令和３年９月 28 日
新型コロナウイルス感染症広島県対策本部決定
「緊急事態措置」終了後の新型コロナ感染拡大防止集中対策について
１

趣旨

本県では，７月中旬からの感染拡大に対して，これまでよりも早い段階で強い対策を
実施する「早期集中対策」を令和３年７月 31 日から開始した。また，８月 20 日からは
「まん延防止等重点措置」の適用，８月 27 日からは「緊急事態措置」の実施など，機
動的な対策を講じ，想定を超える感染の急拡大に歯止めをかけるべく取り組んできた。
全国的には，お盆を過ぎて８月下旬以降，感染者の新規報告者数(直近１週間の 10 万
人当たり)が継続して減少しているが，多数の重症者や自宅療養者への対応から医療提
供体制のひっ迫が十分に解消されていない地域がある。
こうした中，新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「法」という。）に基づ
き，９月 30 日をもって，本県が緊急事態措置を実施すべき地域から除外されることが
決定された。
本県では，８月下旬から新規報告者数は継続して減少し，感染状況はステージⅣを脱
却し改善してきている。医療提供体制を踏まえた総合的な判断による感染状況は，ステ
ージⅡであるが，一部の市町においては比較的高い水準にあり，継続的な感染が認めら
れる。（令和３年９月 27 日までの１週間の人口 10 万人当たり新規報告者数 全県：
9.5 人（広島市：14.3 人，呉市：3.6 人，福山市：7.2 人））
ワクチン接種については，今後も必要な数のワクチンが配分されれば，希望するほと
んどの県民への接種が行き渡る時期を見通せる段階まできている。
専門家からは，
・ これまでの強い対策は段階的に解除することが妥当と考える。ＰＣＲ検査体制は維
持し，ワクチン接種の有無にかかわらずマスク着用や手指衛生など感染防止対策の
徹底と早めの受検や受診を呼びかけること。ワクチン未接種者の多い学校や保育施
設等での感染防止対策は維持すること
・ ワクチン接種は最も有効なコロナ対策であり，重症化リスクの高い層や若年層，12
歳未満の子どもを持つ親世代など，更なる接種率向上を目指し促進すること
・ 医療提供体制については，次の波を見据え，抗体カクテル療法の効率的な運用を進
めるとともに，すべての医療機関が協力し，宿泊療養施設入所者及びオンライン診
療の活用も含めた自宅療養者の診療体制を早期に構築すること
などの意見がなされている。
県民の社会経済活動を早期に回復させるためには，感染が再拡大しないよう積極的疫
学調査により感染者をしっかり捕捉できる状態を目指す必要がある。このため，ワクチ
ン接種を確実に進めるとともに，感染状況を踏まえて対策を段階的に緩和していくこと
とし，引き続き，必要な対策に取り組む。
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２

集中対策期間
令和３年 10 月１日（金）～ 14 日（木）

なお，感染の再拡大が確認された場合は，速やかに対策を強化する。
また，感染状況の改善が認められる場合には，対策期間内であっても，要請事項（行
動制限）の緩和や次項による集中対策重点区域の一部解除を行う。
３

集中対策重点区域の設定

感染の地域的な抑え込みと再拡大防止により，確実に感染状況を改善させるため，次
のとおり集中対策重点区域を定める。
・集中対策重点区域
広島市，東広島市，府中町，海田町
４

県民，事業者への要請【全県】

「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」（以下，県の対処方
針という。）では，「３ 県民に対する要請」及び「４ 事業者に対する要請」により，
県民や事業者に対して，家庭内，外出・移動時，職場や店舗における基本的な感染防
止，業種別ガイドラインの遵守，感染リスクの高まる「５つの場面」への注意や十分な
換気など，確実な実践を要請している。
今後，気温が低下していく時期に入るため，より一層，徹底していく必要がある。
（１）人と人との接触機会の低減
人流の５割削減により接触機会を８割削減し，人と人との接触機会の低減を図るた
め，対策期間中は県の対処方針の感染防止対策等の徹底に加え，次の事項を要請す
る。
ア

