
外出自粛の緩和および休業要請を解除しますが、誰もが安心して暮らせる日常
を取り戻すため、引き続き、ご協力をお願いします。

感染拡大予防と社会経済活動の再開を両立させていくため、新しい生活様式を実践してい
く必要があります。

兵庫県知事

県民の皆さんのご協力に感謝申し上げます。
感染拡大を予防する「ひょうごスタイル」に共に取り組みましょう。

① 自粛等の見直し基準、再要請基準5月25日をもって全国的な新型コロナウイ
ルス感染症対策の緊急事態措置はなくなり
ました。
本県でも感染拡大を抑えることができてい

ます。これまでの県民、事業者の皆さんのご
協力とご尽力に心から感謝します。
しかしながら、これで新型コロナウイルス感
染症対策が終わるものではありません。第2
波にも備えていかなければなりません。今後
の感染拡大予防と社会経済活動の再開を
基本として、①外出自粛の緩和および休業
要請を解除し、②兵庫の新たな生活様式
「ひょうごスタイル」を推進します。
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。

② 「ひょうごスタイル」取り組みのお願い 県民の皆さんへ

▶�不要不急の外出の自粛に努めてく
ださい。�特に6月18日までは、首都
圏、北海道、人口密集地との不要
不急の移動を控えてください。
▶�「3密」を避けるなど感染拡大を予
防する「ひょうごスタイル」を基本
に、日常生活の中での感染予防
に取り組んでください。

事業者の皆さんへ  

▶�事業活動の再開等に当たっては、
業種ごとの感染拡大予防ガイドラ
イン等を踏まえ、感染防止対策を
徹底してください。�
▶�イベントの開催に当たっては、参加
人数の制限など適切な感染防止
対策の徹底をお願いします。�

▶�在宅勤務、時差出勤、職場での
「3密」の防止など、「ひょうごスタ
イル」を基本に、感染拡大を予
防する「働き方」に取り組んでく
ださい。�

1 ウイルスとの共存を意識した生活習慣

▶「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・手指消毒
▶体温測定・健康チェック

2 各場面別の行動スタイル

○買い物
▶通販、電子決済の利用
▶展示品への接触は控える
▶�レジに並ぶときは、前後にスペース
▶�計画を立て、一人または少人数ですいた時
間に素早く済ます

○公共交通機関の利用
▶会話は控えめに
▶混んでいる時間帯を避ける
▶徒歩や自転車も併用
○食事
▶持ち帰りや出前も利用
▶グラスの回し飲みは避ける
▶対面ではなく、横並びで座る
▶会話は控えめに

▶大皿は避け、料理は個々に
○娯楽・スポーツ等
▶公園はすいた時間、場所を選ぶ
▶筋トレやヨガは自宅で動画を活用
▶ジョギングは少人数で　　
▶すれ違うときは距離を取る
▶予約制を利用
▶�歌や応援は、十分な距離を確保するかオンラ
インで

重症病床の
空床数

新規陽性者数
（1週間平均）

5人以下

再要請基準自粛等の見直し基準

10人以上40床以上
新規陽性者数
（1週間平均）

日常生活（ライフスタイル）

▶�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

▶�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
▶�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

働き方（ワークスタイル）

自然災害と感染症との「複合災害」への
備え（災害文化）

6
令和2（2020）年

人　口：544万6,223人
世帯数：238万9,688世帯
面　積：8,400.94㎢
（令和2年4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

Jun.

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］令和元年度「五つ星ひょうご」選定品

おうちで食べよう！ひょうごの旬菜
［6─7面］インターネットミュージアムを楽しもう

情報掲示板
［ 8 面 ］地域版
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●�患者の行動調査による感染経路と濃厚接触者の特定、濃厚接触者の14日
間の健康観察などにより、集団感染（クラスター）の解消と、第2次感染の封
じ込めに取り組みました。
●�患者の重症度によって入院先を振り分ける「新型コロナウイルス入院コー
ディネートセンター（CCC-hyogo）」を3月19日にいち早く設置し、患者の症
状に応じた適切な医療の提供に向けて円滑な入院調整を行いました。

●�感染者の増加に対して、必要なPCR検査を迅速に実施し、十分な入院病床
などを確保したことで、入院できずに自宅療養となる感染者をゼロに抑えるな
ど、感染ピークを乗り越えることができました。
●�4月7日に緊急事態宣言が発出され、一刻も早く事態を収束させるため、県民
の皆さんには4月15日から休業等の要請を行い、関西広域連合や全国知事
会などを通じて、近隣府県とも連携し、往来自粛の呼び掛けなどを行いました。

これまでの感染症対策

県内の発生推移
この情報は6月1日現在のものです

自粛等の見直し基準 5月25日 5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日
新規陽性者数※ 5人以下 0 0 0 0 0 0 0
重症病床の空床数 40床以上 61 65 66 66 66 66 66
達成状況 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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PCR検査体制の強化 病床数と入院者数の推移（合計）

