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福崎町新型インフルエンザ等対策行動計画（概要版） 

１ 計画策定の背景   

１． 新型インフルエンザは、ほとんどの人がウイルスに対する免疫を獲得していないため、

世界的な大流行（パンデミック）となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響を

もたらすことが懸念されています。 

２．国において、平成 25 年４月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」（以下「特措

法」という。）が施行されました。その後、平成 25 年６月に新型インフルエンザ等対

策行動計画（以下「政府行動計画」という。）が策定され、兵庫県においては、平成

25 年 10 月に兵庫県新型インフルエンザ等対策行動計画（以下「県行動計画」という。）

が策定されました。 

 ３．本町においては、平成 21年 10 月、福崎町新型インフルエンザ対策行動計画を作成し、

新型インフルエンザの発生に備えてきました。特措法第８条の規定により、政府行動

計画や県行動計画との整合性を確保しつつ、これまでの福崎町新型インフルエンザ対

策行動計画を廃止し、新たに福崎町新型インフルエンザ等対策行動計画（以下「町行

動計画」という。）を策定することとしました。 

２ 対象となる新型インフルエンザ等感染症及び新感染症 

       ※感染症法：感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

３ 対策の目的 

１．感染拡大を可能な限り抑制し、町民の 

生命及び健康を保護します。 

２．町民の生活及び地域経済に及ぼす影響 

が最小となるようにします。 

２０１５．１

新型インフルエンザ等 

（特措法第 2条第 1項） 

新型インフルエンザ等

感染症 

（感染症法第 6条第 7項） 

新感染症 

（感染症法第 6条第 9項） 

新型インフルエンザ 

（感染症法第６条第 7項第 1号）

再興型インフルエンザ 

（感染症法第 6条第 7項第 2号）
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４ 基本方針 

１．社会全体での取り組み 

     行政、医療機関、企業、学校、町民などが連携・協力し、新型インフルエンザ等

対策に積極的に取り組みます。 

２．自らの健康は自ら守る意識の醸成 

     新型インフルエンザ等の流行を乗り切るには、町民が自らの健康を守る意識を持

ち、正しい知識に基づいて適切に行動することが不可欠です。 

３．医学的ハイリスク者への対応の充実 

新型インフルエンザ等にり患することで重症化するリスクが高いと考えられる妊

婦や小児、透析患者など基礎疾患を有する者など、いわゆる「医学的ハイリスク者」

への対応を重点的に行います。 

５ 発生段階 

次の５段階を設け、各段階での対応方針を定めます。 

発生段階 

（兵庫県・福崎町）
状態 

発生段階 

（国） 

未発生期 新型インフルエンザ等が発生していない状態 未発生期 

海外発生期 

(県内未発生期)

海外で新型インフルエンザ等が発生した状態 

県内又は隣接府県で新型インフルエンザ等の患者

が発生していない状態 

海外発生期 

国内発生早期

県内発生早期 

県内又は隣接府県で新型インフルエンザ等が発生

しているが、すべての患者の接触歴を疫学調査で

追える状態 
国内感染期 

県内感染期 
県内で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫

学調査で追えなくなった状態 

小康期 
患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている

状態 
小康期 

本計画において「隣接府県」とは、京都府、大阪府、鳥取県、岡山県及び徳島県とする。 
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６ 被害想定 

１．患者想定 

全国 兵庫県 福崎町 

り患者数 
全人口の 25％がり患する 

3,195 万人 140 万人 4,900 人 

医療機関

を受診す

る患者数 

約 1,300 万人～   

  約 2,500 万人 

約 56 万人～ 

  約 108 万人 

約 2,000 人～ 

  約 3,820 人 

致命率の

程度 
中等度 重度 中等度 重度 中等度 重度 

入院患者

数 
約 53 万人 約200万人 約2.3万人 約8.8万人 約 80 人 約 310 人 

1 日最大入

院患者数 
10.1 万人 39.9 万人 0.4 万人 1.7 万人 15 人 60 人 

死亡者数 約 17 万人 約 64 万人 約0.7万人 約2.8万人 約 20 人 約 100 人 

 ※推計数値根拠 

    ・全国、兵庫県の推計は、県行動計画から引用する。 

    ・福崎町の推計は、平成 26 年 7月末人口より推計（19,587 人） 

    ・上記の推計には、抗インフルエンザウイルス薬等による介入の影響（効果）、現  

在の医療体制等を一切考慮していません。 

２．社会への影響に関する想定 

（１）町民の 25％が、流行期間（約８週間）に最盛期を作りながら順次り患します。

り患者は１週間から 10 日間程度り患し、欠勤します。り患した従業員の大部

分は、一定の欠勤期間後、治癒し（免疫を得て）、職場に復帰します。 

（２）ピーク時（約２週間）に従業員が発症して欠勤する割合は、多く見積もって５％

程度と考えられますが、従業員自身のり患のほか、家族の世話・看護等（学校・

保育施設等の臨時休業や、一部の福祉サービスの縮小、家庭での療養などによ

る）のため、自らはり患していなくても出勤が困難となる者、不安により出勤

しない者がいることを見込み、ピーク時（約２週間）には従業員の最大 40％程

度が欠勤するケースが想定されます。 
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７ 行動計画の主要 5項目 

