
１ 新型コロナウイルス感染症の状況等について 

 

（１）宮城県内における感染状況及び主な指標等 

 

 

 

（２）宮城県内における PCR 検査実施状況 

【令和３年】 検査件数累計 126,967 件 （陽性率/週（7/19～7/25） 5.1％） 

 

 

 

 

 

① 9,954 人

333 人

9,530 人

91 人

算出のための
実績値等

参考
（ステージⅢ）

② 26.5 ％ 93床／359床 20%

③ 4.4 ％ 2床／45床 20%

④ 11.2 人 231人/2,306千人

石巻市 7.2 人 10人/139千人

確保病床　・・・　各医療機関から報告のあった現時点で確保している病床

令和3年8月1日現在

項目 指標値

確保病床使用率
（入院医療）

確保病床使用率
（重症者用病床）

直近1週間の陽性者数
【対人口10万人】
（7/26～8/1）

15人

　　うち死亡

令和3年8月2日現在

県内患者累計

　　うち療養中など

　　うち療養終了

報告 



 

（３）各都道府県の検査陽性者の状況（河北新報より） 【6/27 20：00】 

 

                       
 

 

 

 

都道府県名 累計 うち新規 死亡 都道府県名 累計 うち新規 死亡

北海道 41,244 +28 1385 東京都 172,427 +386 2,223

青森県 2,477 +1 31 神奈川県 66,802 +204 945

岩手県 1,667 +8 46 新潟県 3,397 +0 47

宮城県 9,108 +4 90 富山県 2,037 +1 38

秋田県 832 +10 20 石川県 3,928 +1 115

山形県 2,020 +0 47 福井県 1,251 +11 34

福島県 4,851 +11 161 山梨県 2,081 +2 21

茨城県 10,477 +37 163 長野県 5,027 +4 91

栃木県 6,959 +20 81 岐阜県 9,247 +2 186

群馬県 8,026 +4 152 静岡県 9,247 +31 150

埼玉県 46,181 +85 830 愛知県 50,959 +41 955

千葉県 39,923 +108 704 三重県 5,237 +2 110

都道府県名 累計 うち新規 死亡 都道府県名 累計 うち新規 死亡

滋賀県 5,548 +4 90 徳島県 1,655 +0 63

京都府 16,552 +14 241 香川県 2,092 +2 30

大阪府 103,134 +96 2,647 愛媛県 2,752 +0 75

兵庫県 40,866 +16 1,283 高知県 1,797 +9 24

奈良県 8,153 +18 129 福岡県 35,418 +25 519

和歌山県 2,673 +1 49 佐賀県 2,552 +0 24

鳥取県 466 +0 2 長崎県 3,163 +10 69

島根県 552 +0 1 熊本県 6,474 +4 116

岡山県 7,587 +1 126 大分県 3,491 +0 62

広島県 11,467 +6 174 宮崎県 3,073 +0 27

山口県 3,130 +2 77 鹿児島県 3,662 +9 38

空港検疫 3,110 +4 5 沖縄県 20,605 +61 179

※クルーズ船、チャーター機を除く
全国合計 795,377 +1,283 14,675



（４）ＷＨＯ（世界保健機関）の対応 

（５）国の対応（主に厚生労働省） 

①法令関係 

②会議関係 

・新型コロナウイルス感染症対策本部（7/30【第 71回】） 

③緊急事態宣言等（インフル特措法に基づく措置） 

【まん延防止等重点措置】 

・３府県に新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置を適用（4/1公示） 

   ○適用区域：宮城県、大阪府及び兵庫県 

○実施期間：4/5～5/5 

・まん延防止等重点措置の適用区域の変更（4/9公示） 

○適用区域：３府県に加え、東京都、京都府及び沖縄県を追加 

○実施期間（東京都）：4/12～5/11 

○実施期間（京都府、沖縄県）：4/12～5/5 

・まん延防止等重点措置の適用区域の変更（4/16 公示） 

○適用区域：６都府県（宮城県、大阪府、兵庫県、京都府、沖縄県、東京都）に 

加え、４県（埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県）を追加  

○実施期間（埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県）：4/20～/5/11 

・まん延防止等重点措置の適用区域及び期間の変更（4/23公示） 

○適用区域：宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び沖縄県に愛媛県を追加 

