支援チ

ームに、岐阜市が職員９人を派遣している。市職員の身分を県職員と併任させる協定を

知事と市長で結んだ。岐阜市保健所管内の対応を一体的に進める狙いがある。 

また、熊本県と熊本市は２０年４月、コロナ対策に関する合同専門家会議を設置した。

蒲島郁夫知事と大西一史市長がそろって出席し、熊本大医学部や医療機関、医師会と対

応を定期的に協議している。 

 総務省幹部は「新型コロナは、静かな有事だ。戦争や地震などの自然災害とは違い、

有事であるとの共通認識が伝わりにくい。平時から県と市が信頼関係を築くことが重要

になってくる」と指摘する。 

 

第２項 保健師が連携の土台 

 県と甲府市が新型コロナ対応を協議する場としては現在、知事を本部長とする県新型

コロナウイルス感染症関係総合対策本部が一応ある。毎月１～２回程度のペースで開催

されている。２２年１月からは甲府市福祉保健部長が出席するようになり、８月までに

１５回開かれた。ただし、甲府市福祉保健部長は出席者の１人にすぎず、そもそも県と

甲府市が固有のテーマを協議する機関ではない。 

ＹＣＤＣと県保健所、甲府市保健所は、毎日夕方、その日の感染状況などを報告する
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ための情報共有会議をオンライン形式で開いている。この後、夜にかけて、医療機関へ

の入院や宿泊・自宅療養などを振り分ける調整が続く。この情報共有会議で、県と甲府

市の保健師らが緊密に連携し、感染者管理など現場の運用をコントロールしている。 

ＹＣＤＣの齊藤由美子衛生指導監と、甲府市保健所の渡辺千奈美医務感染症課長は１

日に何度も電話やメールなどで情報共有を図り、県と甲府市の信頼関係を深めた。渡辺

課長は県から出向している保健師で、同じ保健師の齊藤衛生指導監と気心を分かり合え

る間柄だ。 

県幹部は「県内のコロナ対策は、県と市町村の保健師のネットワークに支えられてい

る」と語る。 

ただし、検査体制などの施策分野については、甲府市保健所が市内での権限を持って

いる。日々の現場対応では保健師のネットワークを土台に連携しながらも、県が甲府市

内を含めて県内全域で県と市共通の施策展開を目指すのであれば、日頃よりも一層の連

携が必要になる。 

長崎知事が２１年４月、ＰＣＲ検査の対象範囲を広げる県の施策を次々と打ち出した

際には、ＹＣＤＣの佐野満感染症対策推進監らが甲府市保健所に出向いた。県の意志決

定に関わる幹部職員が検査方法などを自ら説明することで、足並みをそろえられるよう

に情報共有と連携を図った。 

 

第３項 副知事と副市長の緊急合意 

 県が入院調整などで甲府市分を含めて一元的に対応していることを踏まえ、甲府市が

ＹＣＤＣに応援職員を臨時に派遣した時期がある。 

第５波対応として、２１年８月２０日から９月１８日まで、１日２人が派遣され、県

の業務を手伝った。情報班に配属された１人が、保健所などから送付される感染者情報

や検査結果の確認・入力管理、保健所との連絡調整に当たった。もう１人は、宿泊療養

班で、施設や病院との連絡調整を担った。 

第６波対応でも、２２年１月１８日から２月１３日まで、甲府市がＹＣＤＣの情報班

に職員を１日１人派遣した。派遣職員はおおむね１週間ごとに交代し、延べ１２人に上

った。 

臨時の応援派遣は、県の渡邊副知事が甲府市の工藤眞幸副市長に要請し、緊急措置と

して合意に至ったものだ。 

当時、県内最大の甲府市で感染者が多く発生し、県に一元化された入院調整などの業

務を圧迫していた。ＹＣＤＣの現場を折に触れて視察していた渡邊副知事は「修羅場な

んてものではなく、まるで、戦場のようだ」と感じていた。渡邊副知事が県の状況を伝

えると、工藤副市長は即座に「わかりました」と応じた。 

県と保健所設置市によるコロナ対応について、応援職員の派遣など人員態勢に関する

法的な規定はない。渡邊副知事と工藤副市長による緊急合意では、甲府市の人事体制に
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影響しないよう、期間限定で、職員が交代しながら応援に入るという条件で折り合った。

県幹部は「甲府市が即座に快諾してくれるとは予想していなかったので、驚いた」と語

った。 

この時は、県と保健所設置市のナンバー２同士のパイプにより、なんとか急場をしの

ぐことができた。コロナ対応を巡る日々の現場対応は、県と市の保健師が中心となって

支えているが、新たな体制整備や制度構築、予算措置などの施策分野では、知事や市長

らトップを組織の中軸で支える行政職レベルの連携も重要になる。 

 

第４項 甲府市長が県副本部長に就任 

２２年１１月、甲府市の樋口市長が県の新型コロナウイルス感染症関係総合対策本部

の副本部長に就任した。岐阜県のように、保健所設置市の市長が県対策本部に出席する

ケースはあるが、県対策本部の副本部長になるのは全国的に少ないとみられる。 

「長崎本部長はじめ対策本部の皆様と、県民の生命、健康を守り、あるいは地域経済

の回復に向けて一緒に取り組んで参りたい」。樋口市長は１１月２４日の県総合対策本

部の会合で、長崎知事の隣に並び、こうあいさつした。 

長崎知事が１０月２１日に甲府市との連携不足を解消する案として県庁内に検討を

指示し、副本部長への就任を打診したところ、１１月１１日に樋口市長が承諾、合意し

た。２２年１月から甲府市の福祉保健部長が県総合対策本部に出席して連携に努めてい

たが、より強力な連携体制を目指す。 

当初は、県と甲府市の「合同対策本部」の設置も検討された。ただし、甲府市は２０

年３月から、市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、「市新型コロナウイルス

感染症対策本部」を設置しており、樋口市長には対策本部長としての業務がある。また、

緊急事態宣言が発出されれば、新型インフル特措法に基づく市対策本部に移行して対応

する必要もある。この場合、県総合対策本部と甲府市対策本部の業務内容は異なり、支

障が生じる恐れから、合同対策本部の設置案は見送った。 

県総合対策本部の副本部長は、副知事と甲府市長の２人体制となった。甲府市長には

県の部局を指揮する権限はないが、「県と市の一体感」を県民に発信する意味合いが強

い。 

甲府市幹部は、「市長が知事の隣で、決定事項を延々と聞かされるだけなら、意味が

ない。県と市のトップ２人が実質的な議論を行うことが大切だ」と指摘する。 

 

第５項 重層的な連携体制 

長崎知事が１１月１４日の記者会見で、第８波に備えるための県の包括的な感染拡大

防止策を公表した。ただし、甲府市は、「最終的な決定事項と公表内容が事前に知らさ

れなかった」と不満を持った。これに対し、県は「甲府市はＹＣＤＣの専門家会議にオ

ブザーバー参加しており、その内容を知り得るはずだ」としており、県と甲府市の連携
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不足があらわになる場面がみられた。 

このため、県は、甲府市長の県総合対策本部副本部長への就任を機に、甲府市との連

携体制の改善に動き始めた。 

県は従来、重要なコロナ対策に関する県総合対策本部の会議直前までぎりぎりの調整

が続くため、出席する甲府市福祉保健部長に事前に相談する時間的な余裕がないことが

多かったが、県知事政策局が甲府市に丁寧な事前説明を行うことにした。１１月２４日

の総合対策本部に先立ち、知事政策局が甲府市に足を運んで、第８波に向けた感染防止

に関する県民や事業者への協力要請など会議の内容を伝えた。 

１２月に成立した改正感染症法は、都道府県が迅速で一元的な感染症対策を県内全域

で実施するため、都道府県と保健所設置市の「連携協議会」を２３年４月以降に創設す

る規定を設けた。連携協議会は、保健所の体制整備、応援職員の派遣、人材の養成、検

査の実施体制、情報共有のあり方などを話し合う場となる。 

山梨県でも、こうした連携協議会の設置を機に、県と甲府市の協力関係を立て直す必

要がある。知事と市長、副知事と副市長だけでなく、県と市の部課長などが重層的に連

絡・協議する体制を構築することが求められる。 
 

第４章 県と一般市町村の関係 

第１節 市町村の役割 

 様々なコロナ対応を巡って、予防接種法で市町村が実施主体となるワクチン接種を除

くと、事務の主体は都道府県で、基本的に市町村の出番は想定されていない。患者の生

活支援や住民へのコロナ情報の提供・相談対応などは、幅広い意味で住民サービスの一

環ではあるが、市町村の役割は不明確だ。 

１９９７年施行の地域保健法により、県保健所の権限は大幅に市町村へ移った。だが、

市町村保健センターは、母子保健や健康づくり、精神保健の訪問指導などの業務を担い、

市町村の抱える保健師ら専門職はコロナ対応を直接的に担うわけではない。 

厚労省は２０年３月１３日の事務連絡で、保健所の業務逼迫を踏まえ、積極的疫学調

査の業務などに保健師を応援投入するための県の選択肢として、業務の民間委託や非常

勤職員の活用とともに、市町村職員の応援派遣にも言及している。２１年１２月に開か

れた自民党の会議では、保健所の体制強化の方策の１つとして、「有事における基礎的

自治体としての市町村の役割の拡大や明確化が必要ではないか」と指摘した。 

 

第２節 県と市町村の連携 

第１項 市町村の役割 

２１年２月の感染症法改正では、宿泊療養・自宅療養者に対する食事提供など生活支

援について、「都道府県知事は、必要に応じ、市町村長と連携するよう努めなければな

らない」とする県と市町村の連携規定が設けられた。 
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厚労省は２１年８月２５日の事務連絡で、都道府県に対し、「自宅療養者の生活支援

などの住民サービスについては、住民に身近な立場である市町村の協力も重要であるた

め、連携規定に基づき、都道府県と市町村が連携して自宅療養者等に対する生活支援を

行う」ことを要請した。９月６日には、厚労省健康局結核感染症課長と総務省自治行政

局行政課長が連名の通知で、県と市町村の連携を促した。神奈川県と市町村が自宅療養

で連携する覚書を締結した事例も紹介した。 

感染者が急増し、自宅療養者への食事配送が遅れる事例が全国的にみられた２２年 1

月１９日には、厚労省が健康局結核感染症課名の事務連絡で、県から市町村への感染者

情報の提供を含め、「自宅療養者等に対する生活支援を着実に行える体制の確保」を求

めている。 

 さらに、政府のコロナ対策本部は２２年９月２日、将来の感染症対応に備えた体制整

備に向けて、健康観察や食事の提供などの生活支援について、県と市町村が協力して行

う業務として明確に位置づける方針を決定した。 

 

第２項 新潟県の応援協定 

 新型コロナ発生初期から県と市町村の一体的な対応を打ち出したのが、新潟県だ。２

０年５月８日、花角英世知事と久住時男・市長会長（見附市長）、品田宏夫・町村会副

会長（刈羽村長）が並んで記者会見し、「新潟県・県内３０市町村緊急共同宣言」を発

表した。当時対応した県幹部は「県内地域ごとに危機感の温度差があったため、市町村

長たちに前面に出てきてもらった。情報発信などで市町村を頼る必要があると考えた」

と語る。県のＨＰでは全市町村長の顔写真とセットで、各市町村のＨＰのリンクを張り、

全自治体の情報にアクセスできるようにした。 

感染拡大の局面では、新潟県内の市町村が県の保健所に保健師を派遣するようにし、

２０年１０月１５日、県と市町村の応援協定を締結した。県が市町村から保健師の応援

派遣を受ける協定は各地に広がり、福岡、富山両県などでも結ばれた。 

大分県では、市町村から県への応援派遣について、保健師に限らず、事務職員も対象

とする協定を結んだ。保健師は専門職ならではの業務に当たり、事務職員は、自宅療養

者の買い物代行も含めて、保健師でなくても対応できる業務に当たる。群馬県でも、保

健師を含めた市職員に県保健所を応援してもらう協定を一部の市と結んだ。 

 

第３節 山梨県の対応 

第１項 県単独の施策展開 

 山梨県は、コロナ対応の業務に関して、ワクチン接種を除いて、市町村には頼らずに、

県だけで完結することを基本としてきた。背景には、感染を比較的抑え込めていたうえ、

自宅療養については２２年１月まで行っていなかったことがある。 

ホームケアの自宅療養者へ生活支援物資を届ける業務などについて、県は主に民間企
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業に委託し、市町村の協力を要請することは想定していない。ＹＣＤＣ幹部は、「県内

には、職員が数十人の小さな村役場もあり、県の業務を担わせるのは難しいと判断した。

小さな自治体を基準とし、統一的な対応を取った」と説明する。 

 ただ、２２年８月５日の長崎知事と２７市町村長によるオンライン会議では、山梨市

の高木晴雄市長が、「県から自宅療養者への支援物資が届かず、食料などが不足してし

まうという相談がある。できるだけ早期に支援物資が届けられるような対応をお願いし

たい」とホームケア業務の綻びを指摘したうえ、「市でも、できることがあれば、市民

の不安軽減と適切な支援のためにも、協力させていただきたい」と発言した。 

 オンライン会議では、それ以上の議論はなかったが、同席した県幹部は、「市町村の

間から、県へ協力した方がよいという雰囲気が出てきた。県と市町村の協力関係を真剣

に考える局面に来ている」と述べた。 

 長崎知事も、県と市町村の連携を検討課題として認識している。本機構のヒアリング

に対し、「県は市町村との連携が全くできていなかったに等しい。大きな問題意識を持

っている。住民生活の最前線は市町村であり、市町村から県に様々な情報を提供しても

らえるような体制ができないだろうか」と語っている。 

 

第２項 保健師のネットワーク 

 県と市町村の連携では、表から見えにくい保健師のネットワークを生かした取り組み

があった。 

 県の保健師は６８人しかおらず、日頃、感染症対策に専従している保健師は各保健所

で１～２人程度だ。そもそも保健師の数が少ないため、感染症対策に回すには人数に限

りがある。このため、県保健所の保健師では届きにくい支援を市町村の保健師と連携し、

協力してもらっていた。市町村には保健師が計３３６人おり、連携すれば、大きな力に

なる。 

 市町村の保健師らの活動としては、健康状態が確認できないホームケアの自宅療養者

の安否確認や、感染した家族が入院して自宅に１人残された高齢の濃厚接触者の健康観

察などがある。このほか、自宅療養を希望するものの在宅支援が入らない事例の見守り、

虐待などの懸念のある事例の個別支援と関係機関との調整、行政の関与を拒否して支援

のないまま自宅ですごす事例への見守りなどがある。透析患者を県外へ送迎してもらう

こともあった。また、市町村が管理監督する施設にクラスターが発生した場合の疫学調

査や指導への協力も行っている。 

 円滑な協力の背景には、県と市町村の保健師が長年、それぞれの役割を分担しながら、

補完し合う関係性ができていることがある。地域の医師会や医療機関と向き合う際、市

町村単位では交渉しにくい場合は、県が調整役を担い、連携することが多い。 

 歴史的にみると、かつて小規模の町村に保健師が配置されていない時期に、県が保健

師を派遣していた。現在では、保健所を中心とした研修会などで、県と市町村の保健師
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が顔の見える協力関係を築くことに継続して取り組んでいる。こうした積み重ねが今に

生きて、県内の保健師関係者は、「山梨県内の保健師ネットワークは、全国的にみて、

緊密な連携ができているとの高い評価を得ている」と語る。 

県幹部は、「山梨県の保健師ネットワークは、山梨県の財産だ。いざという時、県の

保健師の電話１本で、市町村保健師が動いて、問題を解決してくれる信頼関係がある。

ただし、将来の感染症対応でも頼り続けるのであれば、保健師ネットワークの維持・強

化をどうしていくか、考える必要がある」と語る。 

 

第５章 地方創生臨時交付金を巡る課題 

第１節 コロナ交付金の目的と経緯 

政府は新型コロナ対応の初期段階から、感染拡大防止対策と並ぶ、もう１つの柱とし

て、地域経済や住民生活の支援に取り組んできた。その目玉が、「新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金」の創設だった。全国の自治体に莫大なカネが流れ込み、

平時では考えられない潤沢な財源が確保されたことで、行政の現場では「リンコウキン

（臨交金）」や「コロナ交付金」とも呼ばれる地方創生臨時交付金の活用策について議

論が過熱した。 

２０年４月に閣議決定された政府の緊急経済対策を受け、２０年度第１次補正予算に

１兆円の地方創生臨時交付金が計上された。６月に成立した第２次補正予算で２兆円、

２１年１月に成立した第３次補正予算で１兆５０００億円と、感染状況の悪化に伴って

追加された。 

政府が２１年１２月に成立させた２１年度補正予算は、一般会計の歳出総額が３５兆

９８９５億円で、補正予算としては過去最大となった。補正予算に盛り込まれた地方創

生臨時交付金も膨らみ、最大規模の６兆７９６９億円となった。 

都道府県のコロナ対策の主要財源となった地方創生臨時交付金の総額は２２年９月

時点で、１６兆３７６０億円に上った。 

 

第２節 簡素な手続きと想定外の悩み 

自治体の臨時交付金の申請手続きは、迅速性と使い勝手の良さを最優先した結果、政

府の審査を極めて簡略化している。内閣府が都道府県と市区町村の人口、財政力、感染

状況などに基づき、自治体ごとの交付金の上限額を示す。これを受けて、自治体が内閣

府に実施計画を提出すると、基本的に約１か月以内に計画が認められる仕組みだ。 

臨時交付金は、地域の実情に合わせて対策を取れるよう、政府の定めた方向性に大筋

で沿っていれば、原則として自治体の申請がほぼそのまま認められた。一般的な交付金

や補助金では、中央省庁が内容や効果を厳しく吟味・査定するのと比べ、大きな違いが

ある。 

一方で、県の現場では、臨時交付金を巡り、想定外の悩みも生まれた。一般的な予算
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編成では、県の各部局が総務部財政課に事業計画を示し、予算要求を行う。財政課は各

部局の要求額をもとに、必要な事業や経費を取捨選択し、予算全体をまとめていくのが

通例だ。だが、コロナ予算の編成では、政府から県に配分された臨時交付金の残額を見

ながら、事業効果が高ければ増額査定し、必要な事業の要求がなければ、担当部局に事

業構築を促す場面も生じた。県の予算担当者は「予算編成のスケジュールが極めて短い

中で、各部局が現場のニーズを拾い、精緻な見積もりをするのは限界があった。統計や

報道など限られた情報をもとに、新たな事業を担当部局と二人三脚で作り上げていく感

覚だった」と語った。 

長崎知事と県財政課は、臨時交付金事業の目玉や大枠を決めた後、各部局に追加の予

算要求を指示した。 

例えば、２１年度９月補正予算では、長崎知事と高橋直人財政課長らが各部局の検討

に先立ち、県内産業の状況を分析した。山梨中央銀行の県内企業経営動向調査（業況Ｄ

Ｉ）の２１年度上期では、ホテル・旅館が１７.４ポイント減、レジャー分野が９.１ポ

イント減となる見通しだったため、長崎知事は「宿泊施設やレジャーなど観光分野の景

気落ち込みが想定以上に激しい。その下支えが必要だ」との方針を示した。これを受け

て、財政課と観光文化部が連携し、「やまなし冬のプレミアム観光推進事業費」を考案

した。冬の観光需要を伸ばすため、冬ならではのアクティビティの創出や希少な県産食

材を使ったメニューの開発など、新たな観光資源の磨き上げを行うもので、９月補正予

算に３億６８５４万円が計上された。 

 

第３節 交付金の活用事例集 

地方創生臨時交付金の使い方について、全国の自治体職員が頼りにする資料がある。

内閣府地方創生推進室が作成した「地方創生臨時交付金の活用事例集」だ。政府が地方

の実施計画を採択する事業の方向性を伝えるため、具体例をイラスト付きで説明してい

る。 

「医療提供体制の整備、感染拡大の防止」には、約４０の事業例が並ぶ。経済産業、

国土交通、農林水産の各省などが所管する「地域経済、住民生活の支援」では、約７０

の事業例が掲載されている。例えば、「新規市場開拓支援事業」「観光／シティプロモー

ション活動事業」「地域の名産品魅力発信事業」など、ポストコロナをにらんだ地域経

済の支援策もある。 

政府は、多額の交付金が使い残されれば、社会経済活動の維持に影響しかねないと懸

念した。このため、自治体からの「実施計画の経費は交付限度額を超えても構わないの

か」という疑問点について、「入札などにより事業費が減る可能性があるため、誤差を

見込んで、事業費を多めに計上しておく方が望ましい」と異例の説明をした。 
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第４節 無駄遣いを巡る議論 

