
「新型コロナウイルス」
世田谷区の奮闘

令和２年８月１１日

世田谷区長 保坂 展人



世田谷区について

面 積 ５８．０８ｋ㎡
総人口 ９２３，５９４人
世帯数 ４９２，４９８世帯

（2020.7.１ 区住民基本台帳） 世⽥⾕区

世田谷区の人口は
２３区人口の約１０分の１

（東京２３区の人口 約９７０万人）



世田谷区の特徴

至 新宿

京王線

小田急線

至 渋谷

東急田園都市線

京王井の頭線

【地下鉄を介し都心まで直通】

京王線
小田急線
田園都市線
東横線
大井町線

東急東横線

東京・丸の内

新宿・池袋

◆都心と郊外を結ぶ各路線が
放射線状に行きかう中の住宅地
◆区内を５つの支所に分け
地域行政を行っている自治体



世田谷区内の感染状況

陽性者数

（累計数）

１２２０人

入院中

１４４人

宿泊療養中

１２２人

自宅療養中

８３人

退院等
(療養期間経過
を含む)

８５３人

死亡

１８人

4

（令和２年８月６日現在）



感染者数の推移（東京都、世田谷区）

４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉

東京都

区の感染者数はおおよそ、東京都の１０分の１の数で推移！

世田谷区

東京都と同じ傾向！

陽性者数



世田谷区の年代別の感染者数推移

２０代、３０代
が急増！

３０代～５０代
の働く世代が多

い！



年代別の感染者の割合（7/30現在）

1０歳未満

2%

１０代

2%２０代

29%

３０代

22%

４０代

16%

５０代

13%

６０代

6%

７０代

5%

８０代

3%

９０代

2%

不明

0%

1０歳未満 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代 ９０代 不明

２０代、３０代で
感染者の５割を超える



７月以降の感染者の状況

①

②
①区外の接待を伴う飲食店で
若者が感染

仕事をしたり、飲食店で会食を
する。また自宅で過ごす

②家庭内感染や職場内での感
染が増加

７月に入り感染が急拡大！！



職場等での感染

７月２０日現在、区内の高齢者福祉施設、障害者
福祉施設、児童福祉施設等、２１件の事例を把握

訪問介護事業所 ３件 訪問リハビリステーション １件

通所介護所 ３件 有料老人ホーム １件

地域密着型通所介護所 ４件 認知症対応型共同生活介護所１件

私立認可保育園 ２件 短期入所生活介護所 １件

私立幼稚園 １件 特別養護老人ホーム １件

介護付有料老人ホーム １件 障害児童通所施設 １件

企業主導型保育施設 １件



新型コロナウイルス感染症への
世田谷区の対応

～従来からの対応を１歩前進させるために～



①分析の実施

●区内の感染の状況（地域別、感染源の状況）
●区内感染者の状況
（年代、性別、重症等の患者の状況）
●濃厚接触者の状況
●これまでの区の対応
電話相談や、PCR検査体制、区の体制 など

分類 1 分類 2 分類 3 分類 4

系列 1 系列 2 系列 3



②医療機関との連携
医療現場の状況を把握するため、新型コロナウイルス
対策に伴う医療機関情報連絡会を開催
（４月７日、６月１日、７月２９日の計３回）
※その間、電話でも逐次開催

【主な意見】
・院内感染を起させないことが重要（動線確保、
人員体制等）
・Ｎ９５マスク、防護服等の物品の不足
・各医療機関における財源不足
・PCR検査に留まらず、従来の救急体制の確保と支援
が必要
・夜間や休日診療における人員体制が急務
・病床数に見合った人員の確保（特に看護師が不足）
・８月は厳しい状況、何を優先していくべきか