○実施期間（宮城県）：4/5～5/11 

○実施期間（沖縄県）：4/12～5/11 

○実施期間（埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県）：4/20～/5/11 

○実施期間（愛媛県）：4/25～/5/11 

※４都府県（東京都、京都府、大阪府、兵庫県）については、緊急事態宣言の実

施すべき区域に移行 

・まん延防止等重点措置の適用区域及び期間の変更（5/7公示） 

○適用区域：６県（宮城県【5/11 終了】、沖縄県、埼玉県、千葉県、神奈川県、

愛媛県）に北海道、岐阜県、三重県を追加 

○実施期間（宮城県）：4/5～5/11 

○実施期間（沖縄県）：4/12～5/31 

○実施期間（埼玉県、千葉県、神奈川県）：4/20～/5/31 

○実施期間（愛媛県）：4/25～/5/31 

○実施期間（北海道、岐阜県、三重県）：5/9～5/31 

※愛知県については、緊急事態宣言の実施すべき区域に移行 

・まん延防止等重点措置の適用区域及び期間の変更（5/14公示） 

○適用区域：７県（沖縄、埼玉、千葉、神奈川、岐阜、三重、愛媛）に 

○適用区域：３県（群馬、石川、熊本）を追加 



○実施期間（沖縄県）：4/12～5/31 

○実施期間（埼玉県、千葉県、神奈川県）：4/20～/5/31 

○実施期間（愛媛県）：4/25～/5/31 

○実施期間（岐阜県、三重県）：5/9～5/31 

○実施期間（群馬県、石川県、熊本県）：5/16～6/13 

※北海道については、緊急事態宣言の実施すべき区域に移行 

・まん延防止等重点措置の適用区域の変更（5/21 公示） 

○実施期間（埼玉県、千葉県、神奈川県）：4/20～/5/31 

○実施期間（岐阜県、三重県）：5/9～5/31 

○実施期間（群馬県、石川県、熊本県）：5/16～6/13 

※愛媛県については、適用解除（4/25～5/22） 

※沖縄県については、緊急事態宣言の実施すべき区域に移行 

・まん延防止等重点措置の適用期間の変更（5/28 公示） 

○実施期間（埼玉県、千葉県、神奈川県）：4/20～6/20 

○実施期間（岐阜県、三重県）：5/9～6/20 

○実施期間（群馬県、石川県、熊本県）：5/16～6/13 

・まん延防止等重点措置の適用期間等の変更（6/10 公示） 

○実施期間（埼玉県、千葉県、神奈川県）：4/20～6/20 

○実施期間（岐阜県、三重県）：5/9～6/20 

※群馬、石川、熊本の３県については、6/13 をもって終了 

・まん延防止等重点措置の適用期間等の変更（6/17 公示） 

○実施期間（埼玉県、千葉県、神奈川県）：4/20～7/11 

○実施期間（北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県） 

     ：6/21～7/11 

※岐阜、三重の２県については、6/20 をもって終了 

・まん延防止等重点措置の適用区域等の変更（7/8公示） 

○実施期間（埼玉県、千葉県、神奈川県）：4/20～8/22 

○実施期間（大阪府）：6/21～8/22 

※北海道、京都府及び愛知、兵庫、福岡の３県については、7/11をもって終了 

  ※東京都については、緊急事態措置区域に移行 

・まん延防止等重点措置の適用区域等の変更（7/30 公示） 

○北海道、石川、京都、兵庫、福岡の５道府県に適用 

○実施期間（北海道、石川、兵庫、京都、福岡）8/2～8/31 

※埼玉、千葉、神奈川、大阪の４府県については、緊急事態措置区域に移行 

 

 

 

 



【緊急事態宣言】 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言（4/23 発出、4/25 適用） 

○実施すべき区域：東京都、京都府、大阪府、兵庫県 

○実施期間：4/25～5/11 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言（5/7発出、5/12 適用） 

○実施すべき区域：４都府県（東京都、京都府、大阪府、兵庫県）に 

２県（愛知県及び福岡県）を追加 

○実施期間（東京都、京都府、大阪府、兵庫県）：4/25～5/31 

○実施期間（愛知県、福岡県）：5/12～5/31 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言（5/14 発出、5/16適用） 

○実施すべき区域：６都府県（東京、京都、大阪、兵庫、愛知、福岡）に 

北海道、岡山県及び広島県を追加 

○実施期間（東京都、京都府、大阪府、兵庫県）：4/25～5/31 

○実施期間（愛知県、福岡県）：5/12～5/31 

○実施期間（北海道、岡山県、広島県）：5/16～5/31 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言（5/21 発出、5/23 適用） 