陽性者数の推移

陽性者数 1週間移動平均数（過去1週間の1日当たり陽性者数）

検査可能検体数
検査数（実績） 入院者（療養含む）計

重症病床数

中軽症病床数

軽症宿泊療養室数

神戸 阪神南 阪神北 東播磨 北播磨 中播磨 西播磨 但馬 丹波 淡路 合計

279 137 158 62 10 42 0 0 1 10 699

（管轄保健所ベース）※政令・中核市含む地域別累計感染者数
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（4/13、4/15）

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

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）。

5月以降、新規感染
者数は減少し、6月�
1日現在、感染拡大
を抑制できている状
況です。

自粛等の見直し基準の達成状況

※1週間平均

感染発生数に対応できるよう入院病床数などを順次拡大これまでの最大検査数にも十分に対応できる検査体制を確保し、検査待ちを解消

一人一人が自分の行動に責任を持つことが大切だと思いました。〔竹中さん（新温泉町）〕読者の声 2令和2（2020）年
6月号 Hyogo

02企P2-022A3
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今後の感染症対策
この情報は6月1日現在のものです

※�神戸市内の医療従事者の皆さんへの支援は、「こうべ医療者応援ファンド」への参
画をお願いします

金融機関名 口座番号
三井住友銀行�兵庫県庁出張所 普通3292123
みなと銀行�本店営業部 普通1979831
但馬銀行�神戸支店 普通9861288
兵庫県信用農業協同組合連合会�本店 普通0017207
ゆうちょ銀行 00940-8-197420
なぎさ信用漁業協同組合連合会本店 普通1240885

寄付金の振込窓口
（名義は「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」）支援金の使途

5月25日をもって全国の緊急事態宣言は解除されましたが、依然として予断を許さな
い状況です。感染の第2波など感染拡大を見据え、万全の医療・検査体制の構築を進
めていきます。

▶�一般医療とのバランスも考慮し、特に重症患者の医療に支障が生じないよう留意しながら
見直し
▶�感染者の動向等を注視し、次フェーズの初期段階にも対応できる体制を構築

3　医療用マスク・防護服等の確保

▶�医療機関においておおむね3カ月分の使用量を確保する
とともに、第2波に備え、さらに約6カ月分の使用量相当
を医療機関に代わって県で保管

感染小康期 感染警戒期 感染増加期 感染拡大期

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

考え方

15人/日の新規患者数発
生に対応
※�必要病床数：156.9�
（うち重症：33.6）�
必要室数�：82.5

20人/日の新規患者数
発生に対応
※�必要病床数：209.2�
（うち重症：44.8）�
必要室数�：110.2

30人/日の新規患者数
発生に対応
※�必要病床数：313.8�
（うち重症：67.2）�
必要室数�：165.0

40人/日の新規患者
数の発生に対応
※�必要病床数：418.4�
（うち重症：89.6）�
必要室数�：220.0

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 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）

2　外来・検査体制の強化
▶�関係市町・医師会等と協力し、各地域で診療と検査に
対応した「地域外来・検査センター」を設置
▶�PCR検査可能検体数を404件→1,000件に拡充
▶�PCR検査試薬の備蓄を推進し、順次1万5,000件分を
購入

区分 現状 拡充
衛生研究所等 280 500

民間検査機関 80 360

医療機関（自施設実施分） 44 140

合計 404 1,000

ＰＣＲ検査体制

6月1日から外出自粛を緩和し、休業要請を解除しました

6月1日

「3密」の回避、身体的距離の確
保、マスクの着用など

6月18日までは県内観光を中心

▶�｢ひょうごスタイル」の推
進
▶�在宅勤務やテレビ会議、
ローテーション勤務、時差
出勤などの推進
▶�職場での「3密」の回避

通勤

▶�感染症防止対策の徹底を前提に、
全ての施設の休業要請を解除
▶�集団感染（クラスター）が発生した
場合、施設の使用制限を含めて必
要な協力等を要請

休業要請

開催の目安
○屋内：100人以下かつ定員の半分以下
○屋外：200人以下かつ人との距離を十分に確保

▶�全国的かつ大規模な催し物は中止また
は延期
▶�開催に当たっては、適切な感染防止対
策を実施

イベント

▶�不要不急の外出の自粛に努める
▶�首都圏、北海道、人口密集地と
の不要不急の移動の自粛
▶�｢ひょうごスタイル」の推進

外出自粛

業種ごとの感染拡
大予防ガイドライン
の実践など

6月18日

1　フェーズに応じた医療体制の構築

ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金に協力をお願いします

認可外保育施設の利
用補助。子ども、親に会
えない精神的負担を減
らすカウンセリングなど。

入手困難な医療資材を調達
するほか、食事時間が取れな
い人のためのケータリング手
配など。

ホテル住まいで勤務を継
続いただく。その際の衣
服クリーニング、タクシー
移動など。

心と体のケア宿泊施設等の活用医療資材、飲食の確保

詳細は県ホームページを確認してください

相談窓口や相談センターがまとめられていて、いざというときに役立ちます。〔原さん（神戸市）〕読者の声3 令和2（2020）年
6月号Hyogo
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