
繁華街等での感染防止に向けた注意喚起活動の実施について 

 
１ 感染防止のための広報活動（主なもの） 
 (1) 実施内容 
   三宮の中心街におけるデジタルサイネージ等を活用した感染対策を呼びかけ

る動画の放映、飲食店等における会話時のマスク着用を促進する啓発資材の作成
など、個々が取り組める感染対策について周知を
実施する。 

   〇デジタルサイネージ等における動画放映 
    ・知事による不要不急の外出自粛、ワクチン 
     接種の協力依頼 
    ・広報専門員によるマスク着用による飛沫防止対策の依頼 
   〇飲食店におけるマスク着用徹底のための啓発資材作成 
 (2) 実施場所 
   〇デジタルサイネージ等における動画放映 
    ・三宮センター街大型ビジョン 
    ・神戸国際会館地下デジタルサイネージ 
    ・三宮・ミント神戸 ミントビジョン 
   〇飲食店におけるマスク着用徹底のための啓発資材作成 
    ・県内の飲食店等 
 
２ 三宮北部地区における感染防止対策の徹底、路上飲み自粛要請活動 
 (1) 実施内容 
   三宮北部地区において、客引き行為防止指導の見回りにあわせて、感染防止対

策の徹底、路上飲み等の自粛を呼びかける。 
   特に、毎週金曜日は、人員を増強して重点的に呼びかけを実施する。 
 (2) 実施場所 
   三宮北部地区を２班体制で、午後６時頃から実施 
  ①生田新道から山手幹線までの北エリア 
  ②阪急神戸三宮駅から生田新道までの南エリア 
 (3) 実施体制 
  ①毎週金曜日 : ７人 × ２班 
   ※客引き行為等防止指導員に加え、地域安全課職員及び警察官も同行 
  ②その他の日 : ２人 × ２班 
 
 



３ メリケンパーク等における感染防止対策の徹底、路上飲み自粛要請活動 
 (1) 実施内容 
   若者の感染拡大が続くなか、感染のリスクが高いとされる路上や公園でのグル

ープによる飲酒の自粛など感染対策の徹底の呼びかけを、神戸市、兵庫県警察と
連携して実施する。 

 (2) 実施場所・体制 
   緊急事態宣言中の金曜日・土曜日・日曜日に下記の通り行う（９月４日～）。 

曜 日 場 所・時間帯 体 制 

金 曜 日 メリケンパーク（18:00～18:45） 
元町商店街（19:00～19:30） 

兵庫県、神戸市、 
兵庫県警察 
計８名程度 土 ・ 日 曜 日 メリケンパーク 

（17:00～17:30、18:00～18:30） 
 
４ 県民局・県民センターによる注意喚起活動 
 (1) 実施内容 
   主要駅や繁華街、公園等で「不要不急の外出自粛」「路上等での飲酒自粛」の徹

底を呼び掛けるほか、コンビニへの協力依
頼（店先での飲酒禁止）等を行う。 

   また、庁舎での懸垂幕掲出や広報媒体（地
域 FM 放送、公用車のホイールキャップ、
道路情報板、県民局公式 Twitter 等）、ノベ
ルティグッズを活用したメッセージの発信
等、各県民局・県民センターの工夫を凝らし
た広報活動も併せて実施する。 

 (2) 実施体制 
   各県民局・県民センター職員、市町職員等数名（随時） 
 
５【参考】府県を越えて実施する対策 
 (1) 実施内容 
   関西４府県（滋賀、京都、大阪、兵庫）

知事による緊急共同メッセージとして
不要不急の外出の自粛、府県をまたい
だ移動を最小限に抑えるよう呼び掛け 

 (2) 実施媒体 
   屋外ビジョン（8/28～ ミント神戸、神戸国際会館、三宮センター街等） 
 

詳細については別添のとおり 

北播磨県民局ほか 

※画面ははめ込み合成 



（別紙） 

緊急事態措置に伴う啓発活動の実施状況 

 