外出の削減【法第 24 条第９項に基づく要請】
・ 日常生活上必要な買い物などを含めて外出機会と時間を合わせて半分に削減する
こと。特に集中対策重点区域においては，21 時以降の外出はさらに削減すること。
なお，通学や医療機関の受診まで制限するものではない。
・ また，必要があって外出する場合においても，必ずマスクを着用したうえで，極力
家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で混雑している場所や時間を避け
るなど，可能な限り人と人との接触を避け，距離を置く（１メートル以上，できる
だけ２メートル以上）ことを心がけること。
※外出の削減の対象としない場合の例
医療機関への通院，各種健診の受診，医薬品の購入，必要な出勤・通学，自宅近
隣における屋外での運動や散歩など
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イ

職場への出勤等【法第 24 条第９項に基づく要請】
・ 徒歩・自転車通勤，時差出勤などを促し，通勤時の人との接触を減らすこと。
・ Web 会議やテレワークの活用，休暇取得の促進等により，事務所や事業所ごとの出
勤者を７割削減することを目標とし実施すること。また，出勤者数削減の実施状況
を公表し、取組を促進すること。
・ テレワーク等出勤に代替した勤務形態がとれない方のいる事業所等では，執務室を
分散させるなどによって執務室内の定員を７割削減することを目標とし実施する
こと。
・ 集中対策重点区域においては，住民に対して 21 時以降の更なる外出削減を要請す
ることを踏まえ，事業の継続に必要な場合を除き 21 時以降の勤務を抑制すること。

（２）飲食店等の利用と感染予防【法第 24 条第９項に基づく要請】
・ 同居する家族以外での会食等は控えること。ただし，同居する家族以外での会食等
にあって，次に掲げる物理的な対策等がとられている飲食店等を利用する場合，居
宅や屋外のキャンプ場などにおいて飛沫感染防止（アクリル板等の設置または他者
との間隔を１メートル以上もしくはマスク会食），手指消毒及び換気を徹底する場
合は，その限りとしない。
・ 会食等を行う場合には，アクリル板等の物理的対策の適切な導入などを県が認証す
る「広島積極ガード店ゴールド」を利用すること（当面の間，
「広島積極ガード店」，
「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」を含む。）。また，「広島コロナお知
らせＱＲ」の利用のほか，飲食店等が行う感染予防対策に協力すること。
・ 別紙による営業時間の短縮要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること。
・ 路上・公園等における集団での飲酒など感染リスクが高い行動を行わないこと。
・ カラオケ設備を提供する店舗においては，利用者の密を避ける，換気の確保等，感
染対策の徹底を行うこと。
（３）他地域への移動の自粛【法第 24 条第９項に基づく要請】
・ 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施されている地域との往来は，最大限，
自粛すること。また，都道府県が住民に対して不要不急の外出自粛を要請している
地域又は直近７日間の 10 万人当たり新規陽性者数が 10 人以上となっている地域
との往来については，改めてその必要性を十分に検討し，慎重に判断すること。
・ どうしても避けられない場合は感染防止策の徹底とともに，出発前又は到着地で検
査を受けること。
・ これらの地域からの来訪者と面会する機会がある場合，感染リスクを考慮した行動
を行うこと。事業者においては，出張時期の変更やＷｅｂ会議への切替えの検討な
どを行うこと。
・ 県内での移動について，集中対策重点区域との往来は，感染防止策を徹底するなど
注意すること。なお，通勤・通学や医療機関の受診まで制限するものではない。
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（４）県民の生活・経済の安定確保に不可欠な業務の継続
感染状況がステージⅢ若しくはⅣの状態にある場合には，県民の生活・経済の安定確
保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては，十分
な感染防止策を講じつつ，事業の特性を踏まえ業務を継続すること。
５

