
引き続き、感染防止対策を徹底しましょう！
県内の新規感染者数は減少傾向にありますが、社会福祉施設や酒類
の提供を行う飲食店などでクラスターが発生しています。新規感染
者の濃厚接触者や関係者には直ちにPCR検査を行い、その確定の

もと二次感染を防止し封じ込めます。また、医療体制に不安はありま
せん。県民、事業者の皆さんには、引き続き、感染防止対策の徹底に
ご協力をお願いします。 ※この情報は9月9日現在のものです。最新情報は県ホームページをご確認ください

詳しくは
3面へ

クレマチス咲く寺の天井に広がる

「華曼陀羅」
は な ま ん だ ら

兵庫県知事
新型コロナウイルスの感染拡大防止は、県民の皆さん、事業者の皆さん一人一人が「うつらない・
うつさない」との強い思いで取り組むことが大切です。皆さんの一層のご理解、ご協力をお願いします。

○県境をまたぐ不要不急の移動を自粛しましょう。特に接
　待を伴う飲食店など感染リスクの高い場所への出入り
　を控えましょう。
○発熱が続くほか、倦怠感、味覚障害等の症状があれば
　帰国者・接触者相談センターへ相談しましょう。高齢者
　や基礎疾患のある人などは、比較的軽い症状でも早め
　に相談しましょう。
○接触確認アプリ｢COCOA｣「兵庫県新型コロナ追跡シス
　テム」の利用をお願いします。システムから注意喚起情報
　が届いた人は、PCR検査を受けることができます。
○「３密」を避ける、マスクの着用など、引き続き「ひょうご
　スタイル」に取り組みましょう。
○患者、医療・福祉関係者、お店などへの誹謗中傷や差別
　などは絶対にやめましょう。医療関係者等には感謝の気
　持ちを持って応援しましょう。

県民の皆さんへ
○業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止対策の徹底と
　「感染防止対策宣言ポスター」の掲示をお願いします。
○酒類の提供を行う飲食店や歌唱を伴う飲食店など、感染リスクの高い店舗
　等は、特に対策の徹底をお願いします。
○従業員等の発熱などのチェックをし、症状がある場合は仕事に従事させず、
　受診を勧めましょう。
○在宅勤務や分散出勤、サテライトオフィスの取り組みを定着させましょう。
○「兵庫県新型コロナ追跡システム」への登録と二次元コードの掲示をお 
　願いします。

事業者の皆さんへ

○重症化しやすい高齢者等に配慮し、社会福祉施設では、職員、通所者等　
　に対する感染防止対策の徹底をお願いします。
○少しでも健康の不安がある職員には、直ちに受診を促しましょう。
○直接面会をなるべく控え、リモート面会等に切り替えましょう。

医療機関・社会福祉施設関係者の皆さんへ

新型コロナウイルス感染症

※2・5面にも新型コロナウイルス感染症に関する情報を掲載しています

ひ ぼ う

兵庫県広報紙 Hyogoふるさとがもっと好きになる
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【主な内容】
［2─3面］

［6─7面］ おでかけひょうご・情報掲示板
［ 8 面  ］ 地域版

人　口：544万4,338人
世帯数：239万9,849世帯
面　積：8,400.94㎢
（令和2年8月1日現在）10Oct.

月号月号

 550万人のインフォ
［4─5面］ いいとこ丸ごと！（丹波篠山市）

 事業者向けの主な支援
 元気コラム
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550万人の
インフォ

伝えたい！と
知りたい！をつなぐ

十分な検査・医療体制を確保しています

感染者数・入院者数は減少傾向にありますが、引き続き、感染防止対策に取り組みましょう

現在、PCR検査は１日に1,480件実施可能で、今後さらに2,500件まで増強し
ます。入院病床は663床（うち重症110床)、宿泊療養施設は698室を確保して
います（これまでの最多重症者は4月22日の32人）。
今後も、重症・中等症患者は入院、軽症患者等は入院後医師の判断で宿泊療養
を行います。必要な入院医療体制は確保していますので、安心してください。
（県新型コロナウイルス感染症対策本部）

入院医療体制（9月8日時点）

県内の感染者数と入院者数の推移（7月10日以降）
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新型コロナウイルス感染症の感染防
止対策に努め、「ひょうごスタイル」
のポスターも掲示する店舗や施設を、
県公式・兵庫五国連邦プロジェクト
「U5H」のホームページで紹介してい
ます。お店を選
ぶ際の参考にし
てください！（県
広報戦略課）

詳しくは
こちら

闘う相手は「人」ではなく「コロナ」。
STOP！コロナ差別

（公財）人権教育啓発推進センター
特設サイト
「STOP！コロナ差別
‒差別をなくし正しい理解を-」

（公財）兵庫県人権啓発協会
特設サイト
「ひょうご・オンライン
人権フェア」

法務省
人権相談窓口

区分

入院病床

宿泊療養

確保病床数等

病床数等 患者数等 使用率

663 99 14.9%

698 19 2.7%

うち重症

病床数等 患者数等 使用率

110 12 10.9%

入院者数（全体）
最多263人
（使用率40.3%）

感染者の1週間平均数
最多48.0人

ひょうごスタイルな

お店が増えていま
す

8月1日に感染者の1週間平均数が41.0
となり、感染拡大期②に移行

8月14日に感染者の1週間
平均数が39.4となり、感染
拡大期①に移行

8月26日に感染者の1週
間平均数が27.0となり、
感染増加期に移行

9月1日に感染者の1週間
平均数が19.7となり、感
染警戒期に移行

1日の感染者数
最多62人 入院者数（うち重症者）

最多18人（使用率17.3%）

（公財）兵庫県人権啓発協会理事長（兵庫県副知事） 金澤和夫

新型コロナウイルス感染症の感染者やその家
族、濃厚接触者、医療従事者等に対するイン
ターネット・SNS上における誹謗中傷、さまざ
まな場面での心ない言動が広がっています。
感染症を理由とした不当な差別、偏見、いじめ
等があってはなりません。人権に配慮した冷静
な行動をお願いします。
（県人権推進課）