 
取 組 内 容 

本 

庁 

①全般的な 

 啓発 

○県ホームページ・SNS・YouTube 等での県対処方針・知事メッセージ 

・動画配信等による啓発 

○テレビ番組「ひょうご発信！」での啓発 

○FM･AM ラジオでの啓発 

○広報車による呼びかけ 

○三宮センター街､神戸国際会館等の大型モニターで啓発動画を放映 

○ホール、美術館等の施設におけるポスター、チラシ配布 

○「県民だよりひょうご」による啓発 

○三宮北部地域における外出自粛要請 

○夕刻に、県職員(客引き行為等防止指導員等)、生田署員及び県警生活 

安全企画課員により三宮北部地域で巡回啓発 

○JR 元町駅西口掲示板等でのメッセージ掲出 

②飲食店への 

 啓発 

○感染拡大防止への取組確認のため、飲食店等の見回りを実施し、 

あわせて感染対策や補助金等のチラシを配布 

○飲食店におけるマスク着用徹底のための啓発資材を作成・配布 

③若者への 

 啓発 

○ミント神戸の「ミントビジョン」で啓発動画を放映 
○県内大学、高専、専修学校・各種学校に、オンライン授業の積極的 
活用、県外での部活動・サークル活動の自粛、知事メッセージ・学生 
向け動画の配付・送信などを要請 

○県内経済団体を通じた、企業の若手社員に対する知事メッセージ・動画 

配信等による啓発 

④店先、公園、路上 

飲み防止の啓発 

○神戸市・兵庫県警察・神戸県民センターと連携して、メリケンパーク、 

元町商店街で路上飲みの自粛等を呼びかけ 

⑤その他 ○社会福祉施設事業者に感染防止対策の徹底を依頼 
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① 全般的な 

啓発 

○三宮等での職員による街頭啓発（4/5～随時） 
阪急神戸三宮駅北交差点（生田新道交差点）・東門街南入口付近・JR

元町駅東口南側、JR 三ノ宮駅西口南側交差点・JR 六甲道駅・IR 新長田
駅等において「不要不急の外出・移動を自粛」、「大人数、長時間の飲食
をしない」、「飲食店等の利用は夜８時まで」、「外飲みはしない」など、
感染防止の徹底を呼びかけ 

○新長田合同庁舎デジタルサイネージによる啓発ポスター表示（4/5～） 
○JR 新長田駅前での啓発ポスター掲示（4/6～） 
○新長田駅南地区商業施設等へのポスター掲示（4/6～） 
○コンビニに対し路上・公園での飲酒禁止啓発ポスターを配布し掲示を 
依頼（8/20～） 

○ｺﾐｭﾆﾃｨ FM で新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止を呼びかけ（8/24～毎週火曜日） 
  FM MOOV（神戸市ｴﾘｱ）で、不要不急の外出自粛、感染防止対策の徹底、
飲食時のマスクの着用、飲食店におけるマスク着用のための啓発資材の
活用、宅飲み・路上飲みの禁止、積極的なワクチン接種などを呼びかけ 

○幹部が出席した会合等の場で感染防止を呼びかけ（随時） 
○ひょうご防災ネットによるメッセージ配信（随時） 

② 飲 食 店 へ

の啓発 

○三宮での職員による街頭啓発〔再掲〕 

  飲食店利用者に向けた場所・時間(繁華街で夕刻に 1時間程度)で実施 

③ 若者への 

啓発 

○看護学生３人による新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染防止についてのﾌﾘｰﾄｰｸ動画を作
成し、県公式 YouTube で配信、県公式 twitter に投稿（4/23～） 

○淡路市からの依頼によるﾌﾘｰﾄｰｸ動画の提供   
○ﾌﾘｰﾄｰｸ動画参加の看護学生による高校生への感染防止出前講座の様子
を県広報動画サイト「なおみチャンネル」で配信 

○「なおみチャンネル」動画を神鉄鈴蘭台駅構内の大型ビジョン及びデジ
タルサイネージで配信（5/18～） 

○出前講座参加の看護学生への広報専門員によるインタビューをウェブ
サイト「ヒョーゴピックス『新型コロナ私たちの記録』」で配信（5/24） 

○ｺﾝﾋﾞﾆに対し路上・公園での飲酒禁止啓発ﾎﾟｽﾀｰを配布し掲示を依頼〔再
掲〕 

○ｺﾐｭﾆﾃｨ FM で新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止を呼びかけ(8/24～毎週火曜日)〔再
掲〕 