地方創生臨時交付金を巡っては、コロナ対策との関連が分かりにくい「目的外使用」

や「無駄遣い」の議論が起きている。政府内では、感染拡大防止と社会経済活動の両立

を支える役割を果たしているとの評価の一方で、公金の「無駄遣い」をはらんでいると

して見直しを求める意見がある。財務省主計局は「第２交付税」とみなして、野放図な

財政運営につながることを警戒している。 

目的外使用と問題視される予算の１つのパターンは、コロナ対策の以前から検討しな

がら、優先順位の低さから予算化を見送っていた事業に財源を流用するケースだ。 

財務省は２２年４月の財政制度等審議会の財政制度分科会で、目的外使用が疑われる

として批判された事例をまとめた資料を配布した。以下がその事例だ。 

▽Ａ町は、交付金を使いきれず、将来検討していたグラウンド整備専用のトラクター

を購入（３６０万円）、▽Ｃ村は、畑の作物を食い荒らすサルなどの有害動物を捕獲す

るためのわななどを整備（９６０万円）。動物がわなにかかると役場に自動でメールが

届く仕組みで、村は農家との接触機会が減り、感染拡大防止などに役立つと説明、▽Ｄ

町は、ドームのグラウンドを土から人工芝に張り替え、空調設備を整備（１億３０００

万円）。土ぼこりが舞うと空調設備の故障の原因になり、感染対策に影響する可能性が

ある。 

こうした「こじつけ」を伴う、目的外使用とみなされる事例について、財務省主計局

は、「緊急的支援として真に必要か、よく精査する必要がある。より必要な支援となる

ような重点化も必要ではないか」と問題提起した。委員からは、「規模ありきの予算化

の結果と思われるが、検証と改革、重点化は必要だ」といった意見が出た。 

 自治体への巨額な交付金は、災害や不況の際の景気対策の常套手段だ。政府が直接執

行する事業や補助金では限界があるため、自治体への大盤振る舞いを通じて、地方経済

を刺激する狙いがある。財務省幹部は「無駄遣いをやめるには地方創生臨時交付金を減

らせばいいのだが、政府・与党の政治判断が絡むため、容易ではない」と語る。 

 

第５節 巨額のコロナ交付金 

第１項 異常な膨張 

県の一般会計予算は、コロナ発生前の１９年度は４８６５億円で、例年、おおむね同

規模の予算を組んできたが、コロナ対応が始まると一変した。２０年度の一般会計予算

は６６６４億円に膨張し、このうち地方創生臨時交付金は２３２億３２７０万円だ。こ

れ以降、予算措置された臨時交付金は、２１年度で２９１億４０２４万円、２２年度は

９月までに１０７億９８４８万円で、総額で６３１億７１４４万円にも上る。県幹部は

「例年組まれる県予算のうち、知事が戦略的に使える予算は数十億円にとどまる。コロ

ナ予算は何年分もの予算を組むような異常事態だ」と語った。 
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地方創生臨時交付金を目的別に整理すると、内訳は下記の通りになる。 

① 感染拡大防止と医療提供体制の整備 ３５０億９２０１万円 

医療提供体制や、ＰＣＲ検査、ワクチン接種など、政府が県に対応を求める必須の

業務が大半。 

② 県民生活に与える影響の最小化と新しい生活様式への対応 １７４億６３３３万

円 

グリーン・ゾーン認証制度や、テレワーク支援、行政手続きのデジタル化など、感

染拡大防止と社会経済活動の両立を図るための支出が多い。 

③県内経済の安定化・反転攻勢に向けた対策 １０６億１６０９万円 

ポストコロナの時代を見据え、山梨経済の成長に向けた将来への布石として、水素

エネルギー、東京圏との２拠点生活、インバウンド観光などへの投資が目立つ。 

 

政府はコロナ予算の方針として、「感染症の拡大防止策」と「ポストコロナに向けた

経済構造の転換・好循環の実現」を目標に掲げる。山梨県が将来の成長分野への投資に

地方創生臨時交付金を充てているのは、政府方針と合致するものだ。 

県幹部は、地方創生臨時交付金の課題について、「経済効果とアカウンタビリティ（説

明責任）が大切だ。医療、ワクチンだけでなく、『県民の生活様式を変えて、経済を回

復させる』という幅広いコロナ対策の意義について、県議会で議論し、県民にきちんと

説明することが重要だ」と語る。 

 

第２項 コロナ収束後の経済成長に布石 

政府が２０年６月、一般会計の歳出総額３１兆９１１４億円に上る第２次補正予算を

成立させたことにより、全国の自治体に配分される地方創生臨時交付金は計３兆円に膨

らんだ。これを受けて、巨額の臨時交付金が流れ込んだ山梨県は、前例のない規模の予

算編成を迫られることになった。 

県は６月議会までに３度の補正予算を組み、臨時交付金は計９８億１８７８万円に積

み上がっており、「医療機関の支援を含め感染防止対策に必要な施策は、ある程度、手

当てができている」と受け止めていた。それでも、政府から県に配分されていた地方創

生臨時交付金１５２億１３８３万円に達しておらず、２０年９月補正予算では、コロナ

収束後の経済成長を見据えた事業などが数多く計上された。 

７７億６１６６万円の地方創生臨時交付金を計上した９月補正予算は、水素・燃料電

池関連産業の集積・育成のほか、東京圏との２拠点居住推進、インバウンド観光など、

地域経済の重要分野に関するテコ入れ策が並んだ。 

教育分野では、県立高校と特別支援学校高等部のデジタル教材を活用したＩＣＴ（情

報通信技術）教育の充実策に９億８０６３万円を計上した。生徒用端末の配備を拡充し、

オンライン授業にも対応できる環境を整えた。併せて、すべての教室にプロジェクター
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とスクリーンを設置するとともに、教員をサポートするＩＣＴ支援員も置いた。 

県立美術館と県立文学館がある「芸術の森公園」では、バラ園増設やボタン園拡張な

どの整備事業に４２４２万円を計上した。整備後、マスコミに１年間で４３回取り上げ

られ、担当の観光文化部文化振興・文化財課は「３密対策を踏まえ、来園者が心身とも

にリラックスして楽しめる公園空間の賑わいを創出できた」と意義を説明している。 

農業分野では、コロナ禍で変化した食肉の流通形態に対応するため、山梨食肉流通セ

ンターが行う冷凍肉スライサーや真空包装機などの機器導入に対する助成費用として、

７５８万円を計上した。農政部畜産課は「多様化する消費者や卸売業者などのニーズに

対応することが可能となった」と語る。 

 地方創生臨時交付金を活用した施策は、９月補正予算だけで７０事業に上った。県は

「コロナ対策には感染防止だけでなく、経済の回復も含まれる。各行政分野に資産が残

れば、中長期の投資効果が見込める」との考え方で、予算を編成した。県幹部は「一過

性のバラマキとは違って、購入した物や作った映像コンテンツは残る。後々の経済成長

につながる意義があると判断した」と語った。 

 

第３項 信玄公祭りの派生事業 

 山梨県が誇る戦国武将・武田信玄公に関係する多くの事業には、新型コロナの影響を

受けた観光産業を支援する観点から地方創生臨時交付金が活用された。県は２０年度６

月補正予算で、「信玄公生誕５００年記念事業」への補助金６９３万円を計上し、記念

映像コンテンツの制作や特設ＨＰの開設、キックオフイベントの実施に充てた。 

９月補正予算では、臨時交付金の活用策が、武田信玄公の配下の武将に光を当てる事

業に広がった。県は、「隠れた武田二十四将発掘発信事業」に１４８５万円を計上、富

士・東部地域を治めていた小山田信茂の映像コンテンツ「信茂と勝頼」を制作し、動画

投稿サイト「ユーチューブ」の県公式チャンネルにアップした。担当の観光文化部観光

資源課は「今まで光が当たらなかった武田二十四将を地域資源として磨き、アフターコ

ロナに向けて観光誘客を促進する」と語った。 

地方創生臨時交付金２７億１９７６万円を計上した１１月補正予算でも、県はさらに

効果的な事業を探した。「信玄公生誕５００年ＰＲイベント支援事業費」への補助金１

０００万円を計上し、武田信玄公が情報伝達の手段として使った「信玄の狼煙」を起源

とする甲州花火を県内８か所でリレー形式により打ち上げた。県庁内では「花火は煙と

ともに消えてしまう」との懸念もあったが、花火と過去の信玄公祭りの映像を織り交ぜ

た特別テレビ番組を放映することで、「大きなＰＲになる」と判断した。 

政府が２１年１２月、過去最大の補正予算から県に配分した地方創生臨時交付金は５

７億７２５８万円に上った。これを受けて、県は２１年度２月補正予算で、４５億８５

５２万円の地方創生臨時交付金を活用した。２１年１１月に信玄公生誕５００年を迎え

たが、コロナ禍のため実施できなかった信玄公祭りを盛り上げるため、「信玄公祭りグ
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レードアップ事業」に４１８０万円を計上した。「コロナ禍の閉塞感を打破し、地域の

賑わい創出につながる取り組みを行う」と掲げた。信玄公祭りに合わせ、甲冑姿の武将

や仮装した多様な参加者によるハロウィン仮装パレードを甲府市内で行ったほか、地場

産品の販売、展示、若者によるステージなど複数のイベントを開催した。 

２月補正予算には、「信玄公祭り在り方検討費」も５８７万円計上された。節目とな

る２３年の第５０回信玄公祭りに向けた調査検討費用だ。２２年１０月、３年半ぶりに

開催した第４９回信玄公祭りの観客は過去最高の１７万８０００人となり、県は「県内

観光産業の回復に弾みがついた」とみている。 

 

第４項 青木ヶ原樹海をＰＲ 

 地方創生臨時交付金を活用し、従来にない発想で行われた事業の１つが、自殺の名所

とされる青木ヶ原樹海のイメージアップ事業だ。県は「生きる喜びを発信し、自殺を未

然に防ぐ。ウィズコロナ・アフターコロナ時代における新しい旅のスタイルに対応した

自然観光資源として活用し、県内外の誘客を図る」と説明している。 

東映が２０年、青木ヶ原樹海を舞台にしたホラー映画を撮影した際、県は自殺を助長

しかねないと懸念し、ロケ撮影を拒んだ。タイトルは「樹海村」で、英訳タイトルは「ス

ーサイド・フォレスト・ビレッジ」（自殺の森の村）だ。だが、東映が静岡県内で撮影

して映画を完成させると、一転、県は「逆手に取るアイデア」として、東映とタイアッ

プして、青木ヶ原樹海をＰＲする方針を取った。長崎知事が２０年９月、東映の岡田裕

介会長や手塚治社長と合意した。 

県は２０年度１１月補正予算で、青木ヶ原樹海イメージアップ強化事業として、２３

０３万円を計上した。２１年２月公開のホラー映画と連動し、県は、樹海の豊かな自然

を「生きる喜び」の象徴として発信するポスターやデジタル広告を作成したほか、ネイ

チャーガイドによる樹海の親子体験ツアーを２回開催した。フォトコンテストには１８

６作品が集まった。 

長崎知事は２０年１１月の記者会見で、ホラー映画とタイアップする意義について、

「駄目だ、駄目だと言ったら、逆に炎上し、関心を集めてしまう。青木ヶ原は、よく考

えてみれば、素晴らしい生命の源だ。ホラー映画に恐怖を感じるのは命に対する強い思

いがあるからだ。映画の完成お披露目会や試写会のようなところで、シンポジウムやト

ークセッションをさせていただく形で、共に命に対する強い思いを確認することが効果

的ではないか」と強調した。 

２２年度当初予算でも、青木ヶ原樹海イメージアップの強化事業費に臨時交付金から

１２３０万円を充てた。「未来へつなぐ、青木ヶ原樹海のかがやき」をテーマとしたシ

ョートムービーコンテストのほか、観光資源としてＰＲイベントを企画した。地元テレ

ビ局は９月、県と連携し、樹海の魅力を伝える特別番組を放送した。「ユーチューブ」

の県公式チャンネルにアップされると、１０万回以上視聴された。 
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第６節 難しい効果の検証 

 政府は、基本的に使途が自由な地方創生臨時交付金について、個別の無駄遣い事業を

封じることは困難と考え、次第に、自治体による実施状況と効果検証の公表を徹底する

ことで、効率的・効果的な活用を図ることに軸足を移した。制度上、交付金の条件とし

て、住民への公表を求めていたが、内閣府が２２年５月、全国の自治体を調査したとこ

ろ、４７％が実施状況を公表せず、６１％が事業効果を公表していなかった。 

内閣府は２１年１２月の事務連絡で、「臨時交付金については、一部その使途につい

て議論もあることから、説明責任をしっかり果たしていただくよう改めてお願いします」

と引き締めを図った。使途をガラス張りにして、第三者の目で効果のチェックを可能に

することで、自治体の自制を促すものだ。 

山梨県は、臨時交付金の実施状況と効果検証について、完了した事業のすべてをＨＰ

で公開している。地方創生を担当するリニア未来創造局二拠点居住推進課がまとめて公

開したのは、２０年度が２２２事業、２１年度が１５４事業に上る。 

ただ、県は効果検証については悩んだ。内閣府は、効果の測定方法について「アンケ

ート調査その他の適切な方法」と説明しているが、県幹部は、「アンケートをしても、

予算の恩恵を受けた団体は『効果があった。もっとカネが欲しい』としか言わないだろ

う。ポストコロナを見据えた経済成長への投資は、実際の効果が何年も後になる」と語

った。 

このため、県の公表資料では、各担当課が効果を独自に分析して記述している。 

例えば、県産業労働部産業振興課は２０年度、ジュエリー産業の支援事業として、イ

ベント開催などの魅力発信事業に１３００万円、ＰＲサイトの構築などブランド力強化

事業に５５０万円を充てた。 

公表資料では、実施状況と効果について「小規模イベント会場での制作体験やユーチ

ューブを活用したトークショーに加え、特別テレビ番組の放送による産地及び産地製品

のプロモーションを実施し、他の取り組みとの相乗効果により産地ジュエリー製品の売

上向上を実現した。（前年同月比４１８％達成）」などと記述した。「産地製品を取り扱

うショップにおいてＰＲイベントを３回開催し、魅力発信イベントとの相乗効果により、

１２月以降も前年と比べ約４倍もの大幅な売上増を達成した」とも記した。 

県の施策の自己評価のため、基本的には「自画自賛」になりがちだが、このように実

績を数値化できる事業は詳しく書いているケースが多い。一方で、県有施設に自動水栓

を整備した２０年度の事業では、効果検証について「県所有の公共施設等３５施設に設

置されているトイレ等の手動式水栓を自動水栓化し、感染予防対策を実施したことによ

り安全安心な施設運営につながった」と記述するにとどまった。県施設に換気機器を配

備する事業では、「換気能力を向上させることで感染拡大防止に寄与した」とするしか

なかった。 
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 行政施策の投資効果を測定する手法は必ずしも確立されていない。県幹部は、効果検

証について「できる限りのことをしているが、アンケートは感想に終わる恐れがある。

産業振興の将来分析や、データで示しにくい効果をどう書くかは難しい問題だ」と語る。 

 内閣府の自治体アンケートでも、「効果検証の方法が分からなかった」と回答した自

治体が一定数あった。こうしたことを踏まえ、会計検査院は２２年１０月、首相に対し、

「効果検証の方法を地方公共団体に周知する方策についての検討が十分でない」と指摘

したうえで、「適切な方法により、速やかに効果検証を実施して検証結果を公表するよ

う周知すること」と改善を要求した。 

このため、内閣府は翌１１月、自治体に対し、「地方公共団体の公表事例も適宜参照

し、速やかに公表するようお願いする」との事務連絡を発出した。しかし、具体的な検

証方法については、明示しなかった。 

 

第７節 会計検査院の指摘 

 コロナ禍に苦しむ中小企業の資金繰りを支援するため、県は地方創生臨時交付金を活

用して信用保証料の助成事業を行った。しかし、この事業について、会計検査院は２２

年１０月、山梨県などの措置に過大な支出があったと指摘し、首相と総務相に制度の見

直しなどの改善を要求した。 

 県は２０年度に支出した信用保証料助成事業費に、臨時交付金から４億８５８０万円

を充当した。このうち問題とされたのは、中小企業などが予定よりも早く繰り上げ返済

を行い、以降の保証料への補助が不要になった７４件の助成費３１７９万円だ。県信用

保証協会から県に過払い分として返金されるが、県は国庫に返納せず、そのまま滞留さ

せていた。 

 制度上、繰り上げ返済されれば、残された融資期間に見込んでいた保証料への補助な

どの過払いは必ず生じる。だが、地方創生臨時交付金を所管する内閣府が、国庫返納な

どの手続きを定めていなかったことが滞留の一因だ。県産業振興課は、「国に返すつも

りでいたが、方法が示されていなかった」と説明している。 

 会計検査院は、内閣府と総務省に対し、自治体で過払い分の返金が生じた場合の対応

を定めるとともに、総務省には過払い分返金の状況について把握する仕組みを整備する

よう求めた。内閣府と総務省は１１月、信用保証料の補助等事業で生じた過払い分返金

を国庫に返納する手続きを事務連絡で都道府県に伝え、山梨県はこれに基づき国庫返納

に関する対応を始めた。 

 

第８節 市町村の臨時交付金 

市町村にも地方創生臨時交付金は配分されている。県内２７市町村への交付金の合計

は２０年度が１５２億５０２万円、２１年度が６８億９７２８万円だ。 

県総務部市町村課が確認している２７市町村の交付金の主な使途は、次の５つである。 
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第１は、消費喚起を目指すもので、代表的なのが住民へのプレミアム商品券の無料配

布だ。２０、２１の両年度、ほとんどの市町村で実施された。「ＰａｙＰａｙ」などの

電子決済ポイント還元事業は、甲府、北杜、笛吹の３市と市川三郷町が実施した。宿泊

施設利用の補助事業は、観光地を抱える甲府、笛吹の２市、早川、富士河口湖の２町と

丹波山村が行った。 

第２は、子育て世帯・学生への補助だ。子育て世帯への支援金や、学校給食・保育園

副食費の無償化は、多くの自治体で実施された。第３は、公共施設や避難所の感染対策

だ。換気・衛生設備の設置・改修や、消毒液など衛生物品の配備で、やはり多くの自治

体で実施した。 

第４は、住民への感染対策だ。多くの自治体が２０年度にマスクや消毒液など衛生物

品を配布した。第５は、コロナ対応により収入が減った事業者に対する支援だ。医療機

関や、休業要請に協力した事業者を対象に、多くの自治体が２１年度に実施した。 

県市町村課は、職員１人が 1自治体を受け持ち、交付金に関する相談に応じる体制を

取った。市町村からの事業申請について、県総務部幹部は「交付金の申請について書式、

要件が整っているかどうかを確認することはあっても、内容や政策効果に口を出すこと

はない」と語る。 

市町村の予算で住民一律の商品券配布などが多かったことについて、県幹部は「県は

バラマキ予算を極力避けたのに、市町村ではバラマキがあり、住民からすると、県と市

町村で方向性がちぐはぐに見えたのではないか」と語った。 

 

第９節 現金支給を巡り議会で対立 

 北杜市では、地方創生臨時交付金の活用策を巡り、市長と市議会が対立し、紛糾した

末、予算案が修正されるケースがあった。 

渡辺英子市長は、２０年６月９日に開会した市議会に、約４万６０００人の全市民を

対象に現金と商品券計８万円分を支給する案を盛り込んだ補正予算案を提出した。臨時

交付金を財源とし、新しい生活様式への対応を支援するとして、市民１人３万円の「心

がつながる応援金」と１人５万円分の「心がつながる応援券」を支給する内容だ。 

渡辺市長は「市民の皆様には、市内での買い物、飲食、観光に改めて目を向けて、ふ

るさと北杜を知り、親しみ、魅力あふれるわがまちを見つめ直すきっかけとしていただ

きたい」と意義を説明した。だが、市議会からは批判が出た。２０年１１月に市長選が

控えており、「選挙目当てで現金を配るのではないか」という見方があった。 

６月１８日の市議会の予算特別委員会では、出席した市議１９人のうち１２人が、補

正予算案から現金３万円の給付を削除し、商品券を５万円から３万円に減額する修正案

を提出し、議論が夜まで続いた。修正の理由は、「効果の見込めない、ばらまき」「市の

財政規模から見て、過大な大盤振る舞い」というものだった。２５日の市議会本会議は

修正案を賛成多数で可決し、予算額は費用約３８億円から約２３億円削減された。 
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１１月の市長選は、複数の保守系らが争う構図となり、渡辺氏は落選し、新人の上村

英司氏が初当選した。 

 

