令 和 3 年 2 月 22 日
兵庫県新型コロナウイルス
感染症対策本部事務局

緊急事態宣言に伴う感染拡大防止啓発活動の実施状況
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○主要駅周辺や市
町内一円の広報
車による呼びか
け
〇ゴミ収集車の車
体へ啓発メッセ
ージを掲示し、感
染防止を啓発

○主要駅周辺、繁華街
での県、警察署、消防
署との連携による呼
びかけ

○屋外拡声器、戸別受信
機 ､ SNS ､ HP ､ ひ ょ う ご
防災ﾈｯﾄによる呼びか
け
○市内連絡板等へのﾎﾟｽ
ﾀｰの掲示
○コミュニティ FM によ
る啓発放送
○市町広報誌への掲載
○駅ビル等でのデジタ
ルサイネージを用い
た啓発

○生田神社からﾄﾞ
ﾛｰﾝのｽﾋﾟｰｶｰに
よる呼びかけ
○ﾓｻﾞｲｸ大観覧車
の電光によるﾒｯ
ｾｰｼﾞ発信
〇地下鉄・バスで
の車内放送によ
る呼びかけ
○ 庁舎 ､ 駅前歩 道
橋での懸垂幕･
横断幕の掲出
○市町長によるﾒｯ
ｾｰｼﾞ発信

○消防車両による、 ○消防署員による、駅、 ○ 消 防 庁 舎 の デ ジ タ ル
市町内の繁華街・
繁華街周辺での呼び
サイネージ等を用い
飲食店周辺での
かけ
た啓発
呼びかけ

○店舗の消防検査
時の感染防止対
策実施の呼びか
け

○交通部による交通情
報媒体を活用しての
広報活動

○地域部による県下全域の繁華街等で
の、警戒活動を通じた声かけ、広報
啓発活動、パトロール等
○生活安全部による本
部員、警察署員、自治
体と連携した繁華街
での声かけ

〇総務部による本部電
光掲示板を活用して
の広報活動

○広報車による管
内を巡回した呼
びかけ
○災害時緊急車両
（2t ﾄﾗｯｸ）の荷台
に「緊急事態宣言
発令中」の表示を
行い、管内を巡回
した呼びかけ

○市や警察と連携した
主要駅、繁華街等で
の職員による呼びか
け
○関係機関へのﾎﾟｽﾀｰ
掲出､ﾁﾗｼ配布の要請
○ｽｰﾊﾟｰ・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
等への店内放送

○主要駅や県民局・県民
ｾﾝﾀｰ庁舎でのﾃﾞｼﾞﾀﾙｻ
ｲﾈｰｼﾞを用いたﾒｯｾｰｼﾞ
放送
○ﾗｼﾞｵ番組やｺﾐｭﾆﾃｨ FM、
ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞでのﾒｯｾｰｼﾞ
放送
○ﾀｳﾝ誌への注意喚起文
の掲載
○庁内放送及び庁舎で
の啓発動画の放映

○百貨店・庁舎等
での懸垂幕・横
断幕の掲出
○NPO 等関係団体
への知事ﾒｯｾｰｼﾞ
配布
○管内県立高校等
での、感染予防
の講義
○道路情報表示板
を用いた外出自
粛の呼びかけ
○オンライン会議
休憩時間中の啓
発動画配信

○広報車による週
末の夕方〜夜の
神戸(三宮〜新開
地)、西宮､芦屋､
尼崎､姫路の駅周
辺での呼びかけ
(広報戦略課)

○県職員（客引き行為
等防止指導員）
、生田
署員及び県警生活安
全企画課員による三
宮北部地域での声か
け(地域安全課)
○ｲｵﾝ・ｺｰﾌﾟ神戸での館
内放送

○三宮ｾﾝﾀｰ街､国際会館
等 の大 型ﾓ ﾆ ﾀ ｰで の啓
発動画の放映
○「県民だよりひょう
ご」臨時号の発行
(1/22 発行、2/12 発行)
○SNS､HP､Youtube 等に
よる呼びかけ・啓発

○ヤマト運輸（株）
と連携した新型
コロナ感染防止
啓発(県内ｾｰﾙｽ
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ等ワッ
ペン着用、宅配
物への啓発付せ
ん貼付等)
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住民への感染拡大防止啓発の実施状況について
県民局・

取

センター名

組

内

容

○ＪＲ三ノ宮駅等での職員による街頭啓発（1/14〜）
神

戸

内容：ＪＲ三ノ宮駅西口南交差点・大丸神戸店前交差点等の繁華街におい
て、20 時以降の不要不急の外出自粛・感染防止対策の徹底を呼び
かけ
○自動車による啓発（1/18〜）
内容：広報戦略課作成「呼びかけメッセージ」を放送し昼間に市内を巡回
○デジタルサイネージによる啓発（1/15〜）
内容：地下鉄三宮駅及び新長田合同庁舎のデジタルサイネージを用いた
メッセージ放映を神戸市に依頼して実施
○ＪＲ新長田駅前での啓発ポスター掲示（1/25〜）
○ひょうご防災ネットによるメッセージ配信（随時）
○尼崎市、県警と合同での職員による街頭啓発（1/14･15･22･29･2/5･12･19）