○ｺﾐｭﾆﾃｨ FM での感染防止呼びかけ収録動画を編集し、県民センター公式
YouTube で配信、県公式 twitter に投稿（8/24～） 

○ひょうご防災ネットによる若者向けのメッセージ配信（随時） 
   30 代以下の若者に向けた内容のメッセージを配信 

④店先、公園、路上 

飲み防止の啓発 

○メリケンパーク等での見回り・路上飲酒自粛呼びかけ（9/4～） 
  本庁・神戸市・兵庫県警察と連携して、メリケンパーク、元町商店街
で路上飲みの自粛等を呼びかけ 

○三宮での職員による街頭啓発〔再掲〕 

「路上飲み等の自粛」の呼びかけ 

○都賀川等における飲食・飲酒等自粛看板の掲示（5月～） 

  河川敷への入り口付近に、飲酒等の自粛を呼びかける看板を掲示 

⑤その他 ○県民センターホームページ（センター長メッセージ）での感染防止対策

の要請（4/25～随時更新） 

○地域団体広報誌において感染防止対策の徹底の呼びかけ 

○市内各地域団体に感染防止対策徹底の呼びかけ 
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①全般的な 

啓発 

○尼崎市、県警と合同での職員による街頭啓発（4/5～随時） 

  阪神尼崎駅、阪急塚口駅、ＪＲ立花駅周辺の繁華街において不要不急

の外出自粛、感染防止対策の徹底の呼びかけ 

○コミュニティ FM での注意呼びかけ（4/9～毎週金曜日、第３火曜日） 

  FM あまがさき（尼崎市ｴﾘｱ）、さくら FM（西宮・芦屋ｴﾘｱ）で、放送内

容を変更し、不要不急の外出自粛、感染防止対策の徹底を呼びかけ 

○県民センター職員による街頭啓発（4/22～随時） 

  阪神尼崎駅、ＪＲ尼崎駅、阪急西宮北口駅において不要不急の外出自

粛、路上等での飲酒自粛、感染防止対策の徹底の呼びかけ 

○尼崎市と合同での職員による街頭啓発（4/25～随時） 

  阪神尼崎駅において不要不急の外出自粛等のﾒｯｾｰｼﾞ入りﾏｽｸを配布 

○尼崎市と合同での職員による街頭啓発（8/20～随時） 

  ＪＲ尼崎駅において緊急事態宣言である旨のﾒｯｾｰｼﾞ入りﾏｽｸを配布 

○庁舎屋外掲示板による啓発（4/28～6/20、8/2～） 

  まん延防止等重点措置実施区域である旨を掲出 

○尼崎総合庁舎入口に啓発ポスターを設置 

○尼崎総合庁舎において啓発動画を放映 

②飲食店への 

啓発 

○尼崎市、県警と合同での職員による飲食店への啓発（4/25～随時） 

  阪神尼崎駅、阪急塚口駅、ＪＲ立花駅周辺の繁華街の飲食店に時短営

業、感染防止対策の徹底の呼びかけ 

③若者への 

啓発 

○大学生向けメールマガジンへのメッセージ掲載（随時） 

  NPO 法人発行の大学生・若年層向けメールマガジンへ不要不急の外出 

 自粛、感染防止対策の徹底等のメッセージを配信 

○感染防止啓発動画の作成 

  感染防止を啓発する動画を作成し YouTube で配信（7/1～） 

④店先、公園、路上 

飲み防止の啓発 

○尼崎市、西宮市、県警と合同での職員による街頭啓発（5/14～随時） 

  阪神尼崎駅、ＪＲ尼崎駅、阪急西宮北口駅、阪神西宮駅周辺の繁華街 

 において路上等での飲酒自粛、不要不急の外出自粛の徹底の呼びかけ 

○県民センター職員による街頭啓発（随時） 

  阪神尼崎駅、ＪＲ尼崎駅において路上等での飲酒自粛、不要不急の外
出自粛の徹底を呼びかけ 

⑤その他 ○管内新聞社支局への訪問周知 

  感染防止対策の徹底等の報道を依頼 

○県民ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（県民ｾﾝﾀｰ長ﾒｯｾｰｼﾞ）での感染防止対策の要請 

○管内商工会議所等へチラシの配架を依頼 

○県民だよりひょうご９月号（阪神南版）でテレワーク兵庫の利用を周知 
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阪
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①全般的な 