第６章 分析と評価 

新型コロナ対応では、地方分権一括法の下で「対等・協力」の関係となったはずの国

と地方自治体の間には、様々な不協和音が響き、時に対立が生じた。山梨県も例外では

なく、長崎知事が公然と政府を批判する場面もあった。未曽有のパンデミックに効果的

に対応するには、国と地方の役割分担を明確化したうえで協力することが求められるが、

実際にどう線引きするかは、なかなか一筋縄ではいかない難問だ。 

政府の政策は基本的に、感染拡大が激しくて医療が逼迫する大都市部の対応を優先し、

より強力な感染対策を講じざるを得ない傾向がある。これに対し、山梨県は、感染が比

較的抑えられている地域の実情に合わせて、独自の対応を取ることがあった。その結果、

花見・歓送迎会の解禁や、まん延防止等重点措置の適用などでは政府との足並みが乱れ

た。県の独自の対応は基本的に理解できる内容だ。ただ、重要なのは、政府と県がより

緊密に連携することであり、そのためには、両者が従来以上に意思疎通を図り、建設的

な関係を築くことが求められる。 

コロナ対応における国と地方のより良い役割分担や協力関係のあり方については、引

き続き議論を深める必要がある。関係省庁は、一連の通知・事務連絡について、地方の

過剰な負担を招かないように工夫をするとともに、通知・事務連絡の内容が円滑に実施

されるよう、自治体向けの説明会などを重ね、フォローアップする必要があるのではな

いか。 

県と保健所設置市の甲府市の関係では、１９年４月の甲府市保健所の設置前から、県

と甲府市は人事交流を続けており、コロナに関する病床確保や入院調整の業務は県にス

ムーズに一元化できた。東京都と２３特別区や、他県と政令市の関係と比べれば、問題

は少なかったと言える。 

しかし、２２年２月、感染者情報管理システム「ヤマビス」について、甲府市保健所

以外の県の４保健所だけに導入したことなどから県と甲府市の意見の食い違いが顕在

化したのは問題だった。甲府市保健所への導入が５か月以上も遅れたことは、感染者の

療養先を決める作業などに影響したとみられる。 

県が２２年１１月、新型コロナ総合対策本部の副本部長に甲府市長を起用したことは、

県と甲府市の協力関係を立て直すうえで重要な一歩だが、形式上の人事では意味がない。

両者がより緊密に情報を共有し、実質的な協議を重ねることが求められる。 

県と一般市町村の関係では、現状では、市町村が実施主体のワクチン接種を除けば、

県がコロナ対応を一手に引き受ける構図だ。ただ、市町村側からは、自宅療養者の支援

などで一定の協力を行う考えも示されている。市町村がコロナ対応に関与することは、

感染情報を迅速に得るというメリットもある。市町村の保健師などの専門人材を県のコ
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ロナ対応に活用することは今後の検討課題だろう。 

県の予算には、コロナ対応の財源として、２２年９月補正予算までに６００億円以上

の地方創生臨時交付金が計上された。バラマキ色の強い施策は目立たなかったものの、

現在のように使途が自由で、かつ潤沢な臨時交付金がいつまで続くかは分からない。よ

り費用対効果を吟味したコロナ予算の編成を心がけることが欠かせない。 
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第９部 総合的評価と提言 

 

第１章 総合的評価 

山梨県は２０２０年初頭から、新型コロナ対策に積極的に取り組むとともに、早い段

階から、感染拡大防止と社会経済活動の両立を目指す方針を打ち出した。 

想定を上回る感染拡大の波が訪れる中、両立のかじ取りは困難を伴ったが、２２年１

０月末までの人口１０万人あたりの感染者は１万２７３７人で全国３８位、死亡者は２

１.０人で全国３７位と、いずれも比較的低く抑えられたのは間違いない。 

県内経済は、２０年春から夏の行動制限などで飲食・宿泊業を中心に大きな打撃を受

けたものの、製造業などの回復は早かった。手厚い資金繰り支援で倒産件数もコロナ禍

前より少なく、完全失業率も全国平均より低いなど、影響は限定的だったと言える。 

読売調査研究機構の県民意識調査でも、感染拡大防止策、医療提供体制、ワクチン接

種については「大いに評価する」と「多少は評価する」を合わせた前向きな評価が７５％

を超えた。県内２７市町村長アンケートでも、県の対策全般について１５人が「大いに

評価する」とし、残る１２人のうち１１人も「多少は評価する」と回答している。 

県の感染拡大防止策で評価できるのは、２０年春に導入した各種施設への休業協力要

請の「個別解除方式」だ。新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業協力要請

について、感染対策の順守が確認された施設から順次、解除する方式により、各施設の

感染対策を着実に強化した。この考え方が、飲食・宿泊施設などの感染対策に県がお墨

付きを与える「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」の創設につながった。認証制度は

その後、全国に広がり、「安全・安心」の山梨のブランドイメージの形成に寄与した。

県が飲食・宿泊施設に対する協力金の支給を最小限にとどめ、感染防止のための設備改

修・機器購入費の助成に力を入れたことは、一部に不満があったものの、一時しのぎで

はない、持続的な効果を重視したもので、筋が通った対応だと言える。 

医療提供体制では、コロナ患者の病床と、無症状・軽症者の入る宿泊療養施設を着実

に増やしてきた。２１年末時点では、人口１０万人あたりの病床数は４６．４床で全国

７位、同じく病床数と宿泊療養施設部屋数の合計は１６５．５床・室で全国トップとな

った。宿泊療養に関して、医師が常駐する「医療強化型」施設の導入は患者のケアの質

を高める意義があった。２２年１月に導入したホームケア制度でも、協力医が自宅療養

者の健康観察を行う体制を整えるなど、一貫して患者に寄り添う姿勢を示したのは評価

できる。 

ワクチン接種について長崎知事は「新型コロナの収束には、接種の促進が切り札にな

る」と考え、実施主体の市町村を様々な形で支援した。接種の重要性を積極的に情報発

信するとともに、県の大規模接種を推進した。クラスターの発生を機に、障害者施設職

員や寮生活を送る中高生の集中接種に取り組んだのは機動的な対応だった。２１年１２
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月時点の全県民に対する１、２回目接種率は７８.８％で全国１９位、２２年９月時点

の３回目接種率は６７.２％で全国２３位と、まずまず上位にランクされている。 

一連のコロナ対応では、県の努力に加え、医療機関や県医師会、ホテル・旅館など様々

な関係者の協力が大きかった。中でも山梨大学は、ドライブスルー方式のＰＣＲ検査、

医療強化型宿泊療養施設への医師の派遣や、宿泊療養者の健康情報を一元管理する「シ

ンゲンシステム」の開発、第６波でのファーストケア体制の構築、ワクチンの職域接種

における多数の学外者の受け入れなどで、重要な役割を果たした。 

一方で、長崎知事が掲げた「自宅療養をゼロにする」「自宅放置はしない」という方

針は、追求すべき理想的な措置であり、第１～４波まではうまく対応できた。しかし、

病床使用率が８２％、宿泊療養使用率が８８％に上った２１年８月の第５波では、療養

先が見つからない自宅待機者が最大１８３人も出てしまった。 

当時、他県では自宅療養中に死亡する事例があり、同様の事態を防ぎたいという知事

の意図は理解できるものの、例えば、「重症化リスクの低い若い人に限る」「医師の同意

を得る」などの条件付きで、自宅療養をもっと早く導入することは可能だっただろう。

結局、「ホームケア」という名称の自宅療養を導入したのは、第６波の２２年１月にな

ってからだ。コロナ禍の場合は、ウイルスの変異により感染状況が大きく変化するため、

当初の方針に固執せず、変化に応じた柔軟な対応が欠かせない。これが今回の教訓では

ないか。 

この関連では、多数の自宅待機者がいるという重要な情報や、早い段階から自宅療養

の検討を求めていた専門家会議の議論が、知事にきちんと届かなかったことも問題だ。 

大規模災害の発生時などを含め、都道府県の危機対応では、トップの迅速な判断と強

いリーダーシップが求められる。山梨県の場合も、グリーン・ゾーン認証制度や県感染

症対策センター（ＹＣＤＣ）の設置など、トップダウンによって実現した案件は少なく

ない。ただ、そうした判断をするには、重要な情報が適切に知事に届くことが前提にな

る。それを可能にする県庁内の情報伝達・共有の環境をきちんと整えることが大切だろ

う。 

 

第２章 提言 

１. ＹＣＤＣの機能強化を図れ 

２１年４月に発足した山梨県感染症対策センター（ＹＣＤＣ）は、「コロナ対策の司

令塔」と位置づけられながら、日々の業務に追われ、企画立案機能があまり発揮されて

いない。情報の分析と発信も今一つで、存在感を県民に示せていない。 

このため、企画立案・情報分析などを担当する感染症対策企画グループの人員を強化

し、①県のコロナ対応に関する数か月単位での検証と、検証結果の新たな施策への反映、

②将来の感染症発生時の行動計画策定や感染症の専門人材養成、③感染者情報管理シス

テム「ヤマビス」に続くデジタル活用策――などに主体的に取り組むべきだ。 
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「アフターコロナ」を見据えた、将来の大規模感染症に関する行動計画は、新型イン

フルエンザ対策の計画が役に立たなかった反省を踏まえ、より実践的な内容にすべきだ。

平時から有事に移行した際に取るべき活動をリスト化し、その計画に基づいて訓練し、

その訓練結果を基に計画を見直すというサイクルを確立することが重要だ。 

情報分析・発信では、感染者のデータ分析を深め、積極的に発信するため、疫学や統

計の専門家を臨時職員などとして招くのも一案だろう。県のコロナ対策のブレーン的存

在の専門家会議をもっと活用し、専門家の記者会見による発信を強化し、毎週の会議の

議事要旨を公開すべきだ。「グローバル・アドバイザリー・ボード」（ＧＡＢ）のメン

バー３人も、より目に見える形で活用してはどうか。 

 

２. 感染症対応で「広範な即戦力」の人材育成を 

 県内の感染症の専門人材の不足は深刻だ。県は２２年度から、感染症専門医や感染管

理認定看護師の養成にようやく取り組み始めたが、最短でも数年単位の時間を要する。

現在のような個人頼みではなく、組織としての新型コロナ対応を早期に可能にするには、

より多くの医師、看護師、介護職員など、より広範なエッセンシャルワーカーを対象に

コロナ対応の研修を集中的に重ね、即戦力の人材を養成することが急がれる。 

 感染の第６～７波では、高齢者・障害者施設のクラスターが相次ぎ、死亡者も少なく

ない。各施設の嘱託医は高齢者が多く、コロナ対応にも不慣れだ。ファイザー製の飲み

薬「パキロビッドパック」はオミクロン株の「ＢＡ.５」に有効とされるが、県内の使

用実績は少ない。こうした治療薬の使用方法を含めた研修を施設の嘱託医や医療スタッ

フに実施することが重要だ。 

 在宅看護・介護でも同様の問題がある。自宅で寝たきりの高齢者らが感染した際、在

宅療養を継続できないと、入院者が増え、医療逼迫につながりかねない。訪問看護師や

介護職員にもコロナの知識や感染症対応の研修を行うことが欠かせない。 

 

３. 県と市町村は「重層的な協力関係」を築け 

 都道府県と保健所設置市の連携が不十分なことは全国的な課題だ。山梨県と甲府市の

場合も、感染者情報管理システム「ヤマビス」導入を巡り、５か月以上も甲府市の参加

が遅れるなど、足並みが乱れた。２２年１１月に甲府市長が県総合対策本部の副本部長

に就任したのは、両者の関係改善の一歩だが、単に形式を整えるだけでなく、もっと様々

なレベルで重層的に連携し、コロナ関連施策や行動計画策定などで実質的に協議する機

会を増やさなければならない。県と甲府市の保健師や職員の人事交流も継続すべきだ。 

 県と一般市町村も、双方向の協力関係を構築したい。感染拡大期に、市町村が県の保

健所に保健師や職員を応援派遣したり、自宅療養者の安否確認や健康観察を担ったりす

る余地はある。県も、市町村のワクチン接種や、コロナ関連の保健師や職員の研修など
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を支援できるはずだ。新潟、富山、大分、群馬県などは、市町村と応援派遣協定を締結

した。山梨県も、県と市町村の双方に有益な協定を検討することが大切だ。 

 

４. 国と県は意思疎通と人事交流を緊密に 

 政府と山梨県の関係では、各省庁の通知・事務連絡や２１年８月のまん延防止等重点

措置の適用などを巡り、時に不協和音が生じた。効果的な新型コロナ対応には、厚生労

働、総務など各省と県が常に、意思疎通を緊密化し、連携を強める必要がある。 

各省庁の膨大なコロナ対応の通知・事務連絡は、内容が不明確だったり、山梨県の実

情に合わなかったりすることから、混乱を招くこともあった。県は、積極的に各省と連

絡を取り、協議を重ねることが重要だ。各省庁も、事務連絡を一方的に発出するだけで

なく、説明会の開催や電話連絡などで適切にフォローアップしてもらいたい。 

山梨県は現在、例えば総務省からの出向者として部長１人、課長２人を受け入れてい

るが、数年前まではいた厚労省からの出向者はゼロだ。こうした人材は政府と県の連携

の「潤滑油」となり得る。県は、厚労省からも部課長級職員を受け入れる一方、県職員

を中央省庁に送るなど、人事交流を拡大してはどうか。  

 

５. コロナ後遺症の診療・相談体制を拡充せよ 

 山梨大病院は２１年１１月、県内唯一の後遺症外来を開設したが、１週間に２～５人

程度しか新規の患者を診察できない状況が約１年間続いた。他の多くの都県は診療・相

談体制を整えており、山梨県は対応が遅れていた。２２年１０月の県の実態調査では、

回答者の３８％が後遺症の疑われる症状を訴えている。 

 ２２年１２月の時点では、県内の３１医療機関に後遺症外来が開設されたが、後遺症

については未知の部分が多く、症例ごとの治療法は確立されていない。県は、山梨大病

院や県立中央病院などと連携して患者情報や治療法に関する情報共有を進め、後遺症の

診察の質を高めるとともに、診察・相談体制をさらに拡充することが求められる。 

 

６. 初期救急医療の体質改善が急務だ 

 県内では２２年８月、「医療機関への受け入れ照会４回以上、かつ現場滞在３０分以

上」の救急搬送困難事案が１週間で最大６５件、４週間で２３７件発生した。最大の原

因は、軽症の救急患者を診察する初期救急体制の脆弱さだ。軽症患者までが２次救急病

院に搬送されて病床が埋まるため、救急患者の収容先が見つからない状況が生じる。２

４年度には医師の時間外労働を規制する「働き方改革」が始まり、状況は一段と厳しく

なる。 

 県や県医師会は、県内９地区の初期救急体制を統合・集約する案や、電話相談に応じ

る救急安心センター事業（♯７１１９）の導入などを検討している。初期救急の集約化

は全国的な流れだが、患者にとっては身近な医療が遠ざかる面もある。こうした実情を
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きちんと県民に知らせ、安易に救急車を呼ばないよう協力要請するとともに、オープン

な議論を通じて、より良い持続可能な救急体制を作る必要がある。 

 

７. 開業医の発熱外来開設を後押しせよ 

 県は２０年１１月、開業医らが発熱患者を診る「診療・検査医療機関」（発熱外来）

による新たな外来体制をスタートさせた。診療報酬の加算というメリットがあるが、発

熱外来を敬遠する開業医は少なくない。２２年１２月７日時点で、山梨県の全医療機関

に対する診察・検査機関の割合は４４％で、全国１７位だが、人口規模が近い鳥取、福

井、佐賀県（５９～４９％）などには及ばない。 

コロナの正体が不明だった第１波から、患者の急激な悪化があったデルタ株の第５波

までは、開業医にとってコロナ患者の診療は荷が重かったが、軽症・無症状の患者の多

いオミクロン株による第６～７波では、そのハードルは相当下がっている。県は、重点

医療機関の逼迫を防ぐ観点からも、県医師会や地域の医師会の協力を得ながら、発熱外

来のさらなる開設を後押しする必要がある。 

 

８. グリーン・ゾーン認証のブランド力維持を 

 全国に先駆けた「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」は、「安全・安心」「感染症

に強い」という山梨のブランドイメージの形成に貢献してきた。ただ、制度発足から２

年半近くが経過し、認証数はピーク時の６９４８施設（２２年１月２８日）から６６４

０施設（１１月４日）に減少している。県の抜き打ち検査でも、仕切り板の取り外しな

どの基準違反が見つかる例が後を絶たない。 

 ウィズコロナの対応が続く中、認証制度による山梨のブランド力を維持するには、感

染状況に応じて認証基準を機動的に見直しながらも、実効性のある感染対策を継続する

とともに、認証施設の優遇措置に工夫をこらし、認証施設数の減少を抑えることが求め

られる。 

 

９. 若年層のワクチン接種を促進しよう 

 ワクチン接種では、若年層対策が最大の課題となっている。２２年９月時点の３回目

接種率は、６０代が８６％、７０代が９１％とかなり高いのに対し、１２～１９歳が４

０％、２０代が５５％、３０代が５７％にとどまり、相当な年代間の格差がある。 

県は、山梨大の若者接種センターの設置、景品付きキャンペーンなどの若者対策を講

じてきたが、一定の効果にとどまっている。若者の感染者が圧倒的に多いことや、ワク

チン接種の有効性が高く、副反応は限定的であることなど、科学的根拠に基づく情報発

信を粘り強く続ける必要がある。 

５～１１歳の小児接種も、努力義務化を踏まえ、小学校での保護者説明会の開催や、

小児科医のいない小規模市町村の広域接種などを通じて、市町村を後押ししたい。 
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１０. コロナ対策の県民対話集会などの開催を 

 ウィズコロナ時代の生き方や感染拡大防止策、経済対策、ワクチン接種といったテー

マについて、県幹部や、医療やリスク学の専門家、各界代表と県民が語り合う対話集会

や勉強会などを開催し、リスクコミュニケーションの観点から行政と県民の相互理解を

広げたい。 

 県民などの行動制限の緩和を踏まえ、会場の感染対策を徹底しつつ、インターネット

中継を通じて参加者を広げる。科学的根拠に基づいて行動する重要性などを確認すると

ともに、コロナやワクチンに関する知識を勉強する機会とすることが大切だ。 
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有識者委員会委員のコメント 
 

危機対応の示唆に富む記録文書 

 
山梨県の新型コロナ対応の検証・記録業務に関する有識者委員会委員長 

                          日本郵政社長 増田寛也 
 
 新しい感染症のパンデミックという危機に、どのように対処するか。繰り返し押し寄

せる新型コロナへの対応は、日本にとって現下の最重要課題の１つです。知事のリーダ

ーシップのもとで進められた山梨県の新型コロナ対応を検証することは、誠に時宜を得

たものであり、今後の行政の対応を改善することに直結する取り組みです。 

 この報告書は、山梨県における新型コロナの第１波以降の事実経緯や現場関係者のや

りとりなどを詳細に調査し、各界の動きをドキュメンタリーとして整理するとともに、

有識者委員会において１２か月にわたる精力的な議論を重ねたことを踏まえ、今後に向

けた１０項目の提言を盛り込む形でとりまとめられたものです。 

 危機への対応は、行政トップが明確な方針を示すことが大事であると同時に、不都合

が生じた場合にはどれだけスムーズに方向転換できるかが極めて重要となります。また、

国と地方、あるいは県と市の枠組み・関係において、両者の連携・運用がうまくいかな

かった点などがあれば、制度面を含む、改善が欠かせません。加えて、医療提供体制が

逼迫する事態の中で、医療関係者などの属人的な努力によって救われた面があることへ

の配慮も忘れてはなりません。 

これまでの山梨県の新型コロナ対応は、こうした論点について数多くの示唆に富むも

のであり、この報告書は、第三者の専門的な知見・経験に基づく山梨県の対応の検証を

通じて、貴重な記録文書になったと考えています。 
今回の報告書を踏まえ、山梨県をはじめ、国や他の自治体の新型コロナ対応の改善な

どが進められるとともに、今後の新型ウイルス感染症対策や危機管理への対応に幅広く

活用されることを願ってやみません。 
 最後に、報告書のとりまとめに際しご協力いただいた多くの関係者の皆様に、心より

感謝申し上げます。 
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歴史的なパンデミックを伝え継ぐ文献資料 

東北医科薬科大学特任教授 賀来 満夫 

中国・武漢で原因不明の肺炎として報告された新型コロナウイルス感染症は世界中に

感染が拡大しました。世界で６億人超が感染し、１９１８年発生のスペイン風邪に匹敵

する１００年に１度の感染症、メガクライシス（巨大な危機）となっています。 

我が国においても、政府やすべての都道府県が危機管理対応に追われる中、山梨県は

早期から「感染拡大防止と社会経済活動の両立」を目標とし、様々な施策を講じてきま

した。グリーン・ゾーン認証制度の創設や、入院調整専門家会議、県感染症対策センタ

ー（ＹＣＤＣ）の設置、知事のリーダーシップによる積極的な情報発信などです。感染

症の専門家が少なく、限られた施設環境の中で、全国のモデルとなるような感染症対応

を実践してきたことは大いに評価されます。 

本報告書は、山梨県の新型コロナ対応について、丹念な情報収集に基づいて検証し、

感染拡大防止策、医療提供体制、経済対策などの項目ごとに県の対応を正確かつ克明に

記載しています。最後には、総合的な評価とともに、将来にわたって重要な 10 項目の

提言もしています。新型コロナの収束が見えない中、自治体だけでなく、我が国におけ

る新型コロナや新興ウイルス感染症の対応を考える上で極めて有用であり、人類史上に

残る歴史的なパンデミックの様相を後世に伝え継ぐ貴重な文献資料となるでしょう。 

 

コロナ危機対応の全体像を解明する上で貴重な記録 

政策研究大学院大学教授 竹中 治堅 

 本報告書は、コロナ危機への山梨県の対応を検証した貴重な記録です。コロナ危機に

は、主に政府、都道府県、保健所設置市・特別区の３者が公的な行動主体として対応し

ました（ワクチン接種については市町村も関与）。この３者の権限は複雑なうえ、曖昧

であり、危機対応では３者間の連携が重要な課題となりました。 

 コロナ危機対応の政府の権限は実は乏しく、都道府県などが必要な権限をほとんど持

つ中で、安倍・菅・岸田の３政権は、３つの方法で自治体への影響力を最大限拡大しよ

うとしました。第１は、①政府に明確に与えられた法的権限の活用、②関連法の拡大解

釈、③関連法改正———による、自治体への影響力行使への法的根拠の付与。第２は、パ

ンデミック対処を目的として正式に設計されていなくても、首相が統制力を発揮できる

機関の動員。第３は、自治体への財政的インセンティブの活用です。 

 公的セクターのコロナ対応を解明する試みの多くが政府に焦点を当てる中、本報告書

は政府と並ぶ重要な行動主体である都道府県の対応を検証しています。検査、診療体制

構築、ワクチン接種などの課題における政府と山梨県の関係を明らかにするとともに、

保健所を設置する甲府市と山梨県の関係、発熱外来や救急医療体制の課題も浮かび上が

らせており、今後のパンデミック対応に備える上で貴重な知見を与えてくれています。 
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グリーン・ゾーン認証制度に様々な工夫 

