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は じ め に 
 

 
小樽市の公衆衛生行政の推進にあたり、市民をはじめ関係する機関・団体の皆様に

は日頃から大変お世話になっております。紙面を借りてお礼を申し上げます。 

コロナ対策を始めてから丸３年が経ちました。この間、小樽市内の感染者に占める

死亡者の割合は従来株（R2.3～R3.2）で 5％、アルファ株（R3.3～R3.6）で 4％でし

たが、オミクロン株（R4.1～）で 0.2％と大きく変化してきました。株自体の病原性

が弱くなってきたことに加え、ワクチンの浸透や新たな治療薬の登場などに伴い、令

和４年に入ってコロナで命を落とす方の割合は確実に小さくなってきました。しかし

その一方で、感染者数は爆発的に増えました。概数でみると、令和２年が 300 人、令

和３年が 1,200 人、令和４年が 23,000 人と、一年で一桁ずつ増えてきました。この

現実を前にコロナに対する公衆衛生対策はその様相を大きく変えざるを得なくなりま

した。 

コロナ対策は感染症法や新型インフルエンザ等対策特別措置法などの法律に基づき

実施されていますが、その運用は「官の管理から民の管理」へと変化しています。令

和４年の上期までは保健所が感染者や濃厚接触者の把握・隔離を行う対策でしたが、

下期に入り医療機関の発生届が一部の感染者に限定され、多くの感染者は感染判明後

に自主的に療養生活に入ることを基本とする対策に移行しました。そして保健所には

市民に対してこうした仕組みを周知するとともに、感染防止に向けた行動変容を促す

ことが強く求められる「新たな段階」となってきました。 

このことに関して、当保健所の役割は主に三点あると考えます。①市民への情報発

信。市民にとって、身近なところでどのくらい感染が拡がっているのかをリアルタイ

ムに知ることは、自らの行動を感染防止に向けて律する上で極めて重要です。毎日公

表している年代別感染者数は、多くの市民の大切な情報源になっていると考えます。

②ワクチン接種の促進。ワクチン接種の恩恵は、ワクチンを打った人に留まらず、ワ

クチンを打っていない人にも周囲に人工免疫の壁を作ることで及びます。また令和４

年６月に市内で感染が確認された人のワクチン接種歴を調べましたが、接種回数が多

くなるほど感染する割合が低くなることが分かりました。今後もこうした情報を発信

しながら、更なる接種率の向上を目指します。③医療機関や高齢者施設等のサポート。

令和４年は医療機関や高齢者施設等でクラスターが多発する年でした。保健所はこれ

らの施設に対して感染拡大防止のアドバイスや一斉検査、PPE の提供などのサポート

を直接的に行ってきましたが、第７波以降は感染者急増で業務が逼迫し、これらの取

組も入院調整を除いて状況確認などの間接的なものへと移行せざるを得なくなりまし

た。今後は新たな変異株への置き換わりも考えられますが、保健所としてはこれまで

の経過を振り返り、業務逼迫時においても医療機関や高齢者施設等のその時々のニー

ズに沿ったサポートが適切に行えるよう、取組のさらなる改良に努めてまいります。 

 この冊子が発刊される頃にはコロナの感染症法上の位置づけが２類相当から５類に

変更されているかもしれません。しかし、上記三点の役割は、形を変えても残ってい

くものと考えております。この原稿を執筆している時点ではまだ先が見通せない状況

ですが、関係各位には保健所に対する引き続きのご理解とご支援をお願いいたします。 

 
令和５年３月 

 

小樽市保健所長 田 中 宏 之 
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