１．実施体制 

  （１）新型インフルエンザ等の未発生期においても、福崎町新型インフルエンザ等対

策連絡会議（以下「連絡会議」という。）を通じ、行動計画、対応マニュアル

等の策定を協議し、関係各課の連携を確保しながら、全庁一体となった取り組

みを推進します。 

（２）新型インフルエンザ等が発生し、新型インフルエンザ等緊急事態宣言（以下「緊

急事態宣言」という。）が発せられた際には、特措法及び福崎町新型インフル

エンザ等対策本部条例に基づき、直ちに福崎町新型インフルエンザ等対策本部

（以下「町対策本部」という。）を設置して、対策の実施にあたります。 

２．情報収集・提供 

  （１）国、県、近隣市町、郡医師会を含む医療機関、事業者、町民などが双方向に

情報を交流させ、正しい情報の収集に努めます。 

    （２）情報提供に当たっては、提供する情報の内容について統一を図ることが肝要

であり、情報を集約して一元的に発信する体制を構築します。 

３． 予防・まん延防止 

    （１）町民に対して、県が感染症法に基づく措置を行った場合、県等からの要請に

応じ、その取組等に適宜、協力するとともに、町民に対し基本的な感染対策

を実践するよう促します。 

    （２）県が学校に対する休校措置、施設の使用制限の要請等を行った場合、本町は

県等からの要請に応じ、その取組等に適宜、協力します。 

    （３）国が特定接種を決定した場合、町職員に対して、原則として集団的接種によ

り接種を実施します。 

    （４）住民接種は、緊急事態宣言が行われている場合については、特措法に基づき、

緊急事態宣言が行われていない場合については、予防接種法に基づく接種を

行います。町に居住する町民に対して、国が決定した接種順位により、神崎

郡医師会との調整のうえ、原則として集団的接種を実施します。 

４． 医療体制 

   （１）県が構築する二次医療圏域の医療体制の構築、円滑な運営に協力します。 

   （２）在宅で療養する患者への支援を行います。 

５． 町民生活・地域経済の安定の確保 

   （１）新型インフルエンザ等発生時に、町民の生活及び経済活動への影響を最小限

とできるよう、国や県等の関係機関と連携を図り、対策を実施します。 

   （２）要援護者への生活支援、適切な火葬の実施、水の安定供給、生活関連物資の

価格の安定等、町民生活や経済の安定を確保するための対策を実施します。 
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８ 発生段階ごとの主な対策の概要 

未発生期 海外発生期（県内未発生期） 県内発生早期 県内感染期 小康期 

対策の目的 ①発生に備えて体制の整備 

②発生の早期確認 

①県内発生の遅延と早期発見 

②県内発生に備えて体制の整備 

①県内感染拡大をできる限り抑える

②患者に適切で迅速な医療を提供 

③感染拡大に備えた体制の整備 

①健康被害を最小限に抑える 

②町民生活及び地域経済への影響を

最小限に抑える 

町民生活・地域経済の回復を図り、

流行の第ニ波に備える。 

実施体制 ■町行動計画等の作成・見直し 

■体制整備及び連携強化 

■連絡会議の開催 ■国・県の対策の対処方針を把握し、

必要な施策の実施 

■町対策本部の設置 ■県・他市町による代行・応援等の

活用  

■町対策本部の廃止 

■対策の評価・町行動計画の見直し

情報収集・提供 ■情報収集・提供体制の整備 

■相談窓口等の設置準備 

■海外での発生状況等の情報収集 

■医師会及び神崎郡 3 町との情報交

換 

■相談窓口の設置 

■情報収集の強化 

■医師会及び神崎郡 3 町との情報交

換強化 

■詳細で迅速な情報提供 

■相談窓口の充実・強化 

■情報収集の強化 

■医師会及び神崎郡 3 町との情報交

換強化 

■医療体制や社会活動を含む詳細で

迅速な情報提供 

■相談窓口の充実・強化継続 

■第二波発生に備えた情報収集 

■相談窓口の縮小 

予防・まん延防止 ■個人及び職場等に対する感染対策

の普及 

■感染症予防研修会の開催 

■特定接種・住民接種の体制構築 

■具体的な感染対策の普及 

■国の決定による特定接種の実施 

■住民接種の実施準備 

■町民や地域等に感染対策をより強

力に要請 

■特定接種の実施 

■住民接種に関する情報提供と接種

の実施 

■町民や地域等に感染対策の徹底を

要請 

■特定接種・住民接種の継続 

■第二波発生に備えた住民接種の 

継続 

医療体制 ■二次医療圏域（中播磨圏域）の医

療体制構築への協力 

■個人防護具等の備蓄等 

■二次医療圏域の医療体制構築の 

推進 

■医師会との連携 

■二次医療圏域の医療体制の円滑な

運営協力 

■医師会との連携 

■在宅患者への支援 

■医師会との連携 

■通常の医療体制へ移行 

■医師会との連携 

町民生活・地域経済

の安定確保 

■要援護者の把握及び生活支援等の

検討 

■火葬能力及び一時遺体安置施設等

の把握・検討 

■物資及び資材の備蓄等 

■遺体安置施設等の確保準備 ■遺体の火葬・安置 

■要援護者の把握及び生活支援等の

実施 

■生活関連物資の流通を監視・供給

■水の安定供給 

■遺体の火葬・安置 

■要援護者の把握及び生活支援等の

実施 

確保

■措置の縮小・中止 

【緊急事態宣言発出時】 

【緊急事態宣言発出時】 

■県の決定によるまん延防止策の実施  

【緊急事態宣言発出時】 

状況の変化に相応した意思決定を迅速に行うことができるよう、予め発生の段階を設け各段階において想定される状況に応じた対応方針を

示したものです。新型インフルエンザ等の発生時にはこれらの段階における必要な対策を柔軟に選択し、実施します。
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