中央大学教授 瀧澤弘和 
この調査は、コロナ禍が急速に展開していく最中に行われたことに最大の特徴があり

ます。その結果、この報告書には、事態の対応に追われる人々の生の声が数多く記録さ

れました。事態の不確実な進行の中での政策当局者の対応や人々の動きの記録は、今後

の危機に対処する上で大きな価値を持ち続けるに違いないでしょう。 
私の専門は制度論であり、人々の行動が一定の秩序を形成していく様態を研究するこ

とです。今回のコロナ危機に対し、人々がどのような対策を考え、実施に移したのかは、

まさに研究対象として最適でした。 
特に、山梨県が感染症予防と経済との両立を目指して独自に構想したグリーン・ゾー

ン認証制度が立ち上がり、維持されてきた過程の全体像を知ることができたのは貴重な

体験でした。県は、制度の確立へ様々な誘因策に工夫を凝らし、短期間で多くの飲食店・

宿泊施設の参加に成功しました。ウイルスの変異に応じて制度の意義も若干変化する中、

制度の実効性を保持するため様々な仕掛けを施しました。 
本調査を企画した山梨県、コロナ禍で困難な調査を展開して報告書を完成させた読売

調査研究機構の方々に対して敬意を表するとともに、この企画の中で議論に参加させて

いただけたことに謝意を表したいと思います。 
 

県と基礎自治体の連携の重要性 

豊前医化株式会社社長 豊前貴子 

山梨県の多岐に渡るコロナ対策の中でも、グリーン・ゾーン認証制度は、感染拡大を

防止しつつ、経済を回す施策として有効であり、全国に先駆けた取り組みとなりました。

この制度で安心して県内の飲食店に行く気持ちになった一般県民は少なくなかったの

ではないか、と思います。  

 ワクチン接種については、接種の効果の「見える化」ができないだろうか。接種によ

って感染率や重症化率、死亡率にどんな変化があるか、などの情報を県民に公開すれば、

ワクチンに対する県民のイメージが変わってくるかもしれません。  

 県のコロナ対応を客観的に検証することは、非常に重要です。コロナの感染拡大でイ

ンタビューや調査がままならない時期も多かったでしょうが、３５０ページ以上に及ぶ

今回の報告書が、様々な視点からまとめ上げられていることは評価したいと思います。  

 今回のコロナ対応の教訓としては、県と基礎自治体、あるいは基礎自治体同士や、医

療機関・社会福祉施設などとの連携関係を構築する重要性が挙げられます。また、「な

ぜそうした連携が必要なのか」という理由や背景などを明確にするためには、日頃から

県と基礎自治体、各組織及び県民との間で、充実したリスクコミュニケーションを行う

ことも大切になると考えます。  
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県民意識調査の結果概要 
 

読売調査研究機構は２０２２年１月、山梨県の新型コロナウイルス対応に関する県民

約１０００人の意識調査を実施した。 
電話アンケートによって、①感染拡大防止策、②医療提供体制、③ワクチン接種、④

経済対策、⑤グリーン・ゾーン認証制度、⑥情報発信――の６項目について、「大いに

評価する」「多少は評価する」「あまり評価しない」「全く評価しない」「わからない・答

えない」の 5 段階で評価を尋ねた。 
その結果、「大いに評価する」と「多少は評価する」を合計した前向きな評価は、感

染拡大防止策（７８％）、グリーン・ゾーン認証制度（７８％）、医療提供体制（７６％）、

ワクチン接種（７６％）の４項目で７割を超えた。一方で、情報発信は６２％、経済対

策は５６％にとどまり、過半数ながら、相対的に評価が低かった。 
回答者の年代別でみると、ほぼ全ての項目で、６０歳以上、４０～５０代、１０～３

０代の順に肯定的な評価が多く、年齢層が高いほど評価も高い傾向がみられた。１０～

３０代の経済対策の前向きな評価は４０％にとどまった。 
また、すべての項目について、女性の評価が男性より５～９ポイント高かったのは大

きな特徴といえる。 
県内を６地域に分けた居住地別でみると、「甲府市を除く峡中地域」の肯定的な評価

が６項目中４項目で最多となり、全体的に評価が高かった。逆に、辛い評価となったの

が峡南地域で、前向きな評価が４項目で最も低かった。 
 
【感染拡大防止策】 

 前向きな評価が７８％で、６項目の中

で最も高かった。「あまり評価しない」と

「全く評価しない」を合計した否定的な

評価は１７％にとどまった。 
年代別にみると、肯定的な評価は６０

歳以上が８０％と最多で、４０～５０代

が７５％、１０～３０代が６８％。男女

別では、前向きな評価は男性が７４％に

対して、女性が８０％だった。居住地別

にみると、肯定的な評価は、甲府市を除く峡中地域が８３％、峡東地域が８２％と２地

域で 8 割を超えた。以下は富士・東部地域が７７％、峡北地域が７６％、甲府市が７

５％と続き、峡南地域は６８％で最も低かった。 
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【医療提供体制】 
 前向きな評価は７６％に対し、否定的な

評価は１６％だった。 
年代別にみると、肯定的な評価は、６０

歳以上が７７％、４０～５０代が７５％、

１０～３０代は６８％。男女別では、前向

きな評価は男性７１％、女性８０％と、男

女差が９ポイントと最大だった。 
居住地別にみると、肯定的な評価は、峡

東、峡北の両地域が各８４％で最も高く、

甲府市を除く峡中地域も８２％と８割を超えた。それ以外では、富士・東部地域が７２％、

甲府市が７１％で、峡南地域が６６％と最も低かった。 
 
【ワクチン接種】 

 前向きな評価は７６％、否定的な評価は

２１％だった。 
年代別にみると、肯定的な評価は６０歳

以上が７６％、１０～３０代、４０～５０

代が各７５％で、６項目の中で唯一、年齢

層による評価がほぼ横並びとなった。１０

～３０代の評価が微差で４０～５０代の評

価を上回ったのも、この項目だけだ。男女

別では、前向きな評価は男性７１％、女性

７９％だった。 
居住地別では、肯定的な評価は、甲府市を除く峡中地域が８２％と最も多かった。次

いで、甲府市、峡東地域が各７４％、富士・東部、峡南地域が各７３％、峡北地域が７

２％で、６項目の中で唯一、全地域で７割を超えた。 
 
【経済対策】 

前向きな評価は５６％、否定的な評価は３２％で、６項目の中で最も評価が低かった。

年代別でみると、肯定的な評価は、６０歳以上が５８％、４０～５０代が５６％だった

のに対し、１０～３０代は４０％と、大きく差が開いた。男女別では、男性が５３％、

女性は５８％だった。 
 居住地別にみると、前向きな評価は、甲府市を除く峡中地域が６５％、富士・東部地

域が６０％と６割を超えた。以下は、峡東地域が５６％、峡北地域が５２％、甲府市が



- 326 - 
 

５１％と続き、最も低い峡南地域は、４９％

でわずかに半数を切った。 
職業別でみると、肯定的な評価は、農林漁

業が６７％、専業主婦が６３％と６割を超

えた。以下は、学生５７％、会社員・公務員・

団体職員５５％、無職５４％、自営業・自由

業と契約社員・派遣社員・アルバイトが各５

３％の順となった。 
 
【やまなしグリーン・ゾーン認証制度】 

 やまなしグリーン・ゾーン認証制度につ

いて「知っている」との回答は９０％、「知

らない」は１０％で、県民の９割に浸透し

ていた。年代別では４０～５０代が９２％、

６０歳以上が９０％だったのに対し、１０

～３０代が８５％と、若い世代の認知度が

やや低かった。 
認証制度の評価については、前向きな評

価が７８％、否定的な評価は２０％だった。 
年代別でみると、肯定的な評価は６０歳以上、４０～５０代が各７８％だったのに対

し、１０～３０歳代が６９％と低かった。男女別では、男性の７３％、女性の８１％が

前向きに評価した。 
居住地別にみると、前向きな評価は甲府市を除く峡中地域が８２％と最も多く、以下

は甲府市７９％、富士・東部地域７８％。峡東地域７６％、峡北地域７４％、峡南地域

７０％の順で続いた。 
 
【情報発信】 

前向きな評価は６２％、否定的な評価は

３４％で、経済対策に次いで肯定的な評価

が少なかった。特に、否定的な評価は経済

対策よりも多く、６項目の中で最多だった。 
年代別にみると、肯定的な評価は６０歳

代以上が６３％、４０～５０代が６０％、

１０～３０代が５７％だった。男女別では、

前向きな評価は男性５８％、女性６５％だ

った。 
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居住地別にみると、前向きな評価は峡東地域が６６％で最も多かった。次いで甲府市

を除く峡中地域が６４％、甲府市と峡南地域が各６２％、富士・東部地域が６１％の順

で、最も低いのは峡北地域の５３％だった。 
 情報発信を前向きに評価した人について、他の項目の前向きな評価を調べると、感染

拡大防止策は８９％、医療提供体制は８７％、ワクチン接種は８８％、経済対策は７２％

と、いずれも平均より１０ポイント以上高かった。 
 
【アンケート実施概要】 

２０２２年１月２２～２３日に山梨県内の有権者を対象に、コンピューターで無作為

に抽出した電話番号にかける RDD（ランダム・デジット・ダイヤリング）方式を用い、

自動音声による質問に対して１００１人から回答を得た。％は小数点第１位を四捨五入

したため、合計が一致しない場合もある。 
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市町村長アンケートの結果概要 

 

県の新型コロナ感染症への対応をどう評価するかについて、読売調査研究機構は２０

２２年１～３月、県内２７市町村の首長にアンケートを実施し、全員から回答を得た。

コロナ対策全般と、感染拡大防止策など６項目のテーマ別に、「大いに評価する」「多少

は評価する」「あまり評価しない」「全く評価しない」「わからない」の５段階で評価し

てもらったところ、全項目で「大いに評価」「多少は評価」が圧倒的な多数を占めた。 

中でも、特に評価が高かったのは「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」で、２７市

町村長の７割の１９人が「大いに評価」と回答した。感染拡大防止策、医療提供体制も

「大いに評価」が過半数だった。経済対策と情報発信については「大いに評価」と「多

少は評価」がともに１３人で、同数だった。 

一方、評価がやや辛かったのはワクチン接種への対応で、項目別では最多の５人が「あ

まり評価しない」と答えた。全項目で「大いに評価」と答えたのは７人、逆に「大いに

評価」の回答がなかったのは４人だった。全ての質問において、「全く評価しない」と

いう回答はなかった。 

  

【対策全般】 

 県の対策全般については、「大いに評価」が１５人、「多少は評価」が１１人で、「評

価するのは不適当」と回答した１人を除く２６人が肯定的に評価した。７市長と８町村

長が「大いに評価」、５市長と６町村長が「多少は評価」だった。 

 

【感染拡大防止策】 

 「大いに評価」は１６人、「多少は評価」は１０人だった。「あまり評価しない」と答

えた１人は、２２年１月の第６波から保健所の負担軽減策として濃厚接触者の特定作業

や検査を事業所や学校に委ねたことについて、「判断基準があいまい。同一グループ内
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の人間に判断を委ねて大丈夫か。精度が不安」と指摘した。 

半数以上の市町村長が評価した施策は、業界団体の作成した感染防止対策の指針に沿

った基準を満たした飲食店などを県が認証するグリーン・ゾーン認証制度だ。通勤・通

学者へのＰＣＲ検査費用助成や、高齢者施設でのＰＣＲ検査の実施など、検査体制の充

実を評価する自治体も複数あった。 

一方、評価できない施策としては、第６波で始めた県民の無料検査での抗原検査キッ

ト不足や、学校や幼稚園で感染者のクラス全員にＰＣＲ検査を行う「新山梨方式」（２

２年２～３月）などが挙げられた。新山梨方式について、ある首長は「濃厚接触者の追

跡を教育関係者が担うのは専門外で負担も大きい。子どもの学習時間をどう確保するか

も課題」と指摘した。別の首長は「保健所が多忙で積極的疫学調査が困難になった際は、

市町村と情報共有して協力体制を検討する必要がある」との提言もあった。 

 

【医療提供体制】 

「大いに評価」が１７人に上り、項目別では２番目に多かった。「多少は評価」は８

人、「あまり評価しない」「わからない」が各１人だった。「わからない」とした理由は、

「評価するだけの情報がないため」としている。 

評価できる施策として多くの首長が挙げたのは、２２年１月下旬から導入した「ホー

ムケア」で、「一般医療への影響を極力少なくした」「感染者が安心して自宅療養できる」

などが理由だ。早い段階から宿泊療養施設としてホテルの客室を借り上げたことについ

ても、「十分に確保したことで医療の逼迫を防げた」「病床使用率の軽減につながった」

と、前向きな評価が多かった。「市町村ができない病床確保で県が役割を果たしている」

との意見もあり、医療提供体制に対する不満はほとんどなかった。 

ただ、ホームケアに関しては、「運用がよくわからない」「自治体向けに事前説明がな

く、即事対応できなかった」との指摘もあった。ホームケア利用者に３万円を給付する

ホームエイド給付金（２２年７月に終了）については「評価できる」と「不要」との意

見があり、評価が分かれた。コロナの影響で救急搬送が逼迫しているとして、タブレッ

トを使った救急医療情報サービス「Ｓｍａｒｔ１１９」の県内全域への導入を求める提

案もあった。このサービスは既に千葉市が導入し、山梨県も２１年度に実証実験を行っ

た。 

 

【経済対策】 

「大いに評価」「多少は評価」が各１３人で、「あまり評価しない」は１人だった。全

体としては、グリーン・ゾーン認証施設を対象にした設備改修や機器購入などの補助事

業への評価が高かった。認証を受けた飲食店や宿泊施設で利用できる「プレミアム食事

券」や「宿泊割引事業」なども複数の首長が評価した。 

２１年８～９月に山梨県に初めて適用された「まん延防止等重点措置」に伴う飲食店
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などへの休業要請の協力金をめぐっては、重点措置区域外の９町村の一部の首長から

「協力金の対象とならない事業所があり、不公平感を生んだ」との声が寄せられた。重

点措置が適用された１８市町村の首長からも、「協力金の申請手続きが煩雑。制度を知

らず、未申請の業者もあった」「売り上げがほとんどない店舗に対する協力金の交付額

が多すぎる。振り込みに時間がかかる」などの不満が示された。 

２２年の第６波では、３６都道府県がまん延防止等重点措置を適用したが、山梨県は

最後まで適用を求めなかった。この県の判断に対し、２人が「適用してもよかった。特

に飲食店から適用による協力金支給の要望が高かった」「近隣都県との整合性に欠ける」

として評価しないと答えた。評価するとした１人からも「飲食店の経営者に対しては実

情に見合った助成を検討してほしかった」との要望があった。 

 

【グリーン・ゾーン認証制度】 

「大いに評価」は１９人、「多少は評価」は８人と、項目別では最も評価が高く、「あ

まり評価しない」は唯一ゼロだった。 

認証制度や関連の支援事業に関しては、「全国に先駆ける先進的な取り組み」「飲食店

でのクラスター防止につながった」「他県に比べて飲食業への打撃を最小限にできた」

「利用者の安心、信頼、経済再生につながった」などと、感染拡大防止と経済対策の両

面で好評だった。また、「認証店がコロナ対策に前向きに取り組むきっかけになった」

「認証までの過程、取り組みが支援金・補助金とリンクして進み、物理的な感染防止対

策と意識としての感染防止対策の醸成が図られた」などと評価する首長もいた。 

一方で、一部の市町村長からは「感染者の減少・抑制との因果関係が不明確」との指

摘や、「認証店の安全性を今以上にアピールし、強力な消費喚起施策を講じなければ飲

食店・宿泊施設の経営改善は難しい」という注文もあった。 

 

【ワクチン接種】 

市町村が実施主体となったこともあり、「大いに評価」が１２人、「多少は評価」も１

０人に上ったものの、「あまり評価しない」が５人と最も多く、ほかの項目に比べて辛

口な評価となった。 

県がワクチン班を設置して市町村を支援したことや、大規模接種会場を開設して接種

を後押ししたことを評価する声が多かった。大規模接種に対しては、「県民の利便性を

考慮した会場」「教員優先枠を設けたことで学校でのクラスターを抑止できた」との肯

定的な評価の一方で、「開設場所に偏りがある」「開設時期が遅い」「接種日の公表が急

すぎて対応できない」などの批判もあった。 

アンケート時に進行中だった３回目接種に関しては、「（モデルナより希望者が多い）

ファイザー製ワクチンの配分が希望通りにもらえなかった」「ファイザー製は県で使わ

ず市町村に回すべきだった」「急な前倒し接種を要請されても対応できない」などの不
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満が出た。担当職員が不足する小規模の自治体の首長からは「周辺自治体と連携して接

種できるようにしてほしい」という注文もあった。 

 

【情報発信】 

「大いに評価」「多少は評価」がともに１３人だった。「大いに評価」はワクチン接種

に次ぎ、経済対策と並んで少なかった。「あまり評価しない」とした１人は、「提供され

る情報量があまりに少なく、住民への対応に苦慮している」と訴えた。 

全体としては、県のホームページ（ＨＰ）やＳＮＳ、テレビＣＭや新聞広告、チラシ

など多様なメディアを使ってタイムリーな情報発信ができているとの評価が大半だっ

た。特に病床使用率をグラフ化したＨＰやＬＩＮＥの「医療危機メーター」は、「医療

の逼迫状況がひと目でわかる」と評価が高かった。知事による記者会見はおおむね好評

で、「コロナ対応に正対している姿勢が伝わってくる」との感想もあった。 

評価しない点としては、「ニュースを見て初めて知る施策が多い」「自治体への説明よ

り報道発表が先行し、住民からの問い合わせに対応できない」「知事が報道発表する情

報が保健所に行き渡っていない」などがあった。県のＨＰについては「同じような形式

のため徐々に新鮮味が薄れ、必要で大切な情報がなかなか発見できない。ＰＲを形骸化

させないための工夫や配慮を」と改良を求める意見が出た。 

 

【国・県への要望】 

国への要望では、国が県や市町村に交付する地方創生臨時交付金の継続や、ワクチン

に関する情報伝達の迅速化を求める声が多かった。臨時交付金については「財政力によ

って交付額に大きな差があるが、金額が公表されないため住民に理解されにくい」「配

分方法がわかりにくい」「定義があいまいで縛りも多く、混乱する」などの不満が複数

あった。ワクチン接種に関しては「負担金、補助金の仕組みが複雑すぎる」「職員の負

担が大きすぎる」「接種計画が変更される度に事務が増え、忙殺される」などと改善を

求める注文も目立った。 

県に対しては、「救急対応に追われる勤務医の時間外労働が増えている。県主導によ

る圏域を超えた救急医療体制の構築を急ぐべき」との要望があった。国と県との関係に

ついて、「役割分担（責任）が見えにくい。国が統一して施策を下ろすのではなく、県

主体で柔軟に動ける体制作りが必要ではないか」との指摘もあった。 

 

【アンケート実施概要】 

実施時期・方法：２０２２年１～３月。質問は郵送、回答は電子メールと直接回収 

送付数：２７市町村長 

回答数（回答率）：２７市町村長（１００％） 
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病院・医療団体アンケートの結果概要 

 

 新型コロナの医療・感染対策に関連した県の対応をどう評価するかについて、読売調

査研究機構は２０２２年２月から６月にかけて、県内の全６０病院（２０病床以上の医

療機関）と、県医師会、県看護協会など１７団体を対象にアンケート調査を実施した。

病院の回答率は４１.７％、団体の回答率は５２.９％だった。 

病院には、「大いに評価する」「多少は評価する」「あまり評価しない」「全く評価しな

い」「わからない」の５段階の評価を依頼した。「医療提供体制に関わる施策・対応」に

ついては、「大いに評価」と「多少は評価」を合計した前向きな評価が７２％に上った。

「感染拡大防止策」については、６８％が肯定的に評価した。 

団体には５段階評価を求めず、県の対応への評価を自由に記入してもらったところ、

病床確保策や「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」、クラスター対策などへの評価が

高かった。 

 

