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県民の皆さまへのメッセージ

○ 新型コロナウイルスの県内の新規感染者数は、１週間単位で前週と

比べると、約１割の減少となり、減少のペースは緩やかですが、新規の

感染者数は減少し始めている状況です。

○ 一方で、対応ステージを判断する上で最も注視している、病院のベッ

ドの占有率は、昨日、２ヵ月振りに 25％を下回り、本日も 25％を下回

っています。

この数値は、県の対応ステージを判断する目安では、現在の「特別警

戒（赤）」の一つ下、「警戒（オレンジ）」のレベルです。

○ この要因としては、入院リスクの高い 70 代以上の高齢者の方々の感

染者数や、感染割合が大きく減少したことが、ベッドの占有率の低下に

つながったと考えています。

これは、高齢者の方々の３回目のワクチン接種が、３月 16 日時点で、

７割以上まで達したことが背景にあると考えています。

○ こうした良い指標の動向もありますが、新規の感染者数の水準を見

ると、前週に比べて１割の減少になったものの、なお、感染者数の水準

は、「特別警戒（赤）」のレベルとなっており、このような状況を踏まえ、

今後のステージ判断について申し上げます。

○ 新規感染者数の動向も含めて、ステージを判断する必要があります

が、明日からの３連休明けの指標を見ながら、ベッドの占有率の指標が

安定的に 25％を下回る状況にあれば、対応ステージの引き下げについ

て判断するという方針で臨みたいと思いますので、ご理解をお願いし

ます。
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○ 全国的にも新規感染者数は緩やかな減少傾向にあり、18 都道府県に

適用されていた「まん延防止等重点措置」が、来週 21 日を期限として、

全て解除されることとなりました。

○ しかしながら、オミクロン株の別系統で、さらに感染力が強いとされ

ている「ＢＡ.２」への置き換えが進むと、感染者数が再度、増加に転

じる可能性も専門家などから指摘されているところです。

○ また、これから年度替わりを迎え、普段会わない方との接触機会が増

えますので、リバウンド防止に向けた警戒が必要だという意見が、先日

の国の「基本的対処方針分科会」においても、多く指摘されています。

○ こうした状況を踏まえ、県民の皆さまには、次の点をお願いします。

＜感染防止対策の徹底＞

○ 県内の新規感染者数を年代別に分析すると、医療に大きな負荷がか

かる高齢者の方々の感染割合は大幅に減少しましたが、若い世代、特に

20 代以下の感染者数の割合が半数を占めるまで増加しており、この点

を非常に心配しています。

○ 新年度を迎え、入学式・入社式といった人の多く集まる行事も増えて

きますが、こうした場面では、マスクの着用、３密の回避、換気の徹底

といった基本的な感染防止対策を徹底いただくよう、あらためてお願

いします。
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＜会食時の注意点＞

○ これからは、年度替わりの歓送迎会のシーズンでもあります。現在、

県の対応ステージは「特別警戒」のため、県民の皆さまには、同一グル

ープ、同一テーブルでの会食は、同居家族のみの場合を除き、「４人以

下、２時間以内」という、具体的な基準のもとで対応いただくよう、お

願いしています。

○ ５人以上の会食の機会を設けようとお考えの方々は、まずは、４人以

下のグループになるように、テーブルを分けていただくようお願いし

ます。

○ しかし、テーブルを４人以下に分けても、会食が始まった途中から人

が入り交じることになりますと、実質的には大人数で会食をすること

とリスクは全く同じということになってしまいます。

○ そのため、こうした人数制限を外して、５人以上で会食いただける枠

組みとして、「全員検査活用プロジェクト」を来月 10 日まで実施しま

す。

無料で検査を受けていただき、全員が陰性であることを確認すること

で、安心して会食を行っていただける仕組みです。

○ 大人数で人が入り混じるような会食を想定している場合は、テーブ

ルを分ける方法ではなく、あらかじめ「全員検査」で、全員が陰性であ

ることを確認いただいた上で、安心して会食に臨んでいただくことを

お願いします。
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＜ワクチン接種＞

○ 県内の３回目のワクチン接種率について、65 歳以上の高齢者の方々

は、７割を上回りました。このことが、最近の高齢者の方々の新規感染

の減少に大きく寄与していると考えています。

こうした状況を見ると、第６波の感染収束に向けては、３回目のワク

チン接種をできるだけ早く進めていくことが大きな鍵となります。

○ 接種から６ヵ月が経過した方には、お住まいの市町村から順次、接種

券が送られてきますので、接種の機会が回ってこられた場合には、でき

るだけ早い機会に、３回目の追加接種をしていただきますよう、あらた

めてお願いいたします。

令和４年３月１８日

高知県新型コロナウイルス感染症対策本部長

（知事） 濵田省司



　○県民の皆さまへ
　　（１）不織布マスクの正しい着用、３密の回避、十分な換気対策、こまめな手指消毒をはじめとした基本的な感染防止対策を徹底して
　　　　　　ください（特に重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方、ワクチン未接種の方）。
　　（２）家庭内での感染事例が多く報告されています。部屋の換気、共有部分の消毒、タオルや食器の共用を避けるなど、家庭での感染
　　　　　 防止対策の徹底をお願いします。特に重症化リスクの高い方々と同居している家庭では、家庭内においても会話の際などには、
　　　　　 マスクの着用をお願いします。
　　（３）接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。
　　（４）感染者やその家族、医療従事者等に対し、誹謗中傷や差別的な行為を行わないようにしてください。
　  （５）症状のある方は、検査協力医療機関での受診をお願いします（行政検査として無料）。
　　　　　　 また、無症状でもご不安のある方は、県が設置する検査会場や薬局等で無料検査を受けることができます。
　　（６）ワクチンの３回目接種により、発症や重症化を防ぐ効果が回復するとされています。メーカーにこだわることなく、できるだけ早期に
　　　　　３回目のワクチン接種をお願いします。
　○事業者の皆さまへ
　　（１）業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策（特に、従業員のマスク着用）を徹底していただくようお願いします。
　　（２）室内の十分な換気、こまめな手指消毒、共有部分の消毒など、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。
　　（３）在宅勤務（テレワーク）や休暇取得の促進等により、出勤者数削減の取組を推進していただくようお願いします。
　　（４）時差出勤等、人との接触機会を低減する取組を推進していただくようお願いします。
　　（５）医療機関や高齢者施設においては、感染防止対策の徹底・レベルアップをお願いします。

　１　会食について
　　（１）同一グループの同一テーブルでの会食は４人以下（※1、2）とし、時間は、２時間以内にしていただくようお願いします。
　　　　　　 飲食店での会食にあたっては、できる限り「高知家あんしん会食推進の店」の認証店を利用していただくようお願いします。
　　　　　　 　※1 同居の家族のみの会食は、人数制限の対象としません。
　　　　　 　　※2 認証店では、利用者に対する全員の陰性が確認された場合は、「５人以上の会食」も可能(注)とします。
　　（２）会話が主となる時間帯には、できる限りマスクの着用を励行するなど、飛沫感染の防止に努めてください。
　　（３）特に、飲酒の場などでの「献杯・返杯」や「大声での会話」、「マスクを外してのカラオケ」など、感染リスクの高い行動は、控えるよう
　　　　　 お願いします。

県内の感染状況を踏まえた対応方針、県民・事業者の皆さまへのお願い（1/２）

（注）全員の陰性確認により、制限の緩和を希望する認証店は、県への届出が必要です。　　　　　

「感染症対応の目安」におけるステージ：特別警戒（赤）（令和４年３月18日時点）

３月19日からのお願い（４月３日まで）



 
　２　外出について
　　（１）外出の際には、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。
　　（２）混雑した場所、換気の悪い場所や感染対策が十分でない施設など感染リスクが高い場所への外出は極力控えてください。

　３　他県との往来について
　　（１）「まん延防止等重点措置の対象地域（東京都等18都道府県）」など、感染拡大地域との往来は極力控えてください（3/21まで）。
　　（２）発熱などの症状がある方や体調の悪い方は、他県との往来を控えてください。

　４　イベント等について　　
　　開催にあたっては、以下の点に注意したうえで、業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策を徹底してください。
　　 （１）参加人数が5,000人超かつ収容率50％超のイベント開催については、県へイベント開催の２週間前までに「感染防止安全計画」を提出してください。
　　　　　　「感染防止安全計画」を策定し、県による確認を受けたイベントは、人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100％とします。　※「大声なし」が前提
　　 （２）（１）以外のイベントの人数上限は、5,000人又は収容定員50％以内のいずれか大きい方とします。
　　　　　　　収容率は、「大声なし」のイベント等は100％、「大声あり（注）」のイベント等は50％とします。
　　　　　　　　※収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条件を満たす必要）
　　　　　　　感染防止策等を記載した「チェックリスト」を作成して、ホームページ等で公表し、イベント終了日から１年間保管してください（県への提出は不要です）。

  ５　県立施設等について　　業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策を徹底したうえで、通常どおり開館しています。

　６　県立学校について
　　（１）春休み期間中の部活動は、１日あたり２時間以内で、週休日等を含め週５日までに制限します。
　　　　　　 ただし、公式大会の２週間前からは、１日３時間以内の活動を週休日等を含め週５日まで可能とします。
　　　　　　 なお、県内外における練習試合等は引き続き禁止します。　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（２）補習は、感染防止対策を徹底したうえで、人数制限やオンラインの活用など工夫して実施します。