イベントの開催要件

９月 28 日から 30 日までを周知期間とし，10 月１日以降のイベントについては，
「広島
県におけるイベントの開催条件について」（令和３年 10 月１日適用）のとおり，イベン
トの主催者等に対して，法第 24 条第９項に基づき，その規模要件等に沿った開催を要請
する。
６

施設の使用制限等

（１）飲食店等に対する要請【法第 24 条第９項に基づく要請】
マスクを外した状態での人との接触機会を可能な限り低減させることを目指し，集
中対策重点区域内の飲食店等に対して，別紙のとおり営業時間の短縮等を要請する。ま
た，要請に応じた場合には，別に決定する協力支援金を支給する。
（２）大規模施設等に対する働きかけ
施設に人が集まることによる人流を抑制し，人と人との接触機会の低減を図る必要
があることを踏まえ，集中対策重点区域内の大規模施設等に対して，別紙のとおり営業
時間の短縮等を働きかける。この場合，協力金は支給しない。
（３）行政の取組
県は，営業時間の短縮等の実効性の担保，業種別ガイドラインの遵守の徹底のた
め，関係機関と連携して，飲食店等に対して見回り活動，路上・公園等における集団
での飲酒など感染リスクが高い行動に対する必要な注意喚起等を行う。
また，感染状況に応じてまん延防止のために必要な措置の要請等（法第 24 条第９
項等）を行う。
【まん延の防止のために必要な措置】
・ 従業員に対する新型コロナウイルスにかかっているかどうかについての検査を
受けることの勧奨
・ 新型コロナウイルスの感染の防止のための入場者の整理及び誘導
・ 発熱その他の新型コロナウイルスの症状を呈している者の入場の禁止
・ 手指の消毒設備の設置
・ 施設の消毒
・ マスクの着用その他の新型コロナウイルスの感染の防止に関する措置の入場者
に対する周知，正当な理由がなく当該措置を講じない者の入場の禁止 など
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７

集中対策に合わせた対応

（１）感染者の早期発見と隔離
早期に感染者を捕捉し，入院病床や宿泊療養施設での適切な療養が行えるよう，次の
とおり対策を行う。
ア 積極的疫学調査の徹底及びＰＣＲ検査の集中実施
イ 医療・療養体制の確保
（２）クラスター対策
クラスターの芽となる感染者の早期発見と収束のため，次のとおり対策を行う。
ア 医療機関や高齢者施設等の従事者に対する定期的なＰＣＲ検査の実施
イ 「医療福祉クラスター対応班」による施設への早期介入と感染管理指導
ウ 学校や大学等への要請
（学校（幼稚園，小学校，中学校，高等学校等））
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」を踏
まえた対応を行うこと。
とりわけ，感染リスクの高い活動（グループワーク，調理実習，接触する運動
等）における，児童生徒の「接触」等についてはできるだけ避けることとし，実
施する場合には一定の距離を保つなど工夫すること。
学校行事について，修学旅行等，校外における活動は，行先の感染状況等を踏
まえ慎重に実施の可否を検討すること。文化祭・体育祭等については感染リスク
の高い活動（飲食物の提供・騎馬戦等）は感染状況等を踏まえ慎重に実施の可否
を検討すること。
昼食時には黙食を徹底し，登下校時の飲食は控えるよう指導すること。
寄宿舎に居住する生徒が帰省する際には，移動を最小限とするなど感染リスク
を減ずること。
高等学校における部活動については，可能な限り感染症対策を行った上で，リ
スクの低い活動から徐々に実施することを検討すること。
分散登校や臨時休業等を実施する際にはオンライン授業を実施できるよう準備
するなど，地域や学校の状況に応じた対応に留意すること。
なお，小学校・中学校においても，分散登校や臨時休業等を実施する際にオンラ
イン授業が実施できるよう，県教育委員会が支援する。
（大学，高等専門学校等）
授業に当たっては，こまめな換気・消毒，収容人数の制限，座席の間隔の確保，
オンライン授業の活用等により，感染防止対策の徹底を図ること。
臨地実習に当たっては，実習先における感染防止対策の遵守に加え，事前のＰＣ
Ｒ検査の積極的な受検，実習前２週間及び実習期間中における感染防止対策の徹底
を図ること。
寮生活，クラブ・部活動や合宿など集団行動における感染防止対策の徹底を図る
こと。
（３）ワクチン接種
感染症の収束を図るため，一人でも多くの方に，一日でも早くワクチン接種をして
いただけるよう，有効性等に関する情報提供とともに，効果的な広報や接種機会の確
保等の取組を行う。
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別紙
１