（１）病院へのアンケート結果 

【医療提供体制】 

 ５段階評価では、「大いに評価する」が

２８％、「多少は評価する」が４４％で、

総じて高い評価を得た。 

評価できる対応としては、「早期にＤＭ

ＡＴ（災害派遣医療チーム）への協力を求

めて入院調整したことは評価できる」

「（コロナ患者を受け入れる）重点医療機

関の会議を通して、重点医療機関と県で

情報交換ができるシステムができた」「重

点医療機関の指定などにより、病床や宿泊療養施設の確保が早期にできた。陽性者数を

ある程度抑えることができたと思われる」などが挙げられており、コロナ禍の初期の対

応を評価する意見が多かった。 

そのほか、「感染状況に応じたフェーズを迅速に決定することで、病床や宿泊療養施

設が的確に確保でき、病床の逼迫が防げたのではないか」「一般診療の継続に対しても

大きな問題が起きていない」「どの施策・対応もいつもスピーディーで、説明も丁寧な

ので安心できる」などの意見があった。 

 一方、評価できない点としては、「第５波では重点医療機関の負担が大きいと感じた」

「第５波の時は医療機関や宿泊療養施設の確保が追いつかず、事実上の自宅待機者を出

してしまった。その時の対応の切り替えが遅かったと思う。もっと広く医療関係者に応

援体制を呼びかける必要があったと思う」などと、病床や宿泊療養が逼迫した２１年夏
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からの第５波での対応を批判する意見があった。 

 さらに、「重点医療機関に感染者の入院対応以外の要請が多く、重点医療機関以外の

協力要請や業務分散が見られない」「コロナ患者を受け入れていない病院や診療所の医

師に協力を仰ぐべきだ」などと、医療機関の対応の差を指摘し、改善を求める声があっ

た。「国中地域と郡内地域の医療提供体制に格差を感じた。これまでの県の郡内地域に

対する医療体制確保のための投資または支援が低かったことに原因がある。今後は地域

間格差是正のための仕組みづくりや財源投資を強く望む」と医療体制自体の地域間格差

を問題視する意見もあった。 

そのほか、「当院は民間病院であり、一般業務を減らすことなく、発熱外来、ＰＣＲ、

ワクチン接種と業務を拡大し、全職員で取り組んだ。しかし、マンパワー不足は否めな

かった。県内からの施設応援体制を組むなど、協力の仕組みを作ってほしい」「公立病

院のさらなる活用や野戦病院的な施設の開設などにより、医療提供体制の充実を望む」

といった県への切実な要望もあった。 

 

【感染拡大防止策】 

 ５段階評価では、肯定的な評価が計 

６８％あったが、このうち「大いに評価

する」は１６％にとどまり、「医療提供体

制」の２８％より少なかった。 

評価できる対応としては、「やまなし

グリーン・ゾーン認証制度」を挙げる意

見が多かった。「認証制度が機能した」

「認証制度、行動制限の呼びかけ、飲食

店などへの営業時間短縮、休業要請など、

他県と比較しても積極的な感染防止策を打ち出したと思われる」などと高く評価した。 

そのほか、「高齢者施設などでのクラスター発生時には、感染対策の専門家が訪問診

療を行い、比較的速やかな対応を行っていたと思う」「行政として全国に先んじて諸々

の政策を状況に即して実施した」などの前向きな評価があった。「抗原検査費用の無料

化は、病院の混雑防止や感染時のスムーズな対応に結びつき、個人の費用負担の軽減に

つながる対応のため評価できる」「山梨県感染症対策センター（ＹＣＤＣ）、行政ＰＣＲ

検査、感染者の入院調整、クラスター対策について開始当初は問題もあったと思われる

が、スムーズに対応できる体制が県内に整備されたと評価できる」という意見も出た。 

 一方、評価できない対応としては、検査に関して「ＰＣＲ検査体制は不十分だったと

思う」「市販の抗原検査キットに関して偽陰性や偽陽性の可能性などの情報をきちんと

発信すべきだ」といった指摘が目立った。さらに、「ワクチン接種などの対応で、基本、

県と市町村との間では情報共有不足があった」「保健所が逼迫する前に、定年退職した
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看護師や保健師らを積極的に活用した方が、保健所職員の負担が大変にならなかったの

ではないか」「感染拡大初期（２０２０年２月頃）の旅行者受け入れ促進は評価できな

い」などの意見があった。 

やまなしグリーン・ゾーン認証制度については、一部で「効果が実感できない」「オ

ミクロン株出現の後、やまなしグリーン・ゾーン認証制度の感染対策をもっと強化すべ

きだった」などの否定的な評価もあった。 

 

（２）団体へのアンケート結果 

【医療提供体制】 

評価できる点としては、「病床や宿泊療養施設の確保は大きく評価されるべきだ」「想

定外の感染拡大で自宅療養が早急に必要となったが、短時間に体制整備された県を大い

に評価する」「ホームケアのシステムを早期に確立し、しっかり機能した」などの肯定

的な意見が目立った。「県内の感染者発生状況は地域間で極端な差があったが、峡南地

域では医師・看護師の連携が良好なことを理解して、地域に任せてくれたことは良かっ

た」と、地域の自主性を尊重したことへの評価もあった。 

一方で、評価できない点については、「感染者に診断がつき、症状が軽微で自宅療養

となった場合、担当医師の決定が遅く、２、３日間、何の連絡や対処もない患者が生じ

て、患者は不安が募ったと思う」「『自宅療養者は出さない』から『ホームケアへの移行』

の急な方針転換で医療現場は混乱した。体制構築には時間が必要となるので、県は関係

者と綿密な連携を」と、感染者が急増した第５、６波の対応への批判があった。 

そのほか、「個人情報保護を理由に感染者の発生情報が地域で共有されておらず、感

染者の濃厚接触者を動線分離できずに診察したケースがあった」などと感染者情報の共

有に不満を持つケースがあった。 

 

【感染拡大防止対策】 

評価できる点については、やまなしグリーン・ゾーン認証制度に関して「飲食店にお

けるハード面での感染対策とともに、県民の感染予防意識の高揚にも大きな効果があっ

たと思われる」「コロナ禍で、守りと攻めを同時に進行するやまなしグリーン・ゾーン

認証の実行は評価できる。現場に県の職員が出張して指導するなどして、コロナの変異

に対してスピード感を持って対応できた」などの意見が多かった。「クラスター対応は

専門家の先生方の行動力もサポートとなり、素早く的確に行われた」との評価もあった。 

一方、評価できない点として、やまなしグリーン・ゾーン認証制度について「オミク

ロン株による感染拡大では、感染拡大予防にはなっていないように感じる」「認証店に、

隣県の住民が押し寄せたりするケースもあり、県外者の流入を生んで、感染が波及した

可能性も否定できない」との指摘があった。 

「苦肉の策として職場や薬局などで行う検査と、医療機関で行う検査の精度を同一視
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するのは危険だ」として、県民への正確な情報発信を求める意見や、ＹＣＤＣについて

「発信力が小さく、存在感が薄れていた」などの批判もあった。 

 

（３）その他の意見（国や市町村への要望も含む） 

 多くの病院・団体から、感染症の知識を持つ医師や看護師の育成を求める声が多く寄

せられた。具体的には、「感染症の専門スタッフ（医師・看護師・行政）を養成すべき

だ」「（県の専門家会議のメンバーの）三河先生と井上先生に頼りすぎだ。もっと感染症

に詳しい人材の育成を」「平時より各医療機関に感染症の専門看護師のみならず、感染

症に対する専門知識を持った医師の配置を義務づけ、そのための医師の再教育に対する

支援の強化が必要」などの意見・注文があった。 

さらに、将来の新たな感染症の襲来に備えるため、「感染症予備病院を事前に選定し、

速やかな対策を実行できる体制が必要だと感じた。公的病院の１００％、民間病院の３

０～４０％の関与を目指すべきだ」「県は個人用防護具（ＰＰＥ）の備蓄をしてほしい。

また、在住外国人の対応をしっかりやってほしい」という提案・要望があった。 

医療機関への支援に関しては、「国は包括支援交付金などコロナ対策に手厚い支援を

早い段階で打ち出し、コロナに対応する病院への財政支援にいち早く乗り出したことは

評価できる。ただし、支援がハード対策に傾倒しすぎており、人材確保などソフト面に

対する支援がもっとあった方がよい」「空床補償など、予算の配分が適正であったかど

うかを検証する機会をつくってほしい」「民間病院は厳しい経営を強いられているので、

運営の支援をお願いしたい」といった意見も目立った。 

このほか、「国からの決定や情報はニュースで知ることが多く、施設に届くのが遅い

と感じた。『国→県→保健所』や『国→医療機関などの各施設』でもよいので、きちん

と情報を伝えてほしい」と迅速な情報伝達を求める意見や、保育園・幼稚園や学校、各

種施設などで「年代にあった感染対策や教育を適切に行ってほしい」との意見が寄せら

れた。 

 

【アンケート実施概要】 

実施時期・方法：２０２２年２月４日～６月３０日。質問は郵送方式で、回答は電子メ

ールか郵送で 

送付数：県内の６０病院と、県医師会や地区医師会、県歯科医師会、県看護協会、県薬

剤師会など１７団体の計７７病院・団体 

回答数（回答率）：２５病院（回答率４１.７％）、９団体（回答率５２.９％） 
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企業・経済団体アンケートの結果概要 

 

読売調査研究機構は２０２２年２～３月、新型コロナに関連する県の経済対策につい

て、県内の企業・経済団体にアンケート調査を実施し、計５９社・団体から回答を得た。 

企業には、「大いに評価する」「多少は評価する」「あまり評価しない」「全く評価しな

い」「わからない」の評価を依頼した。経済対策全般について「大いに評価」と「多少

は評価」を合わせた前向きな評価は８９％に上った。特に、一定基準を満たす感染症対

策によって安心して利用できる飲食店や宿泊施設などを県が認証する「やまなしグリー

ン・ゾーン認証制度」は、肯定的な評価が９３％を占め、最も評価が高かった。 

コロナ禍の企業の行動変容に関する自由回答では、テレワークが進んだことや、時差

通勤や交代制勤務などで感染防止と事業継続の両立に取り組んだことが分かった。 

経済団体には、５段階評価を求めず、県の対応への評価を自由に記入してもらった。

グリーン・ゾーン認証制度のほか、県民の県内旅行料金を割り引く県民限定宿泊割引や

営業時間短縮などの要請に応じた事業者への「協力金」などへの評価が目立った。 

 

【経済対策全般】 

県の経済対策全般では、「大いに評価す

る」が５９％、「多少は評価する」が３０％

だった。 

 自由回答では、評価できる点として、グ

リーン・ゾーンの認証基準を満たすため

の感染対策機器の購入を県が助成する

「機器購入等支援金」や、認証施設で割安

に食事ができる「プレミアム付き食事券」、

キャッシュレス決済でポイントが付く制

度など、グリーン・ゾーン関連の施策を挙げる回答が目立った。こうした施策について

は、「グリーン・ゾーン認証を促し、飲食店の支援にもなる」「機器購入等支援金は申請

事務もシンプルで、多くの飲食店が救われたと思う」などの意見があった。 

一方で、評価できないものとして、宴会費の一部を県が助成する「無尽でお助けキャ

ンペーン」について、「利用方法が分かりづらく、利用者・飲食店ともに利用しづらい」

との意見があった。プレミアム付き食事券については、「使える時期に問題があり、感

染が減少傾向になりつつある時期に行うべき」との意見があった。 

また、多様な経済対策に関して「具体的な件数、対象人員、実績額などを県民に伝え

る情報開示が不足している」などと、情報発信力の不足が指摘された。２２年１月以降

の感染の第６波の際、県が「まん延防止等重点措置」の適用を政府に求めなかったこと

については、評価が３件、評価できないとの声が２件と、意見が分かれた。 
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【グリーン・ゾーン認証制度】 

グリーン・ゾーン認証制度については、肯

定的な評価が９３％に上った。 

評価できる理由として、「コロナ禍でも安

心して飲食できるという認識が定着した」

などと、利用者の安心感や感染対策の意識

底上げに役立ったとの声が目立った。「全国

に先駆けて実施した」「山梨県の感染対策意

識の強さをアピールできた」などと、山梨の

ブランド力の向上に寄与したとの評価も多

かった。一方で、「継続的に実施される仕組みが定着するのが理想」として、認証基準

の順守状況を監視する体制が重要だとの指摘もあった。 

 

【グリーンパス事業】 

ワクチン接種やＰＣＲ検査の陰性証明

を飲食店などに提示することで、大人数

の飲食などを認める「グリーンパス」事業

についての肯定的な評価は７１％だった。 

この事業は、本アンケート期間中、オミ

クロン株による感染の拡大で運用停止と

なっており、評価の割合はやや少なかっ

た。自由回答では、「コロナとの共存を考

えると先進的な施策」「段階的に緩和する

ことは必要」という評価の一方、「利用者に分かりにくい面が多い」「（非接種者に対す

る）差別助長のおそれがある」との声もあった。 

 

【県民限定宿泊割引】 

政府の旅行支援の「ＧｏＴｏトラベル」

事業と関連し、県が実施した県内の宿泊

施設に泊まる県民が対象の県民限定宿泊

割引については、前向きな評価が８６％

だった。 

評価の理由としては、「県外移動の自粛

要請があるなかでも県内の旅行を楽しめ

る」「近県まで（対象地域を）拡大したこ

とも評価できる」との意見のほか、「多く
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の宿泊業で恩恵を受けた」などの評価があった。 

一方、評価できない理由としては、「損得勘定で利用する人に対して税金で補助する

のはいかがなものか」という声があった。 

 

【事業者への協力金】 

県の営業時間短縮や休業の協力要請に

応じた際に支払われる「協力金」について

は、前向きな評価が８４％だった。 

評価する点として、「（給付対象を）認証

店に限定した支援は分かりやすい」「飲食

店などの経営を継続するためにも一時的

な協力金は必要」などの声が多かった。 

評価できない点では、「店舗の構造や規

模、資金などの理由で認証を取りたくても

取れない」「飲食店以外の業界・業種にも目を向けてほしい」などの意見があった。 

 

【２拠点居住やワーケーション推進への期待】 

 県は、首都圏からの近さや豊かな自然を生かして、都市と地方に住まいを持つ「２拠

点居住」や、テレワーク環境を生かしてリゾート地で仕事をする「ワーケーション」の

推進に力を入れており、こうした新しい動きに期待できるかどうかも尋ねた。 

 「大いに期待できる」は５７％、「多少は期待できる」は３２％、「あまり期待できな

い」は５％、「全く期待できない」は０％、「分からない」は７％だった。 

 自由回答では、「地域の実態は、乗用車で来て道の駅に立ち寄り、キャンプ地でアウ

トドアを楽しむ来訪者は増えているが、電車やバスで来てホテルや旅館に泊まる人は減

っている」との指摘や、「住みたいところと思ってもらう施策が必要」との声があった。 

 

【コロナ禍の影響や企業の行動変容】 

コロナ禍の影響や苦労を企業に尋ねたところ、「食材や調味料などが値上がりして大

変」「製品原料、仕入れの不安定化、コストの高騰、納期の遅延」などと、物価高や資

材・部品供給の停滞を挙げる意見が複数あった。「濃厚接触対象者の２週間隔離で人員

不足の対応に苦慮した」との回答もあった。 

コロナ禍に伴う行動変容については、「新規提案などの営業活動が停滞した」などと

対面営業の難しさを指摘する声が複数あった。一方で、社内のリモート会議やテレワー

ク導入が進み、「デジタル・ツールの習熟度が深まった」「本社との打ち合わせが出張で

はなくオンラインになって出張費・移動時間が大幅に削減された」との前向きな回答も

目立った。 
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テレワークの実施状況は、「実施していない」が４５％、「新型コロナ感染が広がって

から実施し、今も継続している」が４３％、「２０１９年以前から実施している」が９％、

「新型コロナ感染が広がってから実施し、今はやめている」が２％だった。 

テレワーク以外のコロナ対策では、「感染拡大期に本社部門を２班に分けて交代制勤

務にした」「（営業先への）直行・直帰の活用」「時差通勤や職場への出勤の制限のほか、

１人の職員が複数の業務を担えるよう多能化を推進した」などの回答があった。 

売り上げ減少の対策として、「雇用調整助成金を利用して人件費を抑えた」「業務委託

していた仕事を自社で行った」という事例があったほか、「ランチは飲食店の弁当を買

うようにした」などと、打撃を受けた地元の飲食店を支援する取り組みもあった。 

 

【アンケート実施概要】 

実施時期・方法 ：２０２２年２月４日～３月４日・郵送（回答は郵送か電子メール） 

送付数      ：９３企業、２９経済団体、計１２２社・団体 

回答数（回答率）：４４企業(４７％)、１５経済団体(５２％)、計５９社・団体(４８％)。

回答企業は、県内に本支社・支店がある金融、製造、卸小売、運輸、サービス業など。 

※グラフの％は小数点第１位を四捨五入したため合計が１００にならない場合もある。 

 

＜回答企業名（５０音順）＞ 

アルプス、ＳＭＢＣ日興証券甲府支店、エルテックサービス、岡島、オキサイド、オギ

ノ、桔梗屋、キリンビール山梨支店、クア・アンド・ホテル、クロスフォー、光・彩、

甲信食糧、古名屋、コンピュータマインド、サンキョー、サントネージュワイン、シー

ズン、ジットグループ、商工組合中央金庫甲府支店、信玄食品、鈴健興業、住友生命保

険山梨支社、第一生命保険甲府支社、タンザワ、都留信用組合、東京ガス山梨、東京電

力パワーグリッド山梨総支社、常磐ホテル、日本たばこ産業山梨支店、野村證券甲府支

店、はくばく、ファイン企画、ファナック、富士山の銘水、フレアス、プレミアムウォ

ーター、三井住友銀行甲府支店、三井住友信託銀行甲府支店、山梨県民信用組合、山梨

交通、山梨信用金庫、山梨パナソニックシステム、山梨フードサービス、リコージャパ

ン山梨支社 

 

＜回答団体名（５０音順）＞ 

甲府商工会議所、富士五湖観光連盟、富士吉田商工会議所、山梨県機械電子工業会、山

梨県社交飲食業生活衛生同業組合、山梨県酒造協同組合、山梨県商工会連合会、山梨県

信用保証協会、山梨県水晶宝飾協同組合、山梨県タクシー協会、山梨県宅地建物取引業

協会、山梨県中小企業家同友会、山梨県トラック協会、山梨県バス協会、山梨県法人会

連合会 



1月 7日 県内の医療機関に院内感染対策の徹底を注意喚起

17日 体調不良者へのマスク着用と医療機関での受診を勧
奨。中国の春節を控え、県内宿泊事業者に注意喚起

中国湖北省の武漢市政府が原因不明の肺炎患者の存
在を発表

23日 保健所担当者情報共有会議を開催▼県内の約1400の
宿泊施設にアルコール消毒液の配布を開始

9日 世界保健機関（WHO）が武漢市で多発する原因不明
の肺炎の病原体について「新型コロナウイルスの可
能性を排除できない」との声明を発表

29日 新型コロナウイルス感染症対策会議を設置。平日のみ
の専用相談ダイヤルを開設

15日 厚生労働省が国内初の新型コロナ感染者を確認。 武
漢市に渡航した神奈川県在住の中国人男性

31日 山梨大学付属病院が感染者の受け入れに向けて机上訓
練を実施

30日 WHOが「国際的な緊急事態」を宣言

2日 県衛生環境研究所でPCR検査を開始

3日 報道関係者との勉強会を開き、感染者発生時の情報公
表基準などを説明

10日 県内５保健所に「帰国者・接触者相談センター」を設
置

11日 WTOが新型コロナウイルスが引き起こす疾病を
「COVID-19」と命名

11日 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の患者を初
めて県内の医療機関で受け入れる（最終的に24人）

13日 国内で初めて感染者が死亡▼政府が中小企業支援な
どを柱とする総額153億円の緊急対応策を発表

19日 新型コロナウイルス感染症対策連絡会議の初会合を開
催

17日 この日までに中国湖北省の在留邦人の希望者828人全
員が政府チャーター機で帰国

20日 コロナ患者の入院調整専門家会議を設置 19日 クルーズ船の乗客・乗員のうち検査で陰性だった約
970人の下船を開始(21日まで）

21日 知事が医療機関・社会福祉施設へのマスク配布、業績
が悪化した中小企業への金融支援などを表明

23日 天皇誕生日の一般参賀が中止となる

25日 知事が感染による休業就労者への支援制度を表明

26日 感染疑い事例の検査数を県ホームページ（HP)で公表
開始

27日 県立施設の臨時休館、県主催イベントの中止・延期な
どを発表

26日

28日

27日 安倍首相が全国の小中学校と高校、特別支援学校に
臨時休校を要請する考えを表明

28日 日経平均株価の下げ幅が一時1000円を超え、半年ぶ
りに2万1000円を割り込む▼北海道が独自に「緊急事
態宣言」

29日 安倍首相が記者会見で政府の対処方針を説明。一斉
休校に伴う保護者の休職支援策として助成金制度の
創設を表明

3日 県内のほとんどの小中高校が臨時休校になる

5日 ４月に予定された中国の習近平国家主席の国賓来日
が延期に

6日 県内初の感染者（60代男性）が山梨大病院に入院 8日 大相撲春場所が大阪府立体育会館で無観客で開催

臨時休校による保護者に対する休業助成制度の内容を
発表。１人4000円で最大14日間▼県内最大の祭り
「信玄公祭り」の４月開催の見送りを表明

      新型コロナをめぐる山梨県と国内外の動き（肩書は当時）

3月

日本・世界の動き

2019年12月31日

山梨県の動き

２０２０年

政府が要請した小中高校などの一斉休校がスター
ト。休校期間は春休みまでで、対象は約3万6000校、
児童生徒は約1300万人

政府が新型コロナ感染症対策の基本方針を決定。時
差出勤、テレワークを企業に呼びかける▼Ｊリーグ
が3月15日までの公式戦計94試合の開催延期を発表

4日

2月 感染者を乗せたクルーズ船「ダイヤモンド・プリン
セス」が横浜港に入港。厚労省が乗客・乗員約3700
人の健康状態を調べる検疫を開始

3日

2日

25日

文科省の一斉休校の方針を受け、3月3日午後から全
ての県立学校を臨時休校とすると発表▼臨時休校で休
業を余儀なくされる保護者や感染者・濃厚接触者らを
対象とした休業助成金制度の創設を表明