啓発 

○県民局職員による街頭啓発（4/22～随時） 
ＪＲ・阪急宝塚駅前、阪急川西能勢口駅前、阪急伊丹駅前において、

「不要不急の外出・移動の自粛」、「大人数、長時間の飲食の自粛」、「路
上飲み等の自粛」など、感染防止対策の徹底を呼びかけ 

○県民局情報番組での注意呼びかけ(4/6･8、5/4･6、8/3･5、9/2･7) 
コミュニティＦＭ（宝塚・伊丹・三田）の県民局情報番組｢きらっと

☆阪神北だより｣で県民局長等から感染拡大防止対策の徹底を呼びかけ 
○管内の道路情報板(７箇所)での周知情報の表示（継続実施） 
○幹部が出席した会合等の場で感染防止対策の徹底を呼びかけ（随時） 
○庁舎でのポスター・知事ﾒｯｾｰｼﾞの掲示（継続実施） 
○宝塚総合庁舎デジタルサイネージでの啓発動画の放映（継続実施） 
○県民局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(局長ﾒｯｾｰｼﾞ)での感染防止対策の呼びかけ（継続実施） 
○ひょうご防災ネットでの感染防止対策徹底の呼びかけ（随時） 
○感染対策の徹底を呼びかける局長ﾒｯｾｰｼﾞ動画をYouTubeで配信(6/24～) 

②飲食店への 

啓発 

○飲食店等事業者を対象としたHACCP導入の促進を図るための講習会にお
いて、感染拡大予防ガイドライン等の情報を提供し、感染拡大防止対策
を要請(6/22～、計 8回) 

○管内食品衛生協会に会員への感染防止対策徹底の周知を依頼(4/6～、計
10回) 

○管内商店街連合会・商店連盟に会員への時短営業、感染防止対策の徹底の
周知を依頼(6/23～、計 4回) 

③若者への 

啓発 

○若者向け感染防止啓発動画の作成 
若者向けの感染防止を啓発する動画を作成しYouTubeで配信（4/28～） 

○県民局twitterで感染対策の徹底を呼びかけ（8/20～） 

④店先、公園、路上 

飲み防止の啓発 

○県民局職員による街頭啓発〔再掲〕 

「路上飲み等の自粛」の呼びかけ 

⑤その他 ○管内の社会福祉協議会・在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業者に感染防止対策の徹底を

依頼(4/8～随時) 

東
播
磨
県
民
局 

①全般的な 

啓発 

○来庁者への啓発（庁内放送・ポスター掲示） 
○県民局ホームページトップ画像での注意喚起 
○ＪＲ加古川駅でのポスター掲示依頼（新たな文面を作成） 
○地元ケーブルテレビ局による啓発（県民局情報番組・ラジオ番組） 
○総合庁舎等での懸垂幕の掲示 
○職員による街頭啓発 
   管内の感染状況に応じて原則金曜日に、JR 主要駅前などで市町職員等
有志と随時協力して実施(地元市長及び県議会議員等有志の合同で実
施) 

○商業施設(ニッケパークタウン)での啓発 
フェニックス共済の啓発活動に合わせて感染防止を呼びかけ(9/23) 

②飲食店への 

啓発 

○商工会議所等を通じた啓発（会員への啓発を依頼） 
○飲食店を併設する商業施設等でのポスター掲示依頼 
（加古川ﾔﾏﾄﾔｼｷ、ニッケパークタウン、にじいろふぁ～みん（ＪＡ直売所）） 

③若者への 

啓発 

○兵庫大学でのポスター掲示依頼 
○管内県立学校での啓発（教育事務所を通じて各校へ依頼） 

④店先、公園、路上 

飲み防止の啓発 

○職員による街頭啓発 
管内の感染状況に応じて管内ＪＲ主要駅周辺繁華街などで適宜実施 

⑤その他 ○高齢者への啓発（いなみ野学園でのポスター掲示等を依頼） 
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北
播
磨
県
民
局 

①全般的な 

啓発 

○ひょうご防災ネット（メール）による呼びかけ（随時） 
○管内の道路情報板（７箇所）での周知情報の表示（4/7～）  
○庁舎内における庁内放送及びﾎﾟｽﾀｰ掲示やﾎﾞｰﾄﾞ設置の実施（継続実施） 
○庁舎ロビーでのデジタルサイネージによる啓発動画の放映（継続実施） 
○県民局ホームページでの感染防止対策の要請（継続実施） 
○イベント、会合等での知事メッセージの配布（継続実施） 
○管内主要施設（鉄道駅、ﾊﾞｽ営業所、ﾎﾃﾙ、商業施設等）へのﾎﾟｽﾀｰ掲示
（継続実施） 