連絡会の様子

陰圧車



③有識者との意見交換

世田谷区新型コロナウイルス感染症対策本部会
議において、各分野の有識者に出席いただき、
意見交換を行う。

【主な意見】

・PCR検査数の拡大
・COCOAの導入 など

当日（７月２７日（月））の様子



有識者メンバー

◆学識経験者（医療福祉分野）

東京大学先端科学技術研究センター 児玉龍彦 氏

公益財団法人東京都医学総合研究所感染制御

プロジェクト特任研究員 小原道法 氏

◆学識経験者（区民生活分野）

東京都立大学法学部教授 大杉覚 氏

◆学識経験者（子ども分野）

大妻女子大学家政学部児童学科准教授 加藤悦雄 氏

◆区内医療機関代表者

世田谷区医師会会長 窪田美幸 氏

玉川医師会会長 吉本一哉 氏



世田谷区帰国者・接触者電話相談センター 区内診療所（かかりつけ医）

帰国者・接触者外来

問診・診断

検体採取
（※玉川医師会一部協力）

地域外来・検査センター
（世田谷区医師会）

問診・診断(CT)

検体採取

行政検査・民間検査 民間検査 民間検査

感染の疑いがある方

（世田谷保健所）

検体採取

ＰＣＲ検査センター

現在のPCR検査体制



世田谷区の新型コロナウイルスへの対応
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検査数

１．ＰＣＲ検査数の拡充

５月１日
保険診療開始

（世田谷区医師会）

５月１８日
CTスキャナ稼働

（世田谷区医師会）

６月２５日
ドライブスルー検査終了
（玉川医師会）

５月１３日
ドライブスルー検査開始

（玉川医師会）

（１）ＰＣＲ検査数（疑い例への対応）の推移

最大検査件能力 現在３６３件→６０３件へ拡充



（２）東京大学先端科学技術研究センター
児玉名誉教授からのご提案

◆児玉名誉教授からのご提案

①社会的検査としてのＰＣＲ検査体制の整備
これまでより一桁増やす体制を整備
②COCOAのダウンロードを区職員に進めるなど、
トレーサーシステムの本格的利用の促進

７月２７日の意見交換会での提案を受け、直後より、区
として検討を開始。なるべく早く検討を終了し、現在区と
して検討している。



◆東京都医学総合研究所が研究の一環で実施する
抗体検査【研究協力】（1,000人程度）

◆区は、研究所での検査を希望する高齢者施設・
障害者施設を支援する

◆調査結果は、社会福祉施設での感染予防対策の
充実や、区の取組みに生かしていく

２．抗体検査の実施



３．医療機関への支援（２次補正）

入院病床の確保支援 ２億６６４万円
〇病床の確保を支援、空き病床や区民の入院使用の支援

発熱外来の設置 ４,０５０万円
〇帰国者・接触者外来の支援

休業・縮小施設の再開支援 ６,１００万円
〇使用できなかった病床の補助 ３,６００万円
〇病院の休業など ２,５００万円



４．社会福祉施設等への支援

新型コロナ緊急融資 約３３００件（7/29現在）

感染症アドバイザーの派遣
◆アドバイザー

大学研究所特任准教授（医師）
◆アドバイスの内容

・当該社会福祉施設等におけるクラスター防止対策
・当該社会福祉施設等の業務継続に関すること

・事業を休止した場合の再開に向けた可否判断および準備に関すること
◆対象施設

区内の高齢福祉、障害福祉、児童福祉施設等

５．経済対策

緊急小口資金（特例貸付） 約７１００件（7/17現在）
住居確保給付金 約５０００件（7/17現在）



世田谷区新型コロナウイルスを
ともに乗りこえる寄附金

21

寄附実績額（8/3 時点）

30,109,394円

853件

区の新型コロナウイルス対策に幅広く活⽤することを⽬的に、本年４⽉30⽇より募集開始

現在も募集中です！



６月下旬に、帰国者・接触者外来を設置
している区内の病院等にＮ９５マスク
６，３６０枚を配付。
今後、防護服９，０００枚も配付予定。

寄附金の活用実績（第１回目）

医療機関からも多くの感謝の⾔葉を
いただいています！

寄附金のうち１，０００万円を、感染防
止対策に必要な防護用品の購入・配付に
活用