政府が、多数の観客の集まるスポーツ・文化行事の
主催団体に対し、当面は中止や延期、規模縮小など
の対応をとるよう要請。プロ野球はオープン戦全72
試合の無観客開催を決定
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11日 知事を本部長とする「県新型コロナウイルス感染症関
係総合対策本部」を設置

11日 WHOが「パンデミック（感染症の世界的な大流行）
とみなすことができる」と表明▼春の選抜高校野球
大会の初の中止が決定

13日

24日

26日 政府が新型インフル特措法に基づく対策本部を設
置、初会合を開く

27日 27日 一般会計としては過去最大となる総額102兆6580億円
の20年度政府予算が成立

29日 コメディアンの志村けんさんがコロナ感染による肺
炎で死去

2日 県独自の飲食店向けコロナ対策ガイドラインを作成 1日

5日 県立学校の休業期間を４月19日まで延長すると発表

7日

10日 県内の感染者が30人となり、感染症指定医療機関７
病院で受け入れ可能な病床（28床）を超える

14日
14日 県立学校、公立小中学校の休業期間を5月6日まで再

延長するよう関係教委に要請。期間中はオンラインに
よる遠隔授業を行う方針を発表

16日 山梨県に緊急事態宣言が発令される（5/14解除)▼コ
ロナ病床を80床確保したと発表

19日 緊急事態措置の内容を発表。県民への不要不急の外出
自粛と事業者（ナイトクラブ、カラオケ、パチンコ、
学習塾、映画館など）への休業要請が柱

16日 政府が緊急事態宣言の対象地域を全都道府県に拡
大。政府・与党は全国民に１人10万円を給付する方
針を決め、減収世帯への30万円支給を撤回する

20日 18日 クルーズ船を除く国内の累計感染者数が1万人を超え
る

20日

23日 持続化給付金に関する相談専用ダイヤルを設置

24日 大型連休を前に県外者に対する不要不急の来県自粛な
どを要請。知事と市町村長らが「苦渋の決断　今はま
だ、山梨に来ないで宣言」を発表

23日 俳優の岡江久美子さんがコロナ感染による肺炎で死
去▼政府が4月の月例経済報告で、国内景気は「急速
に悪化しており、極めて厳しい状況」との総括判断
を示す。「悪化」の表現は09年5月以来

26日 東京、神奈川、千葉、埼玉、山梨の５都県知事が人混
みへの不要不急の外出自粛などを求める共同メッセー
ジを発表

4月

東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都
府県に初の緊急事態宣言を発出。期間は5月6日ま
で。安倍首相が「海外のような都市封鎖（ロックダ
ウン）ではない」 「人の接触、最低7割、極力8割削
減を」と訴える

日銀が発表した4月の地域経済報告で、全国９地域の
景気判断を同時に引き下げ。09年1月以来、約11年ぶ
り

8日 感染者の感染ルートを早期に特定するため知事直轄の
「感染症対策特別チーム」が発足

知事が休業要請に応じた事業者に支払う「協力金」に
地方創生臨時交付金は充当しない方針を表明▼やまな
し手作りマスクプロジェクトを発表▼緊急事態措置相
談ダイヤルを設置

安倍首相が全国の世帯に布マスク2枚を配布すると発
表▼日銀が発表した3月の全国企業短期経済観測調査
（短観）で「大企業・製造業」の業況判断指数がマ
イナス8に。マイナスは13年3月以来

7日

東京五輪・パラリンピックの1年程度の延期が決定
（21年7～9月に開催）

9日 プロ野球の開幕延期が決定。6月19日に公式戦では初
となる無観客で開幕

14日 改正新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行。
新型コロナ感染症が対象に追加され、国が緊急事態
宣言を発令できるようになる

県の新型コロナ対応の指針となる「総合対策」を発
表。医療体制の整備を図る対策会議の初会合を開催、
風評被害等相談窓口を設置

県融資制度「危機関連保証対応融資」の受け付けを開
始。県信用保証協会が融資返済を全額保証する▼花見
シーズンを前に県営公園での宴会自粛を県民に要請

県医療対策本部を設置▼緊急事態宣言発出地域への外
出自粛などを県民に要請▼県高校体育連盟は高校総体
県予選（5/13∼15)の中止を発表。1949年以降で初

13日 県内外の感染リスクの高い場所への外出自粛を要請
（5/6まで）▼厚労省が示した保健所に相談する目安
（37.5度以上の発熱が4日以上続く場合）にとらわれ
ず、速やかな相談を県民に呼びかける

9日

国際通貨基金（IMF)が20年の全世界の経済成長率は
前年比3.0％減との見通しを公表。リーマン・ショッ
ク後の09年の0.1％減を大幅に下回る見通しに▼秋篠
宮さまが皇位継承順位１位の皇嗣になられたことを
内外に示す「立皇嗣の礼」の延期が決まる（11/８に
実施）

政府が全国民への10万円支給を含む緊急経済対策と
20年度補正予算案を閣議決定。事業規模は117兆円程
度に

- 341 -



26日 26日 夏の高校総体（インターハイ）の初の中止が決まる

30日 政府の緊急経済対策の裏付けとなる総額25兆6914億
円の20年度補正予算が成立

27日 富士山５合目までの有料道路「富士スバルライン」の
全線通行止め（4/29～5/10）を発表。通行止めは6月
14日まで延長

28日 富士山の吉田口登山道にある山小屋16軒が夏山シー
ズン中の一斉休業を決定▼山梨、新潟、長野、静岡の
４県知事が「来県自粛」を共同で呼びかける▼減収と
なった妊婦への休業助成制度（１日4000円、最大20
日間）を創設

30日 県立学校の休業期間を５月24日まで延長▼医療従事
者を支援する寄付金の募集開始

1日 1日 政府が「持続化給付金」の申請受け付けを開始

2日 新型コロナによる国内の死亡者が500人を超える

4日 政府が全都道府県を対象にした緊急事態宣言を5月31
日まで延長することを決定▼大相撲夏場所(東京・両
国国技館）の中止が決定

5日 7日 厚労省が国内初の新型コロナの治療薬として、抗ウ
イルス薬のレムデシビルを特例承認

13日 厚労省が抗原検査のキットを承認。PCR検査より精
度は落ちるものの迅速な判定が可能に

7日 緊急事態宣言の延長に伴い、新たな緊急事態措置を開
始(14日まで）

14日

8日 山梨大病院がドライブスルー方式のPCR検査を開始

9日 知事が「やまなしグリーン・ゾーン構想」を発表。休
業要請の個別解除に向けた業界団体ごとのガイドライ
ンの作成基準を公表

18日 静岡県が富士山の5合目より上の登山道を7～9月に全
て閉鎖すると発表

12日 一部事業者への休業協力要請は継続し、業界ごとに作
成したガイドラインに基づき、個別に解除する方式を
導入

20日 夏の全国高校野球が戦後初の中止を決定▼４月の訪
日外国人旅行者数は前年同月比99.9％減の2900人で
過去最少（政府観光局発表）

15日 富士山の吉田口登山道を7～9月に閉鎖すると発表▼
大型連休に県内観光施設を訪れた観光客は前年同期比
98％減と発表

25日 東京、埼玉、千葉、神奈川、北海道の５都道県の緊
急事態宣言が解除され、約１か月半ぶりに全面解除
となる

18日 県民生活相談ダイヤルを設置 29日

19日 知事が感染予防策を講じた事業者を県独自で認証する
「やまなしグリーン・ゾーン（以下、GZ）認証制
度」の創設を表明。飲食店と宿泊施設から始める

20日 山梨の将来像を議論する有識者会議「やまなし自然首
都圏構想研究会」が発足▼政府の雇用調整助成金を受
給するための個別相談会を開始（6/30まで）

22日 知事が感染症対策の新たな専門機関を21年度に設立
すると表明。米疾病対策センター（CDC）の山梨版
を目指す▼県立の文化施設の多くが3か月ぶりに再開

23日 政府による布マスク２枚の配達が県内でも始まる

県内初の宿泊療養施設を北杜市のホテル若神楼に開設
▼県内の医療機関で受け入れた「ダイヤモンド・プリ
ンセス」の患者24人全員が退院

５月 公立小中学校の休校延長が全市町村に拡大▼中小企業
や個人事業主の資金繰りを支援する実質無利子・無担
保の県融資制度（ゼロゼロ融資）の受け付け開始▼飲
食店支援策「無尽でお助け　めざせ！みんなで100億
円キャンペーン」の概要を発表

県医療対策本部を組み込む形で県総合対策本部を再編
▼感染症拡大予防ガイドラインの策定を各業界団体に
依頼。休業協力要請の個別解除という県独自の方式を
示す

政府が山梨を含む39県で緊急事態宣言を解除。8都道
府県は継続▼新型コロナによる死亡者が世界で30万
人を突破(米ジョンズ・ホプキンス大の集計)

厚労省が感染者情報を電子的に一元管理し、医療機
関、保健所、都道府県が共有できるシステム「HER-
SYS（ハーシス）」の運用を開始
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24日 県内で初めて感染者が死亡。甲府市内の高齢女性

25日 県内のほとんどの公立学校で始業式

27日 山梨版CDCの設置準備のため知事政策局内に疾病対
策推進グループを設置

28日 県民等の人権に関する関係機関連絡会議が初会合

1日 家飲みを推奨するキャンペーン「おうちでワイン県」
を開始

2日 厚労省がPCR検査に唾液を使う方法を認め、都道府
県に通知

8日 8日

10日 新型コロナ関連情報を発信する県のLINEのアカウン
トを開設

19日

12日

28日 世界の累計感染者数が1000万人を超え、死亡者は50
万人を突破

15日 県教委が県立高校の生徒らが利用する臨時スクールバ
スの運行を開始。７月から私立高にも拡大

17日 GZ認証制度の認証基準を公表。認証店にはＱＲコー
ド付きの認証マークを発行

19日 コロナ対応の避難所運営マニュアル作成指針を策定

24日 3月に県内初の感染者を確認後、初めて入院者がゼロ
になる

26日 GZ認証申請の受け付け開始

29日 知事が東京都庁で小池百合子都知事と面会し、コロナ
対策などに関する山梨県と都の協議会を設置すること
で合意

7月 1日 4日 サッカーのＪ１リーグが4か月ぶりに無観客で再開

19日 大相撲の7月場所が名古屋ではなく東京・両国国技館
で、半年ぶりに観客を入れて開催

2日 ４月の県内延べ宿泊者数は前年同月比88％減で10年
以降最少

20日 新型コロナによる国内の死亡者が1000人を超える

8日 新型コロナ接触確認アプリ(COCOA）で県民が接触通
知を受けた場合、全員がPCR検査を受けられる県独自
の取り組みを開始▼GZ認証マークを決定

22日 政府の観光支援策「Go Toトラベル」事業が東京都を
除く46道府県でスタート

10日 事業者の感染予防対策を支援する「機器購入等支援
金」「設備改修補助金」の受給申請の受け付けを開始

29日 国内の１日の新規感染者数が初めて1000人を超え
る。全国で唯一感染者ゼロだった岩手県でも初確認

11日 富士スバルラインのマイカー規制開始。規制中はシャ
トルバスを運行（9/10まで）

30日

13日 雇用調整助成金の専門相談ダイヤルを開設（9/30ま
で）

14日 GZ認証制度の普及に向け、知事と27市町村長がオン
ライン会議で意見交換

6月

山梨、静岡両県が富士山の登山道４本すべてを閉鎖
（9/10まで）▼４月開催が延期された「信玄公祭
り」の20年度開催の見送りが決定。11年の東日本大
震災以来

都道府県境をまたぐ移動や1000人規模のイベントが
解禁▼感染者と接触した可能性を通知するスマート
フォン用アプリ「COCOA」の運用が始まる医療品開発支援大手「シミックホールディングス」と

PCR検査体制の拡充を図る連携協定を締結。研究施設
「シミックバイオリサーチセンター」（北杜市）に
PCR検査機器を設置

内閣府は20年度の国内総生産（GDP)成長率が実質で
前年度比4.5％減のマイナス成長になるとの見通しを
公表

世界銀行が20年の世界全体の経済成長率は前年比
5.2％減で「第２次世界大戦以降で最悪の不況」との
見通しを公表

ＧＺ認証制度について検討する専門家委員会が初会合
▼宿泊料金を割り引く「ふっこう割」（1泊5000円上
限）を県民限定で再開

- 343 -



16日 休業支援金申請のための相談窓口を開設（9/30ま
で）▼第２波に備え病床確保計画などを公表。ピーク
時の患者を246人と想定し、病床250床、宿泊療養施
設100室の確保を目指す

17日 GZ認証マークの初回交付式

22日 知事が西村経済再生相と面会し、GZ認証制度や山梨
版CDCについて意見交換

31日 6月の県内の有効求人倍率が4年9か月ぶりに1倍を下
回る（山梨労働局発表）

1日 10日 世界の累計感染者数が2000万人を超える

11日 国内の累計感染者数が5万人を超える

5日 感染した女性が甲府市のキャバクラ店に勤務していた
と県が発表。利用客は延べ約50人

7日

18日 授業の遅れを取り戻すため、甲府市の公立小中学校な
どで例年より早い２学期が始まる

20日 感染拡大時の受け入れ先として重点医療機関の11病
院に285床、宿泊療養施設に100室を確保

27日 県総合対策本部会議を報道陣に全面公開するよう改め
る

28日 GZ認証を受けた宿泊施設を対象に宿泊料を１泊最大
5000円引きとする「やまなしグリーン・ゾーン宿泊
割り」事業を開始▼新規感染者数やPCR検査の陽性率
など12項目の１週間分の数値をまとめた「モニタリ
ング週報」を県HPで公表開始

1日 甲府市はスマホ決済「ペイペイ」での買い物で最大
30％のポイントが還元されるキャンペーンを開始。
市内約1300店が参加

16日 安倍内閣が総辞職。菅官房長官が第99代首相に就
任、新内閣が発足。新型コロナ担当は西村経済再生
相が再任、ワクチン担当は河野行政・規制改革相

10日 医療機関・福祉施設職員が迅速にPCR検査を受けられ
るよう検査基準を緩和

28日 世界の死亡者が100万人を超える

21日 山梨大病院に新病棟が完成。コロナ患者も最大30人
が収容可能に

2日 1日 政府が「GoToトラベル」事業に東京発着を追加

2日 トランプ米大統領がコロナに感染して入院する

6日 人気キャラクター「ハローキティ」を起用したGZ認
証の紹介動画をユーチューブの県公式チャンネルで配
信開始

29日 国内の累計感染者数が10万人を超える

12日 「Go Toイート」の地域限定で発行されるプレミアム
食事券（１万円分を8000円で販売）の販売を開始

13日 9月末までの感染者190人の分析結果を初公表。家庭
や職場など身近な人からの感染が7割を超える

21日 県内の累計感染者数が200人を超える

9月

8月

17日

28日

県内の累計感染者数が100人を突破▼県民生活部に
「グリーン・ゾーン推進課」を新設▼18歳以上の県
民を対象に無料歯科検診を開始（10/31まで）

GZ認証を取得した施設が申請開始から３か月余で
1000件を突破。飲食・宿泊業のほか、民泊事業も対
象に追加

10月

安倍首相が持病の再発を理由に辞任を表明▼政府
が、軽症者や無症状者は宿泊療養を徹底し、医療資
源を重症者に重点化することなどを盛り込んだ「政
策パッケージ」を決定

知事が「本県は第２波を迎えた」と発言。甲府市の
キャバクラ店でのクラスター発生を受け、知事が「休
業要請に応じない店舗名は公表する」と表明

内閣府が発表した4～6月期のGDP速報値は実質で前
期比7.8％減、年率換算で27.8％減で、戦後最大のマ
イナスとなる
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1日 7日 米大統領選で民主党のバイデン前副大統領の勝利が
確実に

16日 内閣府が7～9月期の実質GDPを前期比5.0％増と発
表。１年ぶりのプラス成長に

13日 知事が「第3波が来ている」と発言 24日

17日 知事が自民党本部で二階幹事長と面会、山梨のような
認証制度を全国統一の制度とするよう提案

18日 2か所目の宿泊療養施設を甲府市の東横イン甲府駅南
口Ⅰ（最大166室）に開設

5日 知事が都留市のスナックでのクラスター発生を受け、
21年1月末まで大人数での会食を控えるよう県民に呼
びかける

11日 米食品医薬品局（FDA）がファイザー社ワクチンに
緊急使用許可

８日 GZ認証を受けた飲食店の利用客７人の感染が判明。
認証店では初

14日 ▼英国で感染力がより強い新型コロナの変異種を確
認▼米国でファイザー社ワクチンの接種が始まる

17日 18日 厚労省が21年2月下旬のワクチン接種開始に向けて準
備するよう都道府県に指示▼米FDAがモデルナ社ワ
クチンにも緊急使用許可。２例目

25日
18日 感染による県内の死亡者が10人となる

23日 県内の累計感染者数が500人を突破

28日 新型コロナの感染再拡大を受け、政府は観光支援策
「Go Toトラベル」事業を全国で一斉停止▼政府が全
世界からの新規入国を原則停止

12月

政府が「GoToトラベル」事業から札幌、大阪両市を
目的地とする旅行を対象外に▼ニューヨーク株式市
場でダウ平均株価が史上初の３万ドルの大台に

かかりつけ医など身近な医療機関で診療や検査ができ
る「診療・検査医療機関」（発熱外来）の運用が184
医療機関で始まる。専用相談ダイヤルと帰国者・接種
者相談センターも統一し、「新型コロナ感染症診・相
談センター」として24時間対応可能に

11月

2日

7日

「GoToトラベル」の停止を受け、年末年始に県民限
定の宿泊割引事業を実施すると発表。割引の上限は1
万円▼年末年始に帰省する20歳以下や学生を対象に
PCR検査費用を助成すると発表

厚労省が、国内の空港で確認された感染者５人から
英国で急拡大している変異種が初めて見つかったと
発表

ワクチン接種関連法が成立。接種費用は政府が全額
を負担する▼英政府が米製薬大手ファイザー社など
が開発した新型コロナワクチンを承認し、8日から接
種を開始

知事と27市町村長とのオンライン会議で、県がGZ認
証店以外の施設利用を控えることを呼びかけるよう要
請
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7日

13日
8日

15日 茨城県が独自に緊急事態宣言を発令（18日から）

12日 感染拡大を受けて県民限定の宿泊割引事業の受け付け
を停止

23日 国内の新型コロナによる死者が5000人を超える

26日 世界の累計感染者数が1億人を突破

28日 追加経済対策を盛り込んだ20年度第３次補正予算が
成立

15日 感染者数に応じて市町村ごとに色分けした地図を作成
し、県HPへの掲載を開始

22日 飲食店などの営業時間を午前５時～午後９時に短縮す
るよう要請。応じた施設には1日4万円の協力金を交
付（対象期間は1/25∼2/7）

2月 1日 市町村のワクチン接種体制を支援するため、県とシ
ミックホールディングスが包括連携協定を締結

2日 11都府県に発令中の緊急事態宣言が、栃木県以外は2
月7日の期限の1か月延長が決まる

６日 知事が全国知事会で、ワクチンの優先接種の対象に医
療従事者のほか自治体職員も加えるよう要請

5日 首都圏の鉄道各社が終電の繰り上げを3月12日まで延
長すると発表

12日 接待を伴う店などを対象とした休業要請の個別解除方
式を終了し、GZ認証制度に一本化すると発表

13日

16日 県民限定の宿泊割引事業を再開（3/31まで）

19日

15日 日経平均株価の終値が約30年６か月ぶりに３万円の
大台に

26日 営業時間の短縮要請に応じた事業者への協力金の支払
いが始まる

17日 国内約４万人の医療従事者を対象にワクチンの先行
接種が始まる

28日 大阪、京都、福岡など６府県の緊急事態宣言を解除

1日 ワクチンに関する電話相談窓口を開設 5日 政府が東京、埼玉、千葉、神奈川の１都３県に発令
中の緊急事態宣言の２週間延長を決定

20日 東京五輪・パラリンピック大会組織委は海外からの
一般観客の受け入れを断念すると発表

２０２１年

改正新型インフル特措法、改正感染症法、改正検疫
法が施行。宣言発令の前段階で知事が感染抑止策を
講じる「まん延防止等重点措置」が新設されたほ
か、休業・時短要請に応じない事業者や入院を拒否
した感染者に行政罰の過料を科す

20日

1月

3月

地域医療機能推進機構山梨病院（甲府市）で医療従事
者を対象に県内初のワクチン接種がスタート▼２拠点
居住や県内移住を促進するため山梨での生活を紹介す
る動画サイトを開設

東京都が、緊急事態宣言下で午後８時までの営業時
間の短縮要請に応じない都内の飲食店27店に対し、
全国で初めて改正新型インフル特措法に基づく時短
営業の命令を出す