阪神南

内容：阪神尼崎駅、ＪＲ尼崎駅、阪急塚口駅、ＪＲ立花駅、阪急武庫之荘
駅、阪急園田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
○自動車啓発（1/21〜3/5）
内容：公用車 2 台で管内全域において県作成「呼びかけメッセージ」を
活用し啓発
○ｺﾐｭﾆﾃｨ FM での注意呼びかけ(1/15･19･22・29・2/5・12・16・19・26・3/5）
内容：FM 尼崎（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
○サンケイリビング(阪神版)に注意喚起掲載(1/29)
内容：感染防止対策徹底への注意喚起を掲載
○管内関係機関へのポスター掲出要請（1/18〜）
内容：商工会議所会館等 10 カ所、美術館等 16 カ所において知事メッセ
ージ「感染拡大防止徹底要請」等をポスター化して掲出を要請
○管内関係機関を通じたチラシの配布要請（1/18〜）
内容：商工会議所等を通じて企業等へ「感染拡大防止徹底要請」チラシの
配布を要請
○庁舎屋外掲示板による啓発（1/18〜）
内容：緊急事態宣言発出中である旨を掲出
○管内新聞社支局への訪問周知（1/18〜20）
内容：不要不急の外出自粛、感染防止対策の徹底等の報道を依頼
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○コミュニティ FM での注意呼びかけ(1/14〜)
阪神北

内容：エフエム宝塚、エフエムさんだに呼びかけメッセージの放送を依頼
○ケーブルテレビでのメッセージ映像放送(1/19〜)
内容：地元ケーブルテレビ局（J:COM）にメッセージ映像の放送を依頼
○サンケイリビング(阪神版)に注意喚起掲載(1/29)
内容：感染防止対策徹底への注意喚起を掲載
○管内市町への協力依頼(1/13〜)
内容：自動車啓発や、公民館等市町施設、自治会掲示板への知事メッセー
ジ掲示を依頼
○管内の中間支援ＮＰＯに会員等への知事メッセージの配付を依頼(1/14)
○管内のＪＣ理事長に会員への感染防止対策徹底を依頼(1/8〜)
○伊丹川西猪名川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(1/20)
○阪神北地域医療構想調整会議兼医療部会で感染防止対策徹底を要請(2/4)
○管内企業への商工会議所等を通じた啓発依頼（2/8）
○阪神医療福祉情報ネットワーク協議会理事会で病院での感染防止対策の
さらなる徹底を依頼(2/18)
○庁内放送及び啓発ポスターの掲示(1/14〜)
○県民局ＨＰ、ひょうご防災ネットで対策の徹底を呼びかけ（1/13〜）

東播磨

○イベント、会合等での知事メッセージの配付(12 月より継続)
○ＪＲ加古川駅前・加古川総合庁舎等での懸垂幕・横断幕の掲示
内容：加古川ヤマトヤシキや加古川総合庁舎、管内市町庁舎に懸垂幕・横
断幕を掲示し、不要不急の外出自粛、感染防止対策の徹底を啓発
○神戸新聞への健康福祉事務所長インタビュー記事掲載（1/20 記事掲載）
○県民局情報番組「ひがタン！」等での啓発（1 月下旬〜）
内容：地元ケーブルテレビ局(BAN-BAN ネットワークス株式会社)と連携し、県民局情
報番組「ひがタン！」や同局ラジオ番組等で感染予防の啓発を随時行う。
○管内県立高校等への感染予防の講義（1/18〜1/22）
内容：高校生等に対して、県民局長が新型コロナの感染予防を講義し、注
意喚起を実施。（実施場所：管内の全県立高校、兵庫大学、いなみ野学園）
○管内スーパー等での店内放送・啓発ポスターの掲示依頼
内容：管内のスーパー等（マルアイ、ニッケパークタウン、加古川ヤマト
ヤシキ、にじいろふぁ〜みん等ＪＡ直売所）に対して、感染拡大防
止の徹底を呼びかける店内放送及び啓発ポスターの掲示を依頼。
○管内企業への商工会議所等を通じた啓発依頼（1/15）
内容：管内商工会議所、商工会に対し、「感染拡大防止徹底要請」ポスタ
ーの事務所内での掲示や、会員企業への周知を改めて依頼。
○自動車啓発（随時）
○県民局ホームページトップ画像に「新型コロナウイルス緊急事態宣言発令中」と記載
○庁内放送及び啓発ポスター掲示による、来庁者への啓発（継続実施）
○管内市町への協力依頼(1/13〜)
内容：管内市町の首長に対して啓発への協力を依頼。首長による防災無線
での住民への呼びかけなど各種対応を検討中。