今回、私たちはどれほど人との繋がりを必要とし
ているか、どれほどお互いに支えあっているかを
改めて実感しました。その一方で、感染された方
やその家族、医療従事者等に対する誹謗中傷や
ネット上の心ない書き込みが増えています。闘う
相手は人ではなくコロナです。お互いを尊重し、助
け合い、支えあってこの危機を乗り越えましょう。

ひ ぼ う

つ な

人権に配慮した冷静な行動を お互いを尊重し、助け合いましょう

県内の検査・医療体制が十分確保されていることが分かり、安心しました。〔岩佐さん（芦屋市）〕 令和2（2020）年
10月号
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　湊川神社
   078（371）0001 　078（371）1920

湊川神社

神戸市

伊福精密（株）

神戸市
鼻と口の周りに空間を
つくりマスク装着時の
息苦しさを解消します

Q.どのような製品ですか。
立体3D設計で顔面にしっくりなじみ、マスクの
内側に装着することで鼻と口の周りに空間を
つくり、熱がこもらず快適性を保ちます。口紅が
マスクに付きませんし、ひげと擦れてマスクが
けば立つこともありません。先行の類似品との
一番の違いは、冷却シートやガーゼなどを挟め
るよう中央部にクリップを設けたところです。
Q.開発の動機と苦労した点は。
5月中旬に、知人から「マスクを着けて登山をす
ると呼吸がしづらいので何とかならないか」と相
談されたのがきっかけです。そこから3Dプリン
ターで試作しては従業員や取引先の方にフィッ
ト感を確かめてもらい、改善を繰り返しました。

Q.開発を通して得たものは。
当社にとって直接エンドユーザーを相手にする
初めての量産品なので、製造はもちろん、封入、
梱包と隅々まで気を配ります。コロナ禍で本業の
受注が減り、沈んだ雰囲気になりそうなところ、
従業員が前向きに協力してくれたのはありがた
かったですし、より強固な一体感が生まれたよう
に思います。

精密部品加工や金属加工などを手掛ける伊福精密㈱は、マス
ク装着時の息苦しさを和らげる「マスクインサイドホルダー」
を開発し、8月から販売開始。伊福元彦社長に製品の特長
や得意の立体加工技術を活用した経緯などを聞きました。
（インタビュー 県民だより編集部）

　神戸市西区伊川谷町潤和字
　西ノ口750-6
　078（978）6760
　078（978）6761
●創業／昭和45年●従業員／34人

伊福精密（株）

マスク上端をフックに掛ける

長いフックに
差し込む

フック

マスクインサイド
ホルダー

冷却シート、
ガーゼなど布・不織布マスク

9㌢

ドラッグストア「アルカ」と
オンライン
ショップで販売

マスクを挟みます。
マスクと本体が
ぴったりフィット
することで眼鏡が
曇りません。

冷却シートやガーゼなどを
固定します。

ポリプロピレン
素材で水洗い
できます。
5㌘と軽量で
長時間装着しても
快適です。

10㌢

色鮮やかな花々に迫力ある竜や虎。社寺の天井に目をやれば、多彩な芸
術作品が広がっています。天井画が楽しめる県内の社寺を紹介します。
（取材・文 県民だより編集部）

見上げればアート個性豊かな天井画

164点の中央に堂 た々る竜
楠木正成を祭神とする名社の拝殿
を彩る164点の画は、昭和27年に
戦火で焼失した社殿を再建するに
当たり、全国の画家から奉納され
たものです。中でも、９つの格子に
わたる5㍍四方の大作「大青龍」は
日本画家、福田眉仙の作。その威
容は見る者を圧倒します。

　花岳寺
   0791（42）2068 　0791（45）2885

花岳寺

赤穂市

力強さがみなぎる勇壮な虎
赤穂藩祖、浅野長直が建立した古
刹の本堂には、大きく目を見開い
た虎の絵。日本画家、法橋義信に
よる「竹に虎」は、もともと端午の
節句ののぼりに描かれました。昭和
37年に義信の親族から寄進され、
勇ましい姿は訪れる人に力を与え
ているようです。

　水堂須佐男神社
   06（6438）3078 　06（6438）3076

水堂須佐男神社

尼崎市

鎮魂の思いが込められた画
社殿が立つ水堂古墳は古墳時代
前期の前方後円墳。日本画家、鈴
木靖将による拝殿天井画の中央に
は、銅鏡や刀剣などの副葬品が描
かれています。その周りには万葉
の草花。古墳の被葬者と阪神・淡路
大震災の犠牲者への鎮魂の思い
が込められています。

　本覚寺
   　0796（52）2891

本覚寺

豊岡市

咲き誇る154種のクレマチス
約1,600株のテッセン、クレマチス
を栽培する同寺。愛らしい花を年中
見てほしいとの思いから、平成7年、
本堂外陣の格天井154升にそれ
ぞれ異なる種類のクレマチスの写
真を配置し、天井画を作成しました。
「華曼陀羅」と名付けられ、寺の
シンボルとなっています。

今月の
表紙

は な ま ん だ ら

さ つ

新型コロナウイルス感染症や災害によって、これまでの「当たり前」が通用しなくなりました。〔小木さん（神戸市）〕令和2（2020）年
10月号