山梨県の動き

17日

緊急事態宣言が発令された4都県との往来自粛を要請
（1か月間）▼確保病床数をフェーズ２（拡大初期）
の130床からフェーズ３（急速拡大期）の190床に引
き上げ。フェーズ３は初。知事は増床のための緊急財
源として約８億7000万円を専決処分

東京、埼玉、千葉、神奈川の１都３県に２度目の緊
急事態宣言を発令（８日から）

14日 県対策本部に専従の「ワクチン班」を設置▼往来自粛
要請の対象地域を11都府県に拡大▼無症状か軽症で
重症化リスクの低い患者は宿泊療養施設に入所できる
仕組みを始める

7日 従来は県内5圏域別で発表していた感染者情報を市町
村別に改める▼富士吉田市が独自に「感染拡大警報」
を発令 大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡、栃木の７府

県に緊急事態宣言を発令（14日から）。11都府県に
拡大

長崎知事が就任2年を迎える▼「信玄公祭り」の秋へ
の延期が決定

厚労省が米ファイザー社製のワクチンを国内で初め
て承認

14日

24日 約5290億円（前年度比15.6％増）の21年度当初予算
案を県議会で可決

18日県内11医療機関を拠点に医療従事者向けのワクチン
優先接種が始まる

8日

米大統領にジョー・バイデン前副大統領が就任▼JR
東日本が緊急事態宣言が発令された１都３県で終電
時刻を30分程度繰り上げ▼沖縄県が独自に緊急事態
宣言を発令

日本・世界の動き

- 346 -



21日 最大11都府県に出された2回目の緊急事態宣言が2か
月半ぶりに全面解除される

25日 東京五輪の聖火リレーが福島県で始まる。121日間か
けて全国を巡る

1日 5日 大阪、兵庫、宮城の３府県に全国で初めて「まん延
防止等重点措置」を適用

7日 京大病院で新型コロナによる肺障害の重い後遺症患
者に世界初の生体肺移植が行われる

5日 GZ認証を取得した飲食店などを対象に緊急点検を開
始。月内に約2000店を抜き打ちで実施

9日 国内の累計感染者数が50万人を超える

7日 県内の累計感染者数が1000人を突破

15日

20日 埼玉、千葉、神奈川、愛知の４県にまん延防止等重
点措置を適用

23日

19日 PCR検査体制の強化策を発表。感染拡大地域の高齢者
施設などでは職員全員を毎週検査する

21日 25日

26日 国内の死者が1万人を超える

24日 知事が全国知事会で、公的認証を政府主導で全国展開
するよう提案。知事会の緊急提言に盛り込まれる

27日 知事が首相官邸で菅首相と会談し、認証制度を運営す
る全国的な団体の設立を求める提案書を提出。提案書
は賛同する22県知事の連名

30日 変異ウイルスに対応するためGZ認証制度の新基準を
発表。利用者の連絡先の把握やパーティションの高さ
などの基準を設ける

7日 GZ認証の新基準に伴う感染防止機器購入の支援策を
発表。パーティション、二酸化炭素濃度の測定器、空
気清浄機、消毒液の４種類の機器の購入費を助成する

7日

24日

12日 愛知、福岡両県に緊急事態宣言。６都府県に

26日

18日

21日 厚労省が米モデルナ、英アストラゼネカのワクチン
を正式に承認。モデルナ製は24日から接種を開始す
るが、アストラゼネカ製は当面、公的な接種には使
用しない方針

23日 沖縄県に緊急事態宣言。10都道府県に

4月

5月

東京、大阪、兵庫、京都の4都府県に3回目の緊急事
態宣言を発令▼愛媛県にまん延防止等重点措置を適
用。適用は７県に

感染症対策の司令塔となる「県感染症対策センター
（YCDC）」が発足。国内外の感染症の専門家による
助言機関「グローバル・アドバイザリー・ボード」を
設置

ワクチンの高齢者向け優先接種が始まる。65歳以上
の約3600万人が対象▼東京、京都、沖縄の３都府県
に重点措置を適用

65歳以上を対象にしたワクチン接種が県内で初めて
甲斐市で始まる▼県民限定の宿泊割引事業を再開。感
染拡大期の中断を除き22年10月10日まで継続▼３か
所目の宿泊療養施設を東横イン富士河口湖大橋（富士
河口湖町）に開設

12日

菅首相が65歳以上のワクチン接種を7月末までに完了
させると表明

GZ認証を受けた飲食店で従業員ら７人が感染するク
ラスターが発生。感染力が強い変異ウイルスの流行に
備え、県は認証基準の見直しを表明

23日 休業要請してきたスナック、映画館などの施設の個別
解除をやめ、GZ認証制度に移行させる。個別解除し
たのは886施設

飲食店の感染防止機器購入支援金の申し込み受け付け
開始

北海道、広島、岡山の３道県に緊急事態宣言。９都
道府県に

16日

20年度のGDP伸び率は前年度比マイナス4.6％で、
リーマン・ショックを超える最大の下落に

内閣官房、厚労省、農水省が連名で第三者認証制度
の導入を促す事務連絡を都道府県知事あてに発出

30日

宿泊療養施設「東横イン富士河口湖大橋」でスタッフ
３人の感染が判明、患者の受け入れを当面休止へ

28日 登山客向けのコロナ対策を発表。富士スバルラインで
は１合目下駐車場など３か所で検温と体調確認を実施

菅首相がワクチン接種について「1日100万回を目標
にする」と表明▼宮城県が、まん延防止等重点措置
の適用中に営業時間の短縮要請に応じなかった県内
の飲食店15店に対し、時短要請に応じるよう命令を
出す。重点措置に基づく「命令」は全国初
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24日 自衛隊による東京と大阪の大規模接種センターでワ
クチン接種が始まる

1日 コロナ以外の病気で入院が必要な患者向けの「後方支
援病院」が運用を開始

2日

5日

17日

7日 ワクチン接種後の副反応で休業した個人や事業者を支
援する助成金の受け付けを開始

8日 甲府市がワクチンの集団接種会場で接種業務を担う歯
科医師を対象に実技研修を実施

18日 尾身会長らが東京五輪・パラリンピックについて、
「無観客開催が望ましい」との提言をまとめる

9日 県看護協会が「潜在看護職」を対象にワクチン接種の
研修会を開始

20日 沖縄を除く９都道府県の緊急事態宣言を解除。７都
道府県は21日からまん延防止等重点措置に移行

10日 初となる臨時特別協力要請を発出（20日まで）

25日

19日 日本航空学園が日本航空高校（甲斐市）で寮生を中心
に47人が感染するクラスターが発生したと発表

21日 県内の累計感染者数が2000人に達する
22日 県内で初めてデルタ株の感染者が確認される▼山梨大

で県内初のワクチンの職域接種が始まる
26日 東京五輪の聖火リレーが県内でスタート

30日 県内の医療従事者約3万人へのワクチン2回目接種が
完了

1日 富士山の吉田口登山道が開通し、2年ぶりに山開き 8日

7日 ワクチンの打ち手を市町村間で融通し合うため医師や
看護師を登録する「人材バンク」がスタート

12日 東京都に４回目の緊急事態宣言が発令

23日 １年延期となった東京五輪が開幕（8/8まで)

29日 国内の１日の新規感染者数が初めて１万人を超える

20日 LINEを活用した飲食店の入店管理システムを導入

2日 感染者の急増を受け、病床数の段階を初めて最高の
フェーズ４（まん延期）に引き上げる

6日 ２度目の臨時特別協力要請を発出（22日まで)。県外
者にも観光での来県自粛要請

10日 県のワクチン大規模接種センターが県富士吉田合同庁
舎に初めて開設

4日 世界の累計感染者数が２億人を突破

6日 国内の累計感染者数が100万人を超える

9日

17日 茨城、栃木、群馬、静岡、京都、兵庫、福岡の７府
県に緊急事態宣言。宣言は13都府県に拡大

6月

韮崎市の障害者施設で大規模なクラスターの発生が判
明。最終的な感染者は70人に▼県内の20年度の生活
保護申請件数が前年度比17％増加

政府の新型コロナ感染症対策分科会の尾身茂会長が
衆院厚生労働委員会で東京五輪・パラリンピック開
催に関し、「いまの状況でやるというのは普通はな
い」と発言

14日

7月

14日 飲食店などに休業・時短への協力を要請。応じれば１
日20万円を上限に協力金を支給▼医療強化型宿泊療
養施設の運用を開始（東横イン富士河口湖大橋）

8月

21日 職場や大学でのワクチン職域接種が本格的に始まる
▼東京五輪・パラリンピック組織委が五輪会場の観
客数を収容定員の50％以内で最大１万人にすると発
表

18日

12日 入院病床305床の55％が埋まり、政府の基準で最も深
刻なステージ4に到達

神奈川、千葉、埼玉、大阪の４府県に緊急事態宣言
が発令。北海道、石川、京都、兵庫、福岡の５道府
県にまん延防止等重点措置を適用▼政府が療養方針
を見直し、入院は重症者や重症化リスクの高い患者
に限り、それ以外の感染者は自宅療養を基本とする
ことを決める

東京、神奈川、埼玉、千葉の４都県の東京五輪会場
は無観客での開催が決定▼世界の死者数が400万人に
達する

GZ認証施設で感染者が出た場合の店名公表と認証取
り消しの基準を発表。21日から運用開始

県内の東京五輪聖火リレー(6/26∼27)は公道で実施す
ると発表。沿道でなくライブ中継での観覧を県民に要
請

職域接種の申請が殺到し、政府が新規受け付けを中
止▼新型コロナ対策の家賃支援給付金を詐取した容
疑で経済産業省のキャリア官僚２人を警視庁が詐欺
容疑で逮捕

東京と大阪のワクチンの大規模接種会場で、対象が
全国の18歳以上に拡大される

GZ認証施設に交付する新たな認証マークを発表。新
デザインは「Ｇ」とQRコードの２つの円を組み合わ
せた形で、認証年も記載▼新型コロナまん延時などに
県議がオンラインで県議会委員会に出席できるように
するため県条例の一部を改正・施行

13日

31日 新型コロナ感染による国内の自宅療養者が初めて１
万人を突破

2日

菅首相が国内でのワクチン総接種回数が1億回を超え
たと表明
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16日 県HPに入院病床の使用状況などが一目で分かる「医
療危機メーター」の掲載を始める

20日 山梨、宮城、岡山など10県にまん延防止等重点措置
を適用

24日 東京パラリンピック開幕(9/5まで)

20日 県内初の「まん延防止等重点措置」が甲府市など18
市町村に適用される。飲食店での酒類提供停止は全県
に適用。飲食店への休業・時短要請と協力金の支給を
延長（9/12まで)▼県内の1日の新規感染者が初めて
100人を超える

22日 病床使用率が82％とピークに達する

31日 4か所目の宿泊療養施設をホテルルートイン山梨中央
（中央市）に開設。医療強化型としては2か所目

2日 3日 菅首相が自民党総裁選に出馬せず退陣する意向を表
明

8日
9日

9日

10日 10月に予定された「信玄公祭り」の延期を決定

12日 県内18市町村で重点措置を解除 12日

13日
13日 ワクチンを２回接種した人が国民の半数を超える

27日 厚労省が抗原検査キットの一般薬局での販売を解禁

16日 29日 岸田文雄元外相が自民党総裁に選出される

30日
22日 ５か所目の宿泊療養施設をホテル内藤甲府昭和（甲府

市）に開設▼国際的に通用する新たな認証基準の創設
に向け、宿泊施設で実証実験を開始▼県内の累計感染
者数が5000人を超える

27日 県のワクチンの若者接種センターを山梨大医学部キャ
ンパスに開設

1日 厚労省はデルタ株の２倍の感染力を持つ変異株によ
る感染再拡大に備え、新たな保健・医療提供体制確
保計画の策定を都道府県に要請。入院患者は第５波
ピーク時の２割増を想定

4日
3日 県内の1日の新規感染者数が約３か月ぶりにゼロに

18日 ワクチン接種や検査陰性の証明を条件にGZ認証の基
準を緩和するための実証実験を甲府市のホテルなど４
か所で開始

14日 NTTドコモで大規模な通信障害が発生

31日 衆院選で自民党が単独過半数を確保。公明党との連
立政権を維持へ

９月

重点措置解除に伴い、認証店での酒類提供が認めら
れ、営業時間の制限もなくなる。非認証店に対する休
業要請は継続▼富士山の21年夏の登山者数は19年比
65％減の6万5000人。1981年以降で最少

重点措置期間中、営業時短要請に従わなかった飲食店
７店への過料を求め、甲府地裁に通知手続き 19都道府県の緊急事態宣言と８県のまん延防止等重

点措置を全て解除

10月

山梨など６県に適用されていたまん延防止等重点措
置を解除

甲府市は重点措置期間中、休業または時短営業する市
内の飲食店などに独自の支援金を給付すると発表。
GZ認証店は15万円、非認証店は5万円 政府の分科会が緊急事態宣言を解除する基準案をま

とめる

県がアイメッセ山梨（甲府市）に設けた２か所目のワ
クチン大規模接種センターで18歳以上の全県民を対
象に予約受け付けを開始

24日

岸田氏が第100代首相に指名され、岸田内閣が発足。
コロナ担当の経済再生相に山際大志郎氏、ワクチン
担当相に堀内詔子氏が就任。岸田首相は、14日に衆
院を解散して19日公示ー31日投開票の日程で衆院選
を行う方針を表明

17日

軽症・無症状の患者を退院・退所させ自宅で療養させ
る「退所後ケア」の運用を開始▼夏休み明けの学校に
分散登校やオンライン授業を要請(9/12まで)

26日 県の医療対策会議で今後の医療体制などを協議。１日
の新規感染者数は最大150人、入院者数は最大274
人、宿泊療養者数は最大772人と想定。自宅療養なし
でも病床376床、宿泊療養施設966室の現状体制で対
応可能との見通しを示す

新型コロナ情報を一元的に発信する「やまなし感染症
ポータルサイト」を県HPに開設。感染者数や新たな
変異株の情報、注意喚起や対策などを発信▼６か所目
の宿泊療養施設をドーミーイン甲府丸の内（甲府市）
に開設

1日

重点措置に伴う時短要請に応じない飲食店12店に営
業時間短縮を命令し、県HPに店名を公表 政府は19都道府県の緊急事態宣言と8県のまん延防止

等重点措置の期限を9月30日まで延長

27日 北海道など8道県に緊急事態宣言が発令され、対象は
21都道府県に拡大。佐賀、高知など4県にまん延防止
等重点措置が適用され、対象は12県に(いずれも9/12
まで)
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11月 4日 1日 世界の死者が500万人を超える

12日

15日

22日 ワクチン３回目接種の運用方針を策定

30日 11月の感染者は１人で、20年３月以来最少となる

26日

1日 1日 ワクチンの３回目接種が医療従事者から始まる。対
象は18歳以上の希望者▼米国でオミクロン株感染者
を初確認

6日

13日

22日 大阪府が、オミクロン株に感染した親子３人が感染
経路不明の市中感染に当たると発表。市中感染の確
認は国内初

24日 東京都内でもオミクロン株の市中感染が確認され、
都は25日から希望者全員に無料検査を開始▼厚労省
が米メルク社の飲み薬「ラゲブリオ」を特例承認。
飲み薬としては国内初

YCDCは第５波の感染状況などを分析した「第5波
（7∼9月）の振り返り」を発表。YCDCのポータルサ
イトで公開

政府は第６波に向けた総合対策の「全体像」を決
定。第５波ピーク時より約３割増の3万7000人が入院
できる体制を整備

３回目のワクチン接種が始まる▼確保病床数のフェー
ズを４段階から５段階に変更する運用を開始▼知事は
年末年始に県外に移動する際はワクチン接種や、検査
による陰性確認を県民に求める▼飲食店でのキャッ
シュレス決済利用者へのポイント還元事業スタート
（22/1/31まで）

政府は新型コロナの基本的対処方針を改定。「ワク
チン・検査パッケージ」を活用し、イベントや飲食
の制限を全面緩和▼政府は感染抑止と経済活動の両
立に向け、新たな経済対策を決定。財政支出は55.7
兆円

WHOは南アフリカなどで検出された新たな変異株を
「オミクロン株」と命名し、警戒度が最も高い変異
株に指定▼国立感染症研究所はオミクロン株の警戒
レベルを３段階中２番目に位置づけ

14日

20日
17日

31日

12月

厚労省が第6波に備えた医療提供体制の計画を発表。
第5波ピーク時の3割増となる3万7000人が入院でき
る体制として、全国で約4万6000床の病床と応援派遣
できる医師・看護師各3000人を確保

7日

市中感染が確認された都道府県に滞在歴のある人や不
安を感じる無症状者らを対象に、県内の登録薬局で無
料の抗原定性検査を開始

15日

19日

約36兆円の21年度補正予算が成立。補正予算として
は過去最大

ワクチン接種証明書やPCR検査の陰性証明書などのグ
リーンパスを提示した県民に限り、人数制限なしでの
宴会が可能になる

WHOがオミクロン株の感染拡大ペースについて「こ
れまでにない速さ」と警告

宿泊割引事業に埼玉、神奈川両県民も対象に加えると
発表（12/24宿泊分から）

岸田首相が18歳以下への10万円相当の給付を年内に
現金で一括給付できるようにすると表明

県民限定の宿泊割引事業に長野、静岡両県民も対象に
加えると発表（12/10宿泊分から） 13日

感染者が宿泊療養施設に入るまで8月のピーク時は平
均4.5日、最長8日かかり、自宅待機者はピーク時で1
日183人に達したと発表、知事が陳謝する

厚労省はワクチンの３回目接種の実施を決定。対象
は18歳以上の希望者で、2回目までとは異なるメー
カーのワクチンの交互接種も可能に山梨大病院に新型コロナの後遺症外来が開設される。

発症から１か月以上経過した16歳以上の患者が対象

国内で初めてオミクロン株の感染者を確認。アフリ
カのナミビアから入国した男性▼政府は全世界から
の外国人の新規入国を原則禁止に

30日

5日
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1月 5日 県内でオミクロン株の感染者を初確認。ワクチンを２
回接種済みの40代女性

6日

9日 広島、山口、沖縄の３県が、第６波では全国に先駆
けてまん延防止等重点措置を適用

7日 人数制限なしの宴会ができるグリーンパスを停止▼県
が市町村主催の成人式（8、9日）に出席する新成人
向けに約１万人分の抗原検査キットを配布

11日 岸田首相がオミクロン株対策に向けた「基本姿勢」
を発表。在宅・宿泊療養体制の強化やワクチンの３
回目接種の前倒しなどが柱

15日 国内初の新型コロナ感染者が確認されて２年が経過

20日
20日 国内の累計感染者が200万人を超える

23日 3回目となる臨時特別協力要請を発出(2/23まで）。
ワクチン未接種者には不要不急の外出・移動自粛を要
請▼ホームケア療養者に３万円を給付するホームエイ
ド給付金制度を発表

21日 首都圏など13都県がまん延防止等重点措置を適用▼
厚労省がファイザーの5～11歳向けワクチンを特例承
認

24日 27日 大阪、長野、静岡など18道府県がまん延防止等重点
措置を適用

31日

25日 中学・高校での部活動の原則自粛、運動時のマスク着
用を要請

26日 臨時特別協力要請の一部表現を修正

27日 １日の新規感染者が439人と第6波のピークに

28日 保健所の積極的疫学調査の対象を見直し、重症化リス
クの高い人などを優先▼GZ認証基準を改定。3項目以
上で不備があり10人以上のクラスターが発生した場
合は認証を取り消し、店名も公表する▼7か所目の宿
泊療養施設を甲斐リゾートホテル（笛吹市）に開設▼
知事が全国知事会で「まん延防止等重点措置は使い物
にならない」として国に制度変更を求める▼プレミア
ム食事券の販売を開始

1日 1日 後藤厚労相が日本医師会の中川俊男会長に「発熱外
来の３割が積極的に公表していない」として改善を
要請

5日 和歌山県がまん延防止等重点措置を適用

2日 県内の累計感染者数が１万人を超える

5日 甲府市で３回目のワクチン接種がスタート。２回目接
種から７か月以上経過した65歳以上が対象

2月

岸田首相は年頭記者会見で、医療の逼迫を回避する
ため感染者全員を入院させる運用を見直し、重症度
に応じて宿泊・自宅療養に切り替える方針を表明

自宅療養を活用する方針を発表。県総合対策本部内に
「ホームケア班」を新設

自衛隊による３回目のワクチンの大規模接種が東
京・大手町で始まる▼経済産業省が、売り上げが
減った中小事業者向けの「事業復活支援金」の申請
受け付けを開始。法人には最大250万円、個人には最
大50万円を支給

4日

12日

知事は市町村長とのオンライン会議で、感染者が急増
した場合は自宅療養を導入するという方針転換に言及
▼県は無症状の県民を対象に無料の抗原定性検査を開
始

宿泊療養施設「ドーミーイン甲府丸の内」を３か所目
の医療強化型施設として運用開始▼23日のワクチン
未接種者への要請に「差別だ」などの抗議が県に約
1800件寄せられる▼１人親世帯などを対象とした子
育て家庭休業助成金制度を再開（2/10まで)

