
人口密集地との不要不急の往来や、クラスター（集団感染）が最近発生し
た店舗などへの出入りの自粛に努めてください（7月9日まで）。
業種ごとの感染拡大予防ガイドラインなどに基づく感染防止対策（検温、

換気、人数制限、連絡先登録など）がなされていない施設への出入りの自粛
に努めてください。
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▶�県が策定した「新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営ガイドライン」に基づく市町の
避難所運営（世帯ごとの距離の確保、間仕切りの設置等）

▶避難判断に当たっては、「マイ避難カード」や「ひょうご防災ネット」アプリを活用

自然災害と感染症との「複合災害」への備え（災害文化）

働き方（ワークスタイル）

▶�在宅勤務、ローテーション勤務、時差出勤
を推進
▶会議はオンラインで
▶職場での「3密」を防止
▶対面での打ち合わせは換気とマスクを
▶発熱など体調不良の従業員の出勤を停止

●�気温や湿度が高い中でのマ
スク着用には注意しましょう。
※人と十分な距離（少なくと
も2㍍以上）を確保すること
が難しいときは、マスクを着用
しましょう

●�小まめに水分補給しましょう。

●�体調が悪いと感じたときは、
無理せず自宅で静養しましょ
う。

●�熱中症になりやすい高齢者、
子ども、障害者への目配り、
声掛けを心掛けましょう。

●�冷房時でも換気扇や窓を開
けるなどして、換気しましょう。

「3密」を避ける、熱中症に留意したマスクの着用など「ひょうごスタイル」を基本に、日常生活の
中での感染防止に取り組みましょう。また、在宅勤務、時差出勤、職場での「3密」の防止など、感
染拡大を予防する「働き方」に取り組みましょう。

日常生活（ライフスタイル）

▶「3密」の回避
▶身体的距離の確保（できるだけ2㍍、最低1㍍）
▶マスクの着用
▶手洗い（30秒程度）・手指消毒
▶体温測定・健康チェック
▶いつ誰とどこで会ったかを記録

① 「ひょうごスタイル」取り組みのお願い

② 人口密集地への外出自粛のお願い

事業活動に当たっては、業種ごとの
感染拡大予防ガイドラインなどを踏ま
え、感染防止対策を徹底してください。

③ 事業活動での感染防止対策
徹底のお願い

生活の日常化と経済活動の回復を目指して
「次なる波」に備えながら、「ひょうごスタイル」に取り組みましょう。

店舗、施設やイベントなどにおける感染拡大防止を図るため、クラスター（集団感染）
発生時などに迅速に利用者への注意喚起情報を提供するシステムが始まります。

利用者が店舗やイベント会場に掲
示される二次元コードを読み取り、
メールアドレスなどを登録すると、ク
ラスター（集団感染）発生時などに
利用者に注意喚起情報を提供

内　容

注意喚起情報の例

①感染者と同一日に店舗などを利用した事実
②マスク着用など感染拡大予防行動のお願い
③体調に不安がある場合の相談窓口

令和2年6月21日
兵庫県知事

「ひょうごスタイル」を踏まえた
熱中症予防行動のポイント

手　順

店舗、施設、イベント会場に掲示されて
いる二次元コードを読み取ってLINEの
IDまたはメールアドレスを登録

利用者

県のホームページで登録を行
い、二次元コードを入手して店舗
などに掲示

店舗・施設管理者や
イベント主催者

新型コロナウイルス感染症対策相談窓口 078（362）9858

コロナ追跡システムの
運用が始まります 7月上旬予定

県民、事業者の皆さんのこれまでのご理解、ご協力に
改めて感謝申し上げます。

新規感染者については、5月17日から33日間ゼロが続き
ました。6月19日に1人、21日に2人発生しましたが、感染経
路は判明しています。今後も感染拡大防止に向け、しっか
り対応していきます。

これからは、「次なる波」に備えながら生活の日常化と経
済活動の回復を目指して、新たな生活様式「ひょうごスタ
イル」の推進を図っていくことが大切です。出水期に入り、
自然災害と感染症との「複合災害」への備えも必要です。

県民、事業者の皆さんには、引き続き、感染防止にご協
力をお願いします。

7
令和2（2020）年

人　口：545万393人
世帯数：239万7,681世帯
面　積：8,400.94㎢
（令和2年5月1日現在）

兵庫県広報紙 Hyogoふるさとがもっと好きになる

Jul.

月号

【主な内容】

神
戸
版

［1─3面］新型コロナウイルス感染症に関する情報
［4─5面］元気コラム

令和2年6月補正予算
いいとこ丸ごと!（豊岡市）

［6─7面］おでかけひょうご・情報掲示板
［ 8 面 ］地域版
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この情報は6月21日現在のものです

①入院体制
新型コロナウイルス感染症病床として515床（うち重症71床）を確保していま

すが、感染小康期である現時点においては、247床（うち重症38床）体制として
います。今後の新規感染者数の状況に応じて、フェーズごとに体制を強化するシ
ナリオを用意し、機動的に対応します。
②無症状者や軽症者への対応
宿泊療養室数について、7月中旬までは現在の700室を維持しますが、入院体
制と同様、フェーズごとにシナリオを用意し、感染増加の兆候が見られた場合に
は、早急に候補となる施設の確保に努めます。

県は生活の日常化と経済活動の回復を目指すため、さまざまな対策に取り組みます

フェーズに応じた医療体制の構築 検査体制の強化

　医療用マスクや防護服などの医療資材は、病院等で3カ月分、社会福
祉施設で2カ月分を確保し、さらに県において病院等6カ月分、社会福祉
施設2カ月分を計画保管します。

医療資材の安定確保

▶�PＣＲ検査実施機関を増加するなど、1日当たり1,500件の検査件数を
確保します。

▶�濃厚接触者のうち無症状者や希望する妊婦にもPCR検査を実施し、
対象を拡大します。

▶�県立健康科学研究所において、PCR検査試薬1万5,000件分を順
次購入し、第2波に備えます。

区分 現状 拡充

衛生研究所
県 160 700

保健所設置市 300 300
小計 460 1,000

民間検査機関 130 360
医療機関 60 140
合計 650 1,500

ＰＣＲ検査体制

フェーズに応じた医療体制

感染小康期 感染警戒期 感染増加期 感染拡大期

目安
新規感染者数
（1週間平均）

１０人未満 １０人以上
（再要請基準） ２０人以上 ３０人以上

病床数
（空床補償対象）

２００床程度
うち重症
４０床程度

３００床程度
うち重症
５０床程度

４００床程度
うち重症
７０床程度

５００床以上
うち重症
９０床以上

宿泊療養室数
7月中旬まで
現行室数を維持

２００室程度
（２施設）

２００室程度
（２施設）

３００室程度
（３施設）

５００室程度
（４施設）

「次なる波」への備え

県内の感染者の推移 感染者数 1週間移動平均数（過去1週間の1日当たり感染者数）
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介護施設等での感染拡大 年度末の飲食機会増、
家族間の感染増

感染拡大の抑制海外帰国者等の
感染増

25.0
（4/13、4/15）

［3月19日］円滑な入院調整を行うため、新型コロナウイ
ルス入院コーディネートセンター（CCC-ひょうご）を設置

［4月7日］緊急事態宣
言対象区域に指定

［4月15日］休業
要請の実施

［5月21日］緊急事態
宣言対象区域の解除

［6月1日］全施設の
休業要請の解除

5月17日以降、33日間
新規感染者数ゼロのま
ま推移していましたが、
6月19日に１人、21日
に2人発生しました。

3月1日に県内初
の感染者を確認し
ました。当初は介
護施設、医療機関
などで集団感染
（クラスター）が発
生しました。

年度末の飲食機会の増加に
よる感染、家族間の感染増
加などにより、4月11日に1日
当たりの感染者数が県内最
多となる42人に（1週間移動
平均による県内ピークは4月
13日、4月15日の25.0）。

表やグラフで発生状況や対策が整理されているので参考になりました。〔永本さん（姫路市）〕読者の声 2令和2（2020）年
7月号 Hyogo

02企P2-027A3
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この情報は6月21日現在のものです

新規感染者数（1週間平均）が再要請基準の
10人を超えると感染警戒期となります。

再要請については、近隣府県の動向、国の方
針、地域別状況を踏まえて総合的に判断します。

再要請基準

新規感染者数
（１週間平均）
１０人以上

自粛等の
見直し基準、
再要請基準

Welcome to Hyogoキャンペーンを展開し､旅行市
場の回復段階に応じ需要を喚起します。
①主に県内・近隣府県向けの事業
　県内宿泊に使える割引クーポン（2,000円／1泊）
の配布、県内温泉地等での宿泊に対しお土産購入券

（1,000円または2,000円）の配布、ひょうごツーリズム
バスの拡充（宿泊６万円、日帰り３万円／１台）、県特
産品（2,000円相当）付き五国交流バスツアーの造成
支援、宿泊施設への感染防止対策支援等
②国内遠隔地も対象とする事業
　国のキャンペーンの対象となる県内ツアーを販売する
特設サイトの開設（旅行代金の2分の1を支援。上限あ
り）、県内ホテル等でのコンベンション開催の支援

○中小企業融資制度による資金繰り支援

事業活動への支援等 観光振興

学校イベント

資金区分 限度額 概要

新型コロナウイルス感染症対応資金
（無利子・無保証料）【拡充】 4,000万円 当初3年間無利子、保証料軽減

限度額を3,000万円から4,000万円に引き上げ

新型コロナウイルス感染症保証料応
援貸付【新設】 5,000万円 無利子資金を超える資金需要に対応

保証料0.8％を県が全額補助、利率0.7％

経営活性化資金 5,000万円 迅速な融資・保証審査

借換等貸付 2億8,000万円 既往債務の返済負担を軽減　利率0.7％

新型コロナウイルス危機対応貸付 2億8,000万円 危機関連保証を活用　利率0.7％

新型コロナウイルス対策貸付 2億8,000万円 セーフティネット保証を活用　利率0.7％

○事業の継続を支える支援措置
　接触感染、飛

ひ ま つ

沫感染防止対策に必要な経費を支援する中小企業事業再
開支援金のほか、持続化給付金、家賃支援給付金などの支援措置の詳細
は、県ホームページを確認してください。

生活の日常化と経済活動の回復

新規感染者数（1週間平均） 10人未満 10人以上 20人以上 30人以上

外出自粛 （な　し）

不要不急の外出自粛 接触機会8割減を目指し、外出自粛（※拡大期は法45条に基づく要請）
感染者多数発生地や人口密集地への不要不急の移動自粛 府県をまたぐ移動自粛

クラスター発生施設の利用自粛
イベントへの参加自粛

イベント
〔開催の目安〕

屋内  定員の半分以内
屋外  距離を十分確保

全国的・大規模イベントの中止・延期 イベントの中止・延期
イベントの中止・延期

（必要により法45条に基づく要請）〔開催の目安〕 
屋内  1,000人以下

　　　   　    屋外  1,000人以下 〔開催の目安〕 
屋内  100人以下

　　　　　　 屋外  200人以下
事業活動 業種ごとの感染予防ガイドラインに基づく対策の徹底

働き方
在宅勤務、テレビ会議等の推進 在宅勤務、テレビ会議等の徹底

「3密」の回避 通勤者7割削減の徹底

小康期〔予防〕 警戒期〔警戒〕 増加期〔制限強化〕 拡大期〔緊急事態宣言並〕

感染状況に応じて要請する「社会活動制限」

自粛等の見直し基準

新規感染者数
（１週間平均）
５人以下

重症病床の
空床数
４０床以上

▶ 教育活動は、6月15日から感染拡大予防対策を講じ
た上で、通常活動としています。

▶ 感染者が発生した場合、まずは学校単位での休業お
よび消毒等の対応を行い、広域的対応が必要となれ
ば、県立学校は学区単位、市町立学校は県民局・県
民センター単位のエリアで対策を検討します。

▶ 7月31日までは、全国的・広域的な祭りや野外フェス等は延期など慎重な対応を促しています。
▶ 開催に当たっては、適切な感染防止対策の実施を要請しています。

7月9日まで
屋内 1,000人以下、かつ定員の半分以下の参加人数
屋外 1,000人以下、かつ人との距離を十分に確保

7月10日～31日
屋内 5,000人以下、かつ定員の半分以下の参加人数
屋外 5,000人以下、かつ人との距離を十分に確保

開催の
目安

今後の感染症対策が分かりやすく、よく理解できました。〔押部さん（神戸市）〕読者の声3 令和2（2020）年
7月号Hyogo
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