4

○ひょうご安全の日のつどい「地域のつどい」でのパネル掲示(1/18〜22)
北播磨

○ひょうご防災ネット(メール)による呼びかけ（1/14〜(週 1 回))
○管内の道路情報板での周知情報の表示(1/15〜)
○庁舎内における庁内放送及びポスターの掲示（1/14〜）
○庁舎内での外出自粛等を呼びかける動画の放送（1/15〜）
○オンライン会議での啓発動画の配信(随時)
○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要請（継続実施）
○管内主要施設（鉄道駅、バス営業所、ホテル、商業施設等）へのポスター
掲示（12 月から継続）
○イベント、会合等での知事メッセージの配布（12 月から継続）
○中播磨県民センターホームページトップ画像に「新型コロナウイルス

中播磨

緊急事態宣言発令中」と記載
○公用車により「県作成呼びかけメッセージ」を放送しながら、館内を巡回
(毎週火・金曜日

期間延長に伴い継続実施)

○公用車へ「新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言発令中」と
記載したボディパネルによる啓発(２０台)
○ＦＭ ＧＥＮＫＩ で「県作成呼びかけメッセージ」を放送（1/22、2/12）
○山陽百貨店壁面に、懸垂幕を掲示（1/23〜）
○姫路総合庁舎(東側壁面)に懸垂幕を掲出(1/26〜)
○庁内放送による来庁者等への呼びかけ（毎日 1 回）
○各種行事、消費者団体等を通じた知事ﾒｯｾｰｼﾞの周知・配布（1/15〜）
西播磨

○県民局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(局長ﾒｯｾｰｼﾞ)での感染防止対策徹底の呼びかけ(1/14、2/3）
○ひょうご防災ネットでの感染防止対策徹底の呼びかけ（1/14〜）
○啓発用ボディパネルを掲示した公用車での自動車啓発（1/15〜）
○庁内放送（光都、龍野）による来庁者等への呼びかけ（1/15〜）
○管内の道路情報板を利用した呼びかけ（1/18〜）
○ﾗｼﾞｵ関西及び Kiss FM KOBE 番組内での感染拡大防止啓発ﾒｯｾｰｼﾞの呼びかけ
（ラジオ関西：1/21〜1/25(計 4 回)、Kiss FM KOBE：1/28(1 回）)
○公用車による自動車啓発（１台、1/18〜（土日含む毎日））

但

馬

○但馬県民局管内の道路情報板での呼びかけ(1/15〜)
○但馬県民局管内のＪＲ駅での「ひょうごスタイル」ポスターの掲出
○地域コミュニティＦＭ（ＦＭジャングル）での呼びかけ(1/15〜)
○県庁舎での呼びかけメッセージの庁内放送及び知事メッセージの掲示
(1/14〜)
○イベント、会合等での知事メッセージの配布
○豊岡総合庁舎デジタルサイネージでの啓発動画の放映(1/15〜)
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○ＪＲ駅内での職員による該当啓発（1/15〜2/5（毎週金曜日））
丹

波

内容：ＪＲ駅内（篠山口駅、柏原駅、黒井駅、石生駅）において、各事務
所と連携し、都市部からの通勤者等に向け、チラシ配布により不要
不急の外出自粛、対策の徹底を呼びかけ（神戸新聞、丹波新聞に掲載）
○庁舎内における啓発（1/14〜）
内容：柏原総合庁舎及び篠山庁舎において、緊急事態宣言発出中である
旨の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（1/14〜）
○ラジオ番組よる注意呼びかけ（1/18・19・25・26・28・2/1・2・4）
内容：ＦＭ「805 たんば」及びラジオ関西「ラジオで辿る光秀ゆかりの兵
庫丹波」において対策の徹底を呼びかけ
○ホームページ等による啓発（1/13〜）
内容：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（1/14〜）
内容：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（1/27〜）
内容：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（1/14〜）
○災害時緊急車両（２ｔトラック）の荷台に「緊急事態宣言発令中」の表示

淡

路

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（1/15〜）
○ひょうご防災ネットを活用した感染防止対策徹底の呼びかけと各コール
センター連絡先の周知（1/14〜）
○県民局 HP（局長メッセージ）による感染防止対策の呼びかけ（1/14〜）
○洲本総合庁舎における呼びかけメッセージの放送及びポスターの掲示に
よる注意喚起（1/14〜毎日）
○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(1/18〜)
○庁舎の屋外懸垂幕掲出による感染防止対策の啓発（1/29〜）
○管内の関係団体に対し、所属企業等へ「感染拡大防止徹底要請」の知事メ
ッセージの配付を依頼
○淡路県民局管内の道路情報表示板（１６か所）で不要不急の外出自粛を呼
びかけ(1/14〜)
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