○庁舎（社総合庁舎、三木庁舎）における屋外懸垂幕掲出による感染防止
対策の啓発（継続実施） 

○公用車のﾎｲｰﾙｷｬｯﾌﾟに感染症対策のﾒｯｾｰｼﾞを取り付けて走行（8/11～） 
○県封筒（表面）の余白に感染防止対策の徹底を呼びかける啓発スタンプ
を押印（8/30～） 

○文書発送の際に知事メッセージを同封（8/18～） 
○来庁者対応窓口に知事メッセージを貼付及び配架（8/20～） 
○ＪＡみのり及びＪＡ兵庫みらいの会報誌での感染防止対策の徹底を呼
びかけ（8/20～） 

○加東健康福祉事務所長によるﾒｯｾｰｼﾞ動画を制作し、Youtube で配信（8/31
～） 

○管内外国人雇用事業者に｢やさしい日本語｣による外国人労働者への啓
発を要請（9/3～） 

②飲食店への 
啓発 

○管内のスナック、カラオケ店等に対し、コロナ感染拡大のガイドライン
の周知（継続実施） 

③若者への 

啓発 

○管内大学（兵庫教育大学、関西国際大学）へのポスター掲示及び学内放
送等の啓発を依頼（4/9～） 

○管内の駅前や繁華街、公園等を巡回し、感染防止対策の徹底を呼びかけ
（5/10～） 

④店先、公園、路上 
飲み防止の啓発 

○コンビニやスーパー等酒類を小売販売する店舗に対し、路上等での飲酒
禁止の呼びかけの協力依頼（5/13～） 

⑤その他 ○オンライン会議での啓発動画の配信（随時） 

中
播
磨
県
民
セ
ン
タ
ー 

①全般的な 

啓発 

○庁内放送による来庁者等への呼びかけ（月２回） 
○飲食店におけるマスク着用徹底ポスターを庁舎ロビー、事務所窓口等へ
掲示（8/23～） 

○姫路総合庁舎(東側壁面)に懸垂幕「新型コロナウイルス感染拡大防止！
不要不急の外出を控えましょう。毎日の検温、マスクの着用、換気を徹
底しましょう。」を掲出 

○ＦＭ“ＧＥＮＫＩ”で「県作成呼びかけメッセージ」を放送 
(第 2、第 4金曜日) 

○ひょうご防災ﾈｯﾄを活用した感染防止徹底の周知(ﾒｰﾙ)による呼びかけ 
○ＪＲ姫路駅前北側での職員による街頭啓発（4/25～） 

ＪＲ姫路駅前北側にぎわい交流広場、御幸通り前及び魚町・塩町周辺
において「不要不急の外出・移動を自粛」、「大人数、長時間の飲食は自
粛」など、感染防止の徹底を呼びかけ(8/20 は姫路市との合同街頭啓発） 

○公用車で管内を巡回し、感染防止対策の徹底を呼びかけ（5/6～） 

②飲食店への

啓発 

○ＦＭ“ＧＥＮＫＩ”で「県作成呼びかけメッセージ」を放送 
(第 2、第 4金曜日) 

○姫路市魚町等歓楽街での職員による街頭啓発（9/3） 

③若者への 

啓発 

○中播磨県民センター管内４大学へポスターの掲出 
○ＦＭ“ＧＥＮＫＩ”で「県作成呼びかけメッセージ」を放送 
(第 2、第 4金曜日) 

④店先、公園、路上 

飲み防止の啓発 

○姫路城周辺や魚町等歓楽街での職員による街頭啓発等（5/20～） 

姫路城周辺や魚町等歓楽街、市役所・官庁周辺のｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱへ、店先

や路上・公園などでの飲酒禁止の協力依頼や、公園での飲酒状況確認 

⑤その他 ― 
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西
播
磨
県
民
局 

①全般的な 

啓発 

○各種行事、団体等を通じた知事ﾒｯｾｰｼﾞの周知・配布（4/5～継続実施） 

○県庁舎等での知事メッセージの掲示(継続実施) 

