もