
県内の感染状況
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新型コロナウイルスに打ち克つためのロードマップ
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指 標 基 準
現状

（8/12現在）
備 考

医療提供
体 制

①入院者数
（直近１週間1日当たりの平均）

140人未満 181.3人

②重症病床稼働率
（直近１週間1日当たりの平均）

３０％未満 17.9％

感染状況

③新規陽性者数（人口100万人当たり）
（直近１週間1日当たりの平均）

10人未満 46.7人

④感染経路不明の新規陽性者数（人口100
万人当たり）
（直近１週間1日当たりの平均）

４人未満 19.4人

参考指標

Ⓐ陽性率
（直近１週間1日当たりの平均）

７％未満 14.4％

Ⓑ直近１週間と先週１週間の比較 １以下 1.5

【感染拡大警報】
③、④の指標のいずれも基
準に到達し、①または②の
指標が一定程度上昇した
際に警戒情報発令

【Stage２】
③、④の指標のいずれも基
準に到達かつ①または②
の指標が基準の50%に到達
し数日継続した際に発令

【感染拡大特別警報】
③、④の指標のいずれも基
準に到達し、①または②の
指標が基準を超えた際に
特別警戒情報発令

【Stage３】
①～④の指標全てが基準
に到達し数日継続した際に
発令

強化・緩和の判断指標（直近１週間平均）
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国指標（ステージⅢへの移行基準）※R3.4.15一部改訂
指 標

基 準 現状
（8/12現在）

備 考
ステージⅢ ステージⅣ

医療提供体
制

①病床使用率（最大 500床） ２０％以上 ５０％以上 44.0％

入院率 ４０％以下 ２５％以下 55.4％
療養者数に対する入院
者数の割合

重症病床使用率（最大 36床） ２０％以上 ５０％以上 19.4％

②療養者数（人口10万人当たり） ２０人以上 ３０人以上 38.3人

感染の
状 況

③ＰＣＲ陽性率（直近１週間） ５％以上 １０％以上 14.4％

④新規報告数
（直近１週間10万人当たり）

１５人以上 ２５人以上 32.7人

⑤感染経路不明割合（直近１週間） ５０％以上 ５０％以上 41.6％

-3-



警戒レベルを「ステージ３」に移行
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８月10日 富山県感染拡大特別警報を発出

 その後も県内の感染拡大に歯止めがかからず、
国ステージⅣ（感染爆発）に迫る危機的状況

⇒重症病床稼働率(指標②)は基準に達していない
が、感染者の急激な増加による医療提供体制の
ひっ迫が目前であることなどを総合的に判断

警戒レベルを８月16日(月)午前0時から

ステージ３に引き上げ -4-
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県民の皆さまへのお願い（ステージ２）

食事

昼間 ○ ○
夜間 ○ 　　 ２時間以上の飲食は

◎飲食を伴わない場合も感染防止対策
　を徹底
　・３密（密閉・密集・密接）のいずれも回避
　・マスクの適切な着用の徹底
　・手指消毒、手洗いの徹底

◎同居家族以外のグループでの会食
  は少人数（４人以下）、短時間で
◎食事中はしゃべらず、会話するとき
  はマスクをつけて
◎自宅等で会食を行う場合には間仕
　切り等の飛沫防止対策を徹底
×…大人数での飲食やカラオケ
×…初めて会う人や最近会っていな
　　　かった人との会食

外出 県外への移動

×
ほとんどの都道府県で

警戒が必要な状況が継続

県外からの帰省であっても
県境をまたぐ不要不急の

移動は自粛を

時
間
帯
問
わ
ず

×…基本的な感染防止対策が徹底されていない施設、飲食店への出入り
　　　（アクリル板等の設置や客席間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底）

×
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6

県民の皆さまへのお願い（ステージ３）

食事

昼間 × ×
夜間 × ×

外出 県外への移動

×
や
む
を
得
ず
外
出
す
る
場
合
等

×…基本的な感染防止対策が徹底されていない施設、飲食店への出入り
　　　（アクリル板等の設置や客席間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底）

◎自宅や屋外等で会食を行う場合でも、間仕切り等の飛沫防止対策を徹底

　◎緊急性や重要性が高いなどの理由で外出する場合も
　　感染防止対策を徹底
　　　・３密（密閉・密集・密接）のいずれも回避
　　　・マスクの適切な着用の徹底
　　　・手指消毒、手洗いの徹底

全ての都道府県との

不要不急の往来は自粛
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飲食店等の事業者の皆さまへ
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７月以降のｸﾗｽﾀｰの約４割が飲食店等で発生

飲食店等を対象として、営業時間
の短縮要請を検討

対象業種、要請期間、短縮時間、
協力金支給など

⇒国との協議等が整い次第、公表・実施
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県民向け観光キャンペーン
販売の一時停止と利用自粛の呼びかけ
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8/16(月)～当面、時短要請期間終了まで

 プレミアム宿泊券及び日帰りツアー割引

プランの販売の一時停止

 プレミアム宿泊券の利用自粛を要請

 おみやげクーポン券の配布の一時停止
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国の Go To Eat キャンペーン食事券
販売の一時停止と利用自粛の呼びかけ
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 8/16(月)から当面の間、販売を一時停止

・期限は感染状況を踏まえ改めてお知らせします。

(当初の販売期間： 7/6(火)～8/31(火))

 飲食店内での利用自粛を呼びかけ

・テイクアウトやデリバリーでの利用をお願いします。
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「とやま地産地消飲食店利用ポイント制度」のデジ
タルクーポン（共通食事券）等の取扱いについて
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 8/16(月)から当面の間、

・テイクアウトでご利用いただくこと

・飲食店内での利用を自粛していただくこと

を呼びかけ

※ 利用自粛の呼びかけ期間については、感染状況を

踏まえて改めてお知らせします。
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県営施設の臨時休館
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 ステージ３への移行に伴い、人流の増加
や感染リスクの高まりを防ぐため、８月
１８日（水）から当面の間、県営文化施
設・体育施設等を臨時休館

・予約済みの場合は、十分な感染防止対策を
講じたうえで利用可能
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公共施設等の照明による注意喚起
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 ステージ３移行を周知するため、公共施設
等の照明を赤色等に変更

〇対象施設（９施設）

〇照明の色 赤色（対応が難しい施設は黄色）

施設名 所在地 開始日 時間帯

富岩運河環水公園 富山市湊入船町 ８月１６日 日没～午後１０時

富山市役所 富山市新桜町 ８月１６日 日没～午後９時

インテックビル（タワー111） 富山市牛島新町 ８月１６日 日没～午後１０時

比美乃江大橋 氷見市中央町・北大町 ８月１６日 日没～午後９時

滑川市役所 滑川市寺家町 ８月１６日 日没～午後１０時

黒部市国際文化センター ｢コラーレ｣ 黒部市三日市 ８月１６日 日没～午後１０時３０分

チューリップタワー 砺波市花園町 ８月１６日 日没～午後１０時

井波木彫刻モニュメント ｢巨大獅子の子落とし｣ 南砺市岩屋 ８月１６日 日没～明け方

小杉駅地下道（駅前口階段、南口階段） 射水市三ケ ８月１６日 午後５時～午後１０時
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県民の皆さまへの改めてのお願い
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 県外から帰省した家族や、普段会っていな
い親戚や友人との会食などがあった方

⇒２週間は①体温ﾁｪｯｸ等の健康管理、②勤
務先や学校等での感染防止対策の徹底を

ワクチン接種後も引き続き、マスクの着用
を徹底し、不要不急の外出や会食は控える
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事業者の皆さまへの改めてのお願い
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 職場や休憩室、社員寮での感染防止対策の
再確認と従業員への周知徹底（三密の回避、
マスクの着用、手洗い・手指消毒や換気の徹底）

 在宅勤務（テレワーク）や時差出勤の推進

 県外出張などのリモート対応での代替

 大規模商業施設など人が集まる施設におけ
る「三密」回避のこれまで以上の徹底
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県民の皆さまへ
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未曾有の感染拡大から大切な人を守るため
より高い緊張感をもって、

うつさない、うつらない
行動の徹底

をお願いします。

※特に最近の感染者の９割以上を占める50代以下
の方々には、より慎重な行動をお願いします。-15-