飲食店等に対する要請及び協力支援金等の内容（集中対策重点区域）
要請の期間

令和３年 10 月１日（金）～10 月 14 日（木）

要請の根拠

法第 24 条第９項

要請内容

施設の種類

協力支援金
支給単価
（単位：万円）

支給要件

２

①酒類を提供する飲食店における営業時間の短縮等
○「広島積極ガード店ゴールド」認証店：
・営業時間を５時から 21 時までとし，酒類の提供（利用者による酒類の店内
持込を含む）を 11 時から 20 時までとすること。
・同一グループの同一テーブルへの入店案内は原則４人以内とすること
○その他の店舗：
・営業時間を５時から 20 時までとし，酒類の提供（利用者による酒類の店内
持込を含む）を 11 時から 19 時 30 分までとすること。
・同一グループの同一テーブルへの入店案内は原則４人以内とすること
②飲食を主として業としている店舗（スナックやカラオケ喫茶等）においては，
カラオケ設備の利用自粛を行うこと。
食品衛生法上における飲食店の営業許可を受けている店舗のうち，酒類を提供
する店舗（結婚式場，居酒屋，バー，カラオケボックス等を含む。）
※宅配・テイクアウトサービスは除く。
・希望者には，早期給付を実施

時短
休業

中小企業
2.0～7.0／日
2.5～7.5／日

大企業
最大 19.5／日
最大 20.0／日

・「広島積極ガード店」，
「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・広島積極ガード店ゴールドの認証店は，通常の閉店時間が 21 時以降
・広島積極ガード店ゴールドの認証店以外は，通常の閉店時間が 20 時以降 など

大規模施設等に対する働きかけの内容（集中対策重点区域）
令和３年 10 月１日（金）
～10 月 14 日（木）

働きかけの期間

施設の種類

施設の例

劇場等

劇場，観覧場，演芸場，映画館

集会・展示施設

集会場又は公会堂，展示場

働きかけの内容
【1,000 ㎡超，1,000 ㎡以下】

等

遊技施設

・５時から 21 時までの営業時間の
短縮
ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。
）
ただし，生活必需物資の小売関
係及び生活必需サービスを営む
体育館，スケート場，水泳場，屋内テニス場，柔剣
店舗を除く
道場，ボウリング場，テーマパーク，遊園地，野球
・イベントを開催する（映画館の上
場，ゴルフ場，陸上競技場，屋外テニス場，ゴルフ
映含む。
）場合は，21 時までの開
練習場，バッティング練習場，スポーツジム，ホッ
催時間の短縮
トヨガ，ヨガスタジオ 等
・施設内での飲食につながる酒類提
博物館，美術館 等
供（利用者による酒類の持ち込み
を含む。
）は，11 時～19 時 30 分
大規模小売店，百貨店，ショッピングセンター 等
まで
マージャン店，パチンコ店，ゲームセンター 等 ・入場者の整理等

遊興施設

個室ビデオ店，射的場，勝馬投票券販売所

サービス業（生活
必需サービス除く）

スーパー銭湯，ネイルサロン，エステサロン，リラ
クゼーション 等

結婚式場

結婚式場

ホテル・旅館

運動施設等

博物館等
商業施設

等
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等

※食品衛生法の飲食店営業許可を
受けている施設は，上記１の要請
に従うこと