県内の感染状況を踏まえた対応方針、県民・事業者の皆さまへのお願い（２/２）
「感染症対応の目安」におけるステージ：特別警戒（赤）（令和４年３月18日時点）

（注）大声を「観客等が通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」に該当するものとします。
　　　　　　　

３月19日からのお願い（４月３日まで）



　　会食時の留意点（県民の皆様へのお願い）　
  　会食の際はしっかりとした感染防止対策を講じたうえでお楽しみ下さい。

③　飲食店を利用する際は、できる限り「高知家あんしん会食推進の店」の認証店を選びましょう。

①　１テーブルは４人以下で！時間は2時間以内で！（同居家族のみの場合は、人数制限はありません。）
②　会話の時はマスクを着用。 「大声での会話」は控えて！　箸やコップの使い回しはしないで！  献杯・返杯もダメ！ 

1つのテーブルに５人以上で座る
（テーブルをつなげて5人以上になる）

テーブル間を移動する

（同居家族のみの場合以外）

会食中はテーブル間の移動はＮＧ！

４人以内になるようテーブルを分ける

　（※）「対象者全員検査」活用プロジェクトとは、対象者全員検査（※1）で陰性が確認され、認証店（※2）で会食する場合に
　　　　　　人数制限等を緩和する制度です。

（※１）臨時PCR検査センター等で実施する無料検査　
　　　　　　　【https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010101/files/2022031800136/file_20223185141020_1.pdf】
（※２）認証店のうち、制限の緩和を県に届出した店　【https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131901/2022030400207.html】

　注）「対象者全員検査」活用プロジェクト（※）を活用することで、こうした会食も可能。



　　　経済回復に向けた「対象者全員検査」活用プロジェクトの延長について

プロジェクト内容

対 象 店
・「高知家あんしん会食推進の店認証店」の内、「飲食店等のワクチン検査パッケージ制度等登録店」

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※令和４年３月14日時点の登録店 490店舗

実施期間 ・令和４年３月７日より令和４年３月31日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・「高知県中央部臨時PCR等検査センター（オーテピア西敷地）」と
　「地域の登録事業者」で検査ができます　　　　　　　※令和４年３月18日時点の登録事業者 46ヶ所

・５人以上の利用は会食等の4日前までに要予約

・結婚式場や宿泊施設等、利用者数が多い施設は「検査実施事業者」として
　登録することにより、直接会場で抗原定性検査ができます　

・こうした取組を積極的に広報し推奨

令和４年４月10日まで延長予定とし、
歓送迎会需要に対応！
（延長に係る予算は令和4年度当初予算で対応）

  　　　　≪ R４.3.18　特別経済対策PT ≫



新型コロナワクチン３回目接種率及び高知新港接種実績等

・デジタル庁提供データを元に
　作成

・分母は総務省「令和３年住民
　基本台帳に基づく人口、人口
　動態及び世帯数」による18歳
　以上人口
 

　※18歳～19歳人口は、15～19歳
　　人口からの推計値を使用

【年代別接種率】

【高知新港ワクチン接種実績と予約状況】
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・高齢者を中心に実施（各日600人）
・加えて、職域接種を順次拡大（対象：警察官、教職員、保育士、県職員）

  R4/3/16時点 R4/3/10時点 差

  1回目 2回目 3回目 1回目 2回目 3回目 1回目 2回目 3回目

高知県12歳以上 86.77% 85.61% 38.29% 86.71% 85.56% 34.26% 0.06% 0.05% 4.03%

（高知県18歳以上） － － 40.53% － － 36.26% － － 4.27%

全国12歳以上 88.97% 87.57% 35.91% 88.83% 87.50% 31.18% 0.14% 0.07% 4.73%

（全国18歳以上） － － 38.14% － － 33.13% － － 5.01%

                   

65歳以上 90.74% 90.22% 71.23% 90.76% 90.23% 65.41% -0.02% -0.01% 5.82%

60～64歳 87.17% 86.79% 30.29% 87.10% 86.72% 22.07% 0.07% 0.07% 8.22%

50歳代 86.64% 86.18% 22.57% 86.62% 86.15% 18.41% 0.02% 0.03% 4.16%

40歳代 79.76% 79.13% 18.44% 79.84% 79.19% 16.30% -0.08% -0.06% 2.14%

30歳代 76.08% 75.16% 16.38% 76.04% 75.10% 14.75% 0.04% 0.06% 1.63%

20歳代 78.52% 77.31% 14.19% 78.40% 77.17% 12.68% 0.12% 0.14% 1.51%

12～19歳 72.05% 70.59% 1.26% 72.14% 70.62% 0.89% -0.09% -0.03% 0.37%

（18～19歳） － － 4.88% － － 3.43% － － 1.45%

6日間で、25,861人が
３回目のワクチンを接種