○庁内放送による職員、来庁者等への呼びかけ(継続実施) 

○管内の道路情報板を利用した呼びかけ（4/5～継続実施） 

○県民局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(局長ﾒｯｾｰｼﾞ)での感染拡大防止対策徹底の呼びかけ 

 (4/7～継続実施） 

○ひょうご防災ネットでの感染拡大防止対策徹底の呼びかけ 

（4/7～継続実施） 

○公用車による自動車啓発(継続実施) 

○管内市町 CATV で県作成の感染拡大防止啓発動画を放送（9/1～） 

②飲食店への

啓発 

〇飲食店等への食品衛生に係る立入指導の際に感染防止対策徹底の要請

（6/24 継続実施） 

③若者への 

啓発 

○西播磨青少年本部ＨＰへ知事メッセージの掲載（8/18～） 

○管内市町 CATV で県作成の感染拡大防止啓発動画を放送（9/1～）(再掲) 

○列車通学生徒指導でのマスク着用を呼びかけ（9/3～） 

○県民局長が西播磨高校長会の研修において、生徒への感染対策の指導の

再徹底を呼びかけ（9/3） 

④店先、公園、路上 

飲み防止の啓発 

○青少年愛護活動推進員等がコンビニ等に路上飲酒禁止啓発ポスターを

配付・掲示の依頼と、店先での飲酒禁止の呼びかけを依頼（8/23～） 

⑤その他 ― 

但
馬
県
民
局 

①全般的な 

啓発 

○公用車にスピーカーを搭載し、啓発メッセージを放送しながら管内を

巡回（土日含む毎日）（8/20～） 

○但馬県民局管内の道路情報板での呼びかけ（8/20～） 

○地域コミュニティＦＭ（ＦＭジャングル）での呼びかけを依頼（継続

実施） 

○県庁舎での呼びかけメッセージの庁内放送（継続実施） 

○県庁舎等での知事メッセージの掲示(継続実施) 

○イベント、会合等での知事メッセージの配布(継続実施) 

○豊岡総合庁舎デジタルサイネージでの啓発動画の放映(継続実施) 

○県民局ホームページによる感染防止対策の呼びかけ(継続実施) 

②飲食店への 

啓発 

○飲食店等への食品衛生に係る立入指導の際に感染防止対策の徹底を 

要請(継続実施) 

○イベント、会合等での知事メッセージの配布(継続実施)（再掲） 

③若者への 

啓発 

○管内の大学にポスター掲示及び学生への知事メッセージの配布を依頼

(継続実施) 

○県民局ホームページによる感染防止対策の呼びかけ(継続実施)(再掲) 

④店先、公園、路上 

飲み防止の啓発 

○公用車にスピーカーを搭載し、啓発メッセージを放送しながら管内を

巡回（土日含む毎日）（8/20～）（再掲） 

○市街地、観光地の店先、路上等での飲酒等感染ﾘｽｸの高い行動の状況を

調査。必要に応じ、ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ等に店先での飲酒禁止等の呼びかけを

依頼（随時）。 

⑤その他 ― 
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丹
波
県
民
局 

①全般的な 

啓発 

○庁舎内における啓発 
  柏原総合庁舎及び篠山庁舎において、庁内放送及び懸垂幕の掲出、デ

ジタルサイネージによるメッセージの放映 
○ＪＲ駅内（篠山口・柏原・谷川・黒井）における「ひょうごスタイル」
ポスターの掲出 

〇ショッピングセンターにおける啓発 
  丹波ゆめタウンにおいて県からの啓発ﾒｯｾｰｼﾞを管内放送（３回/日） 
○県民局ホームページ（局長メッセージ）等による啓発 
  県民局ＨＰ、ひょうご防災ネット等で対策の徹底を呼びかけ 
○各市へ啓発依頼・実施 
  防災行政無線(全戸配布)、有線、メールによる周知 
○自動車啓発 
  管内商業施設周辺等において、メッセージ看板を付けた公用車により