19日
18日 山梨ブランド情報発信サイト「ハイクオリティやまな

し」が運用を開始

7日 首相の諮問機関「地方制度調査会」の初会合を開
催。病床確保に関する国と地方自治体の役割分担な
どを議論

政府が基本的対処方針を改定し、ワクチン接種証明
書か陰性証明書の提示で飲食店やイベントの人数制
限をなくす「ワクチン・検査パッケージ」の一時停
止などを明記ホームケア（自宅療養）の運用がスタート。当面の対

象は無症状か軽症で基礎疾患のない40歳未満

山梨県の動き 日本・世界の動き

２０２２年

県は全業種の労働者をエッセンシャルワーカーと位置
づけ、濃厚接触者の待機解除を最短5日目に短縮▼8
か所目の宿泊療養施設をホテルクラウンヒルズ甲府
（甲府市）に開設。8施設で1135室となる。病院のコ
ロナ病床も13床増やして389床に
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8日 ホームケアの運用を見直し「ファーストケア班」を新
設。陽性判明後、療養先が決まるまで自宅で待機する
感染者を看護師らがサポートする

10日 厚労省がファイザーの飲み薬「パキロビッドパッ
ク」を特例承認。国内２種類目の軽症者向け飲み薬
として14日から使用開始

15日 オミクロン株の系統BA.1よりも感染力の強いBA.2の
感染者を県内で初めて確認

12日 高知県がまん延防止等重点措置を適用し、適用地域
は36都道府県に

16日 21日 沖縄、山口など５県がまん延防止等重点措置を解除

28日 国内の累計感染者数が500万人を突破

17日 臨時特別協力要請として、早めの受診、高齢者施設と
保育所、幼稚園等での感染防止対策の徹底などを追加

19日 県は県立美術館でワクチンの大規模接種を実施。高齢
者施設と保育施設で働く人に優先枠を設ける

21日 YCDCと県保健所で感染者情報管理システム「ヤマビ
ス」の運用を開始▼山梨大で３回目ワクチンの職域接
種が始まる

23日 過去最大となる約5467億円（前年度比3.3％増）の22
年度当初予算案を県議会で可決

24日 臨時特別協力要請（1/23∼）を従来の協力要請と統合
し、３月末まで延長。部活動の原則自粛、分散登校、
運動時のマスク着用などは維持

28日 県内の全学校、幼稚園、保育所などで感染が判明した
場合、同一クラス、グループの全員にPCR検査を受
けさせる県独自の検査制度「新山梨方式」が始まる
（3/25まで)

1日 全29県立高校の卒業式に出席する生徒と教職員の全
員が抗原定性検査を受け、陰性者のみ出席

1日 観光目的以外の外国人の新規入国を容認。日本人を
含む入国上限を１日5000人に

4日 6日 13県がまん延防止等重点措置を解除

11日

5日 富士河口湖町などで5～11歳へのワクチン接種が始ま
る

10日 ４月開催予定の「信玄公祭り」が秋に延期されること
が決定

21日 18都道府県がまん延防止等重点措置を解除し、約2か
月半ぶりに全面解除に

11日 県民協力要請の一部緩和を発表。ワクチン未接種者の
不要不急の外出・移動、運動時のマスク着用、５人以
上の会食などの自粛を解除（14日から）

25日

14日
31日

17日 甲府市が５～11歳のワクチン接種を開始

3月

東京都が、都内の新規感染者のうちBA.2の割合が半
数を超えたと発表

長崎知事は全国知事会で、2回目と3回目のワクチン
の接種間隔を現行の6か月から4か月に短縮するよう
求める

29日 県民協力要請のうち学校でのオンライン授業や分散登
校、部活動自粛の要請を解除。要請は5月末まで延長
▼宿泊施設についてGZ認証と国際衛生基準（WHSR)
との認証互換が国内で初めて認められたと発表。国際
基準を満たした上位認証制度「やまなしグリーン・
ゾーン・プレミアム」を創設

甲府市が市立甲府病院で職員と患者の計7人が感染す
るクラスターが発生したと発表。１病棟で新規入院を
停止

政府がまん延防止等重点措置の新基準を示す。新規
感染者の減少あるいは病床使用率の低下のいずれか
を満たせば解除を認める

観光庁は旅行の割引制度「県民割」を４月から地域
ブロックに拡大すると発表▼総務省が、20年度に全
国の自治体が使った新型コロナ予算は約25兆円と発
表「無尽でお助けキャンペーン」の上乗せ率を５％から

30％に引き上げる（4/30まで)
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1日 4日 厚労省がすべての高齢者施設で医師による治療を受
けられるよう都道府県に体制の整備を要請

7日 岸田首相がワクチンの３回目接種を集団で実施する
大学などへの財政支援を表明

5日 県民協力要請として学校の部活動での運動時にもマス
ク着用を求める▼21年の自殺未遂者の約８％に新型
コロナの影響がみられるとの調査結果を公表

8日 政府が実施した孤独・孤立に関する初の全国調査
で、「孤独感がある」との回答は20歳代で44％を超
え、最多に

16日 長崎知事が新型コロナに感染。県外の医療機関や自宅
で療養

9日 国内の累計感染者数が700万人を突破

19日 12日 世界の累計感染者数が５億人を超える

22日 富士山の麓と５合目を結ぶ有料道路「富士スバルライ
ン」が全線開通

27日 長崎知事が公務に復帰

28日 JR甲府駅に無料の抗原定性検査所を開設。大型連休
中、旅行者らが対象（5/8まで)

28日 厚労省が新型コロナの後遺症に対する「診療の手引
き」を改訂し、かかりつけ医が患者を経過観察した
り、専門医に紹介したりする目安を明示

９日 5日 国内の累計感染者数が800万人を突破。１か月弱で
100万人が感染

12日 厚労省が、BA.4とBA.5を国内で初めて確認したと発
表。感染者は４月下旬に成田空港から入国した男性
３人

13日 国内の新型コロナによる死亡者が３万人を超える

19日 グローバル・アドバイザリー・ボードのメンバー３人
を交えた会議を県庁で開催

20日 後藤厚労相がマスク着用に関する政府見解を発表。
屋外では会話しなければ近距離でも着用不要に

25日 ４回目のワクチン接種が笛吹市で始まる。県内の対象
者は約30万人

23日

25日 60歳以上と基礎疾患など重症化リスクのある18歳以
上を対象にしたワクチンの４回目接種がスタート

１日 １日 入国上限を1日2万人に引き上げる

10日 感染リスクの低い国・地域から入国する添乗員付き
パック旅行客の受け入れ手続き再開

15日 政府の新型コロナ対応を検証する有識者会議が提言
をまとめる

6日 5～11歳の児童へのワクチン接種が進まないことから
保護者を対象にアンケートを実施（9日まで）

20日 政府の月例経済報告で、景気の先行きに関して20年2
月から記載されてきた新型コロナの影響を懸念する
表現がなくなる

県庁の組織改編でYCDCは感染症対策、新型コロナウ
イルス対策、グリーン・ゾーン推進の３グループに再
編▼県民限定の宿泊割引事業の対象地域を茨城、群
馬、千葉県にも拡大（10/10まで)

4月

5月

6月

県内の無形文化財保存団体やクリエイターが出演する
イベントを支援する「文化芸術・観光融合促進事業費
補助金」の対象事業の募集を開始

17日

県議会で知事に代わり渡邊和彦副知事が議案の提案理
由を説明

行動制限を最小限に抑えた県民協力要請を発出。ＧＺ
認証基準も一部緩和し、３回目ワクチン接種証明の提
示などで飲食店での利用時間延長などが可能に▼感染
者と同一世帯であれば濃厚接触者とする運用を開始▼
県教委は学校の運動系部活動中の感染防止策として
37種目ごとのガイドラインを作成

政府が「内閣感染症危機管理庁（仮称）」や「日本
版CDC」の創設を柱とした新たな感染症対策を決定
▼売り上げが落ちた中小企業などに最大250万円を給
付する政府の事業が受け付けを終了

17日

11日

米国ノババックス社の新ワクチンの接種センターを山
梨大病院に設置し、予約受け付けを開始。アレルギー
でファイザー、モデルナ製のワクチンを接種できない
人らが対象▼大型連休中に県内の主要な観光施設やイ
ベントに訪れた観光客は１日あたり前年比1.8倍の延
べ103万人と発表

政府の新型コロナ対応を検証する有識者会議が初会
合

政府が基本的対処方針を改定し、屋内外でマスクを
外せる状況を初めて明記。熱中症リスクに対応する
ための措置で、体育授業や運動部活動中は基本的に
マスクは不要に

13日 財務省が、新型コロナ対応の医療提供体制の強化や
ワクチン確保などに16兆円を投じたと発表▼厚労省
が、ワクチンを３回接種後に感染した70～80歳代の
重症化率・致死率は１～2回接種者と比べて半減と公
表
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2日 BA.2よりさらに感染力が強いとされるBA.5の感染者
を県内で初めて確認

14日 国内の累計感染者数が1000万人に達する

3日 ホームケア、退所後ケアの利用者を対象にした給付金
制度を終了

16日 国内の１日の新規感染者数が11万人を超え、過去最
多を更新

4日 入院以外の療養者はホームケアか宿泊療養かを選べる
選択制を導入

22日

16日 無症状の県民を対象に、県内の薬局で無料の抗原定性
検査を再開

18日 渡邊副知事が新型コロナに感染 23日

20日 １日の新規感染者数が初めて1000人を超える

22日

25日 サル痘の感染者を国内で初確認

27日 WHOは直近１週間（18∼24日）の感染者数で、日本
は国別で世界最多になったと発表

29日

26日

31日 県内の累計感染者数が５万人を突破

1日 甲府市保健所で「ヤマビス」の運用を開始 2日

2日 重点医療機関に甲府共立、都留市立、上野原市立の３
病院を指定、計16病院に

3日 クラスターが多発する高齢者・障害者施設、保育所な
どを対象に、換気を徹底するための空気清浄機や二酸
化炭素濃度測定器の購入費を助成すると発表

4日 １日の新規感染者数が1500人を突破し、病床使用率
は50％を超える

5日 お盆休みを前にＪＲ甲府駅に無料の抗原検査所を開設
（18日まで）

4日

10日

10日

17日

11日 国内の累計感染者数が1500万人を超える

18日 １日の新規感染者数が1662人と最多を更新し、第７
波のピークに

17日 厚労省が、抗原検査キットのインターネット販売を
解禁

19日 感染者の死亡者が100人を超える（発表日ベース） 21日 岸田首相が新型コロナに感染したと発表

第２次岸田改造内閣が発足。新型コロナ担当の山際
大志郎経済再生相は留任。厚生労働相は加藤勝信・
元厚労相が再登板▼国内の１日の新規感染者数が25
万人を超え、過去最多を更新

国内の１日の新規感染者が20万人を超え、第６波
ピークの２倍に達する▼WHOが欧米で拡大するウイ
ルス感染症「サル痘」について「国際的に懸念され
る公衆衛生上の緊急事態」に相当すると宣言

感染力の強いBA.5に対応するため、政府が都道府県
で独自に「BA.5対策強化宣言」を発令できる仕組み
を導入▼国内の自宅療養者が100万人を超える

新型コロナの感染症法上の「２類相当」での運用に
ついて、岸田首相が「このタイミングで感染症法上
の位置づけを変更することは考えていない」と発
言。２類相当の見直しは第７波収束後になるとの見
通しを示す

7月

８月

4回目の臨時特別協力要請を発出（9月末まで）。感
染時に備えて解熱剤や食料の備蓄や、事前の無料検査
やワクチン接種、平日・日中の受診などを県民に要請

コロナ感染者の救急搬送が急増し救急医療が逼迫して
いるとして、知事が救急車の要請には慎重を期すよう
県民に呼びかける

第７波対策としてホームケアの仕組みを簡素化した
「ホームケア・ライト」の運用を開始。2∼49歳でワ
クチン接種済みの人らが対象。医師に代わり看護師が
健康観察システムをチェック。ホームケアの対応可能
数は2250人から8000人に拡大。感染者が療養先を選
べる選択制は休止▼13か所目の重点医療機関として
山梨病院（甲府市）を指定

知事は「発熱患者の救急搬送が増え、病院業務を圧迫
している」として夜間・休日の救急外来の利用をでき
るだけ控えるよう県民に要請▼確保する病床数を
フェーズ５（緊急対応期）に引き上げる

神奈川県と熊本県が全国初となる「BA.5対策強化宣
言」を発令▼政府の新型コロナ対策分科会の尾身茂
会長ら専門家有志が、感染者の把握は全数ではなく
重症化リスクがある人や死亡者に絞るよう政府に提
言。全国知事会と日本医師会も感染者の全数把握の
即時見直しを厚労相に申し入れる▼日本感染症学会
や日本救急医学会など４学会が、軽症で若く持病が
なければ慌てて受診する必要はないとの声明を発表

厚労相は、症状が軽く65歳未満で基礎疾患がなけれ
ば医療機関での受診は控えるよう呼びかける▼政府
は感染者情報を一元管理する国のシステム「HER-
SYS」の入力を簡素化する方針を決める

政府が第７波に向けた対策を発表。濃厚接触者の待
機期間を原則５日間に短縮し，２度の検査で陰性な
ら３日目の解除も可能に。医療機関や保健所の負担
軽減策、４回目ワクチン接種の対象者拡大などを打
ち出す

31日
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23日

29日 臨時特別協力要請を9月末まで延長。通常の県民協力
要請（６～８月末）は11月末まで延長▼GZプレミア
ムに県内３か所の宿泊施設が認証され、初の認証交付
式

１日 重点医療機関に飯富、笛吹中央の２病院を指定、計
18病院に

1日 新型コロナによる死亡者が全国で４万人を超える

13日 確保病床数をフェーズ５から３に引き下げ。フェーズ
の変更は7月26日以来

2日

22日 甲斐市がオミクロン株対応ワクチンの接種を開始

26日

27日 7日

9日 国内の累計感染者数が2000万人を超える

12日

14日 WHOのテドロス事務局長が「パンデミックは終わり
が視野に入ってきた」と発言

20日 国内初となるオミクロン株対応ワクチンの接種が始
まる

26日 感染者の全数把握の簡略化が全国一斉にスタート。
従来通り発生届が必要なのは①65歳以上②入院が必
要か必要になる可能性がある③重症化リスクがあり
コロナ治療薬か酸素の投与が必要④妊婦――に限定

7日 新型コロナの後遺症の実態を把握するため調査を開
始。第５波以降の感染者約４万2000人を対象に後遺
症の有無や具体的な症状などを尋ねる（20日まで）

5日 厚労省がBA.5と従来株に対応するファイザーの「２
価ワクチン」と、生後6か月～4歳向けの同社ワクチ
ンを特例承認

11日 政府の全国旅行支援開始を受け、これまでの宿泊割引
事業に代わって、全国民を対象に日帰り旅行も割り引
かれる新たな旅行料金割引事業が始まる

7日

20日 県内の累計感染者数が10万人を超える

25日 GZ認証制度の運用を見直す。病床使用率や感染状況
に応じて認証基準をレベル１～３の３段階で区分。最
も軽いレベル１を即日適用。グループ内でのパーティ
ション設置などは求めず

27日

10月

24日 政府が、都道府県の判断で感染者の「全数把握」の
見直しを認める方針を発表

政府が全国旅行支援を開始（東京都のみ20日開始)。
入国者上限（１日５万人）を撤廃するなど水際対策
も大幅緩和

11日

政府が感染症法などの改正案を閣議決定し、衆院に
提出。公的な医療機関に感染症医療の提供を義務づ
けるほか、都道府県と医療機関が病床確保などで協
定を結ぶ仕組みを制度化するのが狙い。24年度施行
を目指す▼生後6か月～4歳へのワクチン接種に予防
接種法上の「努力義務」を適用することが厚労省の
専門家分科会で決まる

経口抗ウイルス薬の活用を促進するため、山梨大、県
医師会と共同で、医師や看護師、薬剤師らを対象にし
たオンライン研修会を開催

9月

県医師会や山梨大病院など医療関係者が「コロナ対応
で医療が逼迫し通常の医療提供が困難になっている」
として、救急車の適切な利用などを呼びかける共同
メッセージを発表

感染者の全数把握を簡略化し、医師が保健所に提出す
る発生届は65歳以上や入院を要する患者らに限定。
届け出対象外の感染者の自宅療養などに対応するため
「健康フォローアップセンター」を開設

全数把握の簡略化に伴い、感染者数などの公表方法を
見直す。発生届の対象者は従来通りだが、届け対象外
は総数と年代別内訳、受診医療機関の所在地（市町
村）のみを翌日公表することに

30日 臨時特別協力要請を終了。県内の小学校校長に対し、
５～11歳の児童の保護者にワクチン接種の必要性に
ついて説明する機会を設けるよう要請▼県内の直近１
週間（20∼27日）の人口10万人あたりの新規感染者数
が全国最少になったと発表▼２番目の宿泊療養施設
「東横イン甲府駅南口Ⅰ」（甲府市）の利用を終了。
宿泊療養施設は７施設に

厚労省がファイザー製とモデルナ製のオミクロン株
対応ワクチンの製造販売を特例承認。BA.1と従来株
に対応する「２価ワクチン」の承認は初

感染者の療養期間を10日間から７日間に短縮し、自
宅療養期間中の外出制限も緩和される▼入国上限を
１日５万人に。添乗員なしパック旅行客も受け入れ

6日 ５～11歳へのワクチン接種に対し、12歳以上と同じ
く予防接種法上の努力義務が課される▼岸田首相
が、感染者の全数把握の簡略化を9月26日から全国一
律で実施すると表明

全国に先駆けて宮城、茨城、鳥取、佐賀の４県が感
染者の全数把握を簡略化し、発生届を高齢者らに限
定する仕組みをスタートさせる
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28日 「信玄公祭り」が３年半ぶりに開幕（30日まで）

24日 生後６か月～４歳のワクチン接種が始まる

25日 新型コロナ担当の山際経済再生相が辞任し、後任に
後藤茂之・前厚労相が就任

27日 文科省が、全国の小中学校で21年度に不登校だった
児童生徒が過去最多の約24万人に上ったと発表。い
じめ認知件数も過去最多に

28日 政府が臨時閣議で29兆円（一般歳出）の経済対策を
決定

11月 9日 新規感染者が２日連続で700人を突破し、病床使用率
も20％台となったことを踏まえ、知事が記者会見で
「すでに第８波に突入したと言わざるを得ない」と発
言

10日 プレミアム食事券第２弾の販売を開始

22日 宿泊施設での療養者急増を受け、自宅療養か宿泊療養
かを選択できる制度を休止する

22日 厚労省が、国産初となる塩野義製薬の新型コロナ飲
み薬「ゾコーバ」を緊急承認

24日 新型コロナの後遺症（罹患後症状）に関する実態調査
の結果概要を公表。回答した約7000人のうち38％に
後遺症とみられる症状があった▼県民協力要請（6～
11月）を23年3月末まで延長。新型コロナと季節性イ
ンフルエンザの同時流行に備え、早めのワクチン接種
を呼びかける▼県総合対策本部副本部長に樋口雄一・
甲府市長が就任

28日 山梨大病院に臨時の夜間発熱外来を開設。診療時間は
午後7～11時

1日 同時流行に備え、県が発熱患者を対象とした「オンラ
イン診療センター」を開設。平日は午後5時～翌日午
前9時、土日祝日は24時間

2日 感染症医療の提供を公的医療機関に義務づけること
などを柱とする改正感染症法が成立。主な規定は24
年度施行

3日 感染者の死亡者が200人を超える（発表日ベース）

6日 新型コロナ後遺症の診療が可能な31医療機関を公表

19日

26日 累計感染者数が15万人を超える

（2022年12月26日現在）

14日 新型コロナと季節性インフルエンザの同時流行に備
え、事業費として7億8500万円を専決処分。山梨大病
院の臨時夜間発熱外来や、県のオンライン診療セン
ターの開設費用など▼ＧＺ認証基準をレベル１からレ
ベル２に引き上げる▼神輿（みこし）を担ぐ場合のガ
イドラインを発表

国の新型コロナ対策事業で、税の無駄遣いや不適切
な使用が102億円あったことが会計検査院の21年度決
算報告で明らかに。うち55億円はコロナ患者用の病
床を確保した医療機関に支払った交付金の過大交付

7日

政府が第８波に備え、病床使用率を目安に都道府県
ごとに感染レベルを４段階に分ける新たな仕組み案
をまとめる。知事はレベル３で「対策強化宣言」、
その後も感染急拡大が続けば「医療非常事態宣言」
を発令できる。18日に正式決定

11日

政府が新型コロナと今冬の季節性インフルエンザの
同時流行に備えた対策を発表。発熱外来の逼迫を避
けるためオンライン診療の拡充を求める

13日

小児ワクチン接種を促進するため県教委が市町村教委
向けに説明会を開催

31日

厚労省が、新型コロナと季節性インフルエンザを同
時に調べられる抗原検査キットについて、薬局やイ
ンターネットで購入できる一般用検査薬として初め
て承認

国土交通省が、12月27日宿泊分までで終了する全国
旅行支援を23年1月10日から再開すると発表

知事が臨時記者会見で「県内13病院で十分な診療体
制をとることができず、医療提供体制に逼迫が生じて
いる」などとして、県民に感染防止対策の徹底を呼び
かける。年末年始の発熱外来の診療体制を県ＨＰに掲
載

13日

5日

12月
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