○実施すべき区域：９都道府県に沖縄県を追加 

○実施期間（東京都、京都府、大阪府、兵庫県）：4/25～5/31 

○実施期間（愛知県、福岡県）：5/12～5/31 

○実施期間（北海道、岡山県、広島県）：5/16～5/31 

○実施期間（沖縄県）：5/23～6/20 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長（5/28 発出、6/1 適用） 

○沖縄を除く９都道府県の期間延長 

○実施期間（東京都、京都府、大阪府、兵庫県）：4/25～6/20 

○実施期間（愛知県、福岡県）：5/12～6/20 

○実施期間（北海道、岡山県、広島県）：5/16～6/20 

○実施期間（沖縄県）：5/23～6/20 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等（6/17 発出、6/21 適用） 

○沖縄を除く９都道府県の解除（6/20）及び沖縄の期間延長 

○実施期間（沖縄県）：5/23～7/11 

   ※広島県と岡山県を除く７都道府県（北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、

兵庫県、福岡県）については、まん延防止等重点措置区域に移行    

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等（7/8 発出、7/12適用） 

○東京都を措置区域に追加するとともに沖縄県の実施期間を延長 

○実施期間（東京都）：7/12～8/22 

○実施期間（沖縄県）：5/23～8/22    

  

 



・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等（7/30発出、8/2適用） 

○埼玉、千葉、神奈川、大阪の４府県を措置区域に追加し、東京都及び沖縄県の

実施期間を延長 

○実施期間（沖縄県）：5/23～8/31  

○実施期間（東京都）：7/12～8/31 

○実施期間（埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府）：8/2～8/31 

④基本方針関係 

・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更（7/30） 

 ⑤その他 

 

（６）県の対応 

①緊急事態措置 

②特措法に基づく協力の要請等 

仙台市内（全域）の接待を伴う・酒類を提供する飲食店等に対する時短要請の実施 

【要請期間】7月 21日（水） から 8月 16日（月）まで 

【営業時間】05時‐21時  

【酒類提供】11時‐20時 

 ※みやぎ飲食店コロナ対策認証制度の認証店は原則として要請の対象外 

③情報連絡体制の整備 

・新型コロナウイルス感染症対策に係る市町村長会議（WEB 会議）（4/27、5/8） 

・新型コロナウイルス感染症対策本部の開催 

（1/27、2/21、2/29、3/26、4/9、4/17、4/21、5/5、5/15、5/26、7/13、7/31、 

8/31、9/16、11/4、11/30、12/23、1/9、1/23、2/5、3/5、3/21、4/3、4/27、 

5/8、5/28、6/10、7/7、7/16 計 29回開催） 

④対応方針 

⑤医療体制の確保及び検査体制の整備 

⑥県民へ周知 

・新型コロナウイルス感染症宮城県緊急事態宣言（独自）の終了【3/18～6/13】 

・リバウンド防止徹底期間の再延長【5/12～8/31】 

  1）基本的感染対策の徹底 

  2）感染再拡大の早期探知 

  3）感染症対策認証制度（新設） 

  4）ワクチン接種の加速化 

⑦その他 

 

（７）本市の対応 

①庁内情報連携体制の整備 

②国の緊急事態宣言による市内の感染予防及び感染拡大防止体制の整備 

・新型インフルエンザ等対策本部会議の開催 



（4/8、4/13、4/17、4/21、4/28、4/30、5/5、5/12、5/16、5/27、6/9、6/30、7/3、

7/7、7/20、7/31、8/25、8/31、9/16、9/25、10/6、10/24、10/30、11/4、11/6、

11/10、11/25、12/2、12/7、12/22、1/13、1/22、1/25、1/27、2/8、3/9、3/14、    

3/19、3/21、3/24、4/2、4/4、4/13、4/27、5/12、5/25、6/7、6/29、7/20 

 計49回開催  

※1/8～3/21 4/27～法令設置） 

・新型インフルエンザ等対策危機管理部会の開催（4/22、5/7、3/18） 

③市民への周知・相談体制等の整備 

④予防・まん延防止対策 

 ア）市主催のイベント等の自粛及び公共施設の休館等について 

 ・市主催イベント等の基本的な考え方（4/5～8/31） 

イ）庁内での感染症対策 

⑤市立小・中学校及び高等学校の対応 

 ⑥石巻市議会との情報連携 

⑦新型コロナウイルスに関連する生活・経済支援策等 