対策の徹底を呼びかけ 
○イベント、会合等での知事メッセージ配布 

②飲食店への 
啓発 

○イベント、会合等での知事メッセージ配布（再掲） 
  商工会関連団体総会等にて知事ﾒｯｾｰｼﾞを配布、対策の徹底を呼びかけ 

③若者への 

啓発 

○管内で地域貢献活動に取組む大学生団体に知事メッセージを送付 
○ホームページ等による啓発（再掲） 
  県民局ＨＰ、ひょうご防災ネット等で対策の徹底を呼びかけ 

④店先、公園、路上 

飲み防止の啓発 

○青少年愛護活動推進員による路上飲酒等自粛要請 
有害環境調査時に、コンビニ等に対し路上飲酒禁止啓発ポスターを配

布し掲示を依頼するとともに、駐車場等で感染リスクの高い行動を行っ
ている者に対し、注意喚起を行うよう要請 

○路上飲酒注意喚起巡回パトロール 
夜間の商業施設等を中心に巡回パトロールを実施（毎週金曜夕刻） 

⑤その他 － 

淡
路
県
民
局 

①全般的な 

啓発 

○県民局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(局長ﾒｯｾｰｼﾞ)による感染防止対策の呼びかけ(継続実施) 

○洲本総合庁舎における呼びかけメッセージの放送及び知事メッセージ

の掲示による注意喚起（継続実施） 

○庁舎ロビーでのデジタルサイネージによる啓発動画の放映（継続実施） 

○庁舎の屋外懸垂幕掲出による感染防止対策の啓発（継続実施） 

○淡路県民局管内の道路情報表示板（16 か所）で注意喚起(4/15～) 

○各種会議における感染防止対策徹底の周知（随時） 

○公用車のﾎｲｰﾙｷｬｯﾌﾟに感染症対策のﾒｯｾｰｼﾞを取り付けて走行（9/3～） 

○洲本健康福祉事務所作成の「新型コロナウイルス感染症の感染対策の徹

底について」を淡路教育事務所を通じて管内の小中高等学校に発出し、

感染防止対策の徹底を依頼(8/20～) 

②飲食店への 

啓発 

○飲食店に対する食品衛生に係る立入指導の際に、業種別ガイドライン等 
に基づく感染防止対策の徹底を依頼（随時） 

③若者への 

啓発 

○県民局ホームページによる感染防止対策の呼びかけ(継続実施) 

④店先、公園、路上 

飲み防止の啓発 

○災害時緊急車両（２ｔトラック）に路上飲酒自粛の掲示を行い、呼びか
けメッセージを放送しながら管内を啓発巡回（継続実施） 

⑤その他 － 

 



関西広域連合が府県を越えて実施する対策 

 

 

【府県市民向け宣言の発信】 

区分 広報媒体 協力事業者等 開始日 

関西広域連合 

高速道路ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱに宣言を

簡素化したﾁﾗｼ・ﾎﾟｽﾀｰ(別添)

を配布、 

道路情報電光掲示板 

西日本高速道路(株） 

9/8（水）～ 
本州四国 

連絡高速道路(株) 

阪神高速道路(株) 

携帯充電ﾎﾟｰﾄ｢ChargeSPOT｣ 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ（神戸市役所及び区役所、 

図書館、地下鉄駅、郵便局等） 

神戸市 9/7（火）～ 

関西広域連合公式 SNS ― 8/26（木）～ 

構成団体 
構成団体の関係事業者（道路公社、集客施設等）にお

いて、府県市民向け宣言を広く周知 
― 

 

[参考] 関西４府県(滋賀､京都､大阪､兵庫)知事による緊急共同ﾒｯｾｰｼﾞ動画の発信 

区分 広報媒体 開始日 

滋賀県 JR 西日本（車内モニター、デジタルサイネージ） 8/28(土)～ 

京都府 府 SNS（YouTube、Facebook、twitter、LINE） 8/28(土)～ 

大阪府 府 SNS（YouTube） 

大阪ステーションシティ 

8/28(土)～ 

8/30(月)～ 

兵庫県 

県 SNS（YouTube、twitter）、 

ミントビジョン、神戸国際会館ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ､ 

三宮センター街大型モニター 

8/28(土)～ 

 

 



関西コロナ緊急事態 !

府県境を越えた
不要不急の往来をやめよう

マスクを着用しよう

ワクチン接種へ
積極的に参加しよう

関西圏の医療ひっ迫を防ぐため、
より一層の感染対策の徹底をお願いします

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県
和歌山県 鳥取県 徳島県 京都市 大阪市 堺市 神戸市

感染対策  　　宣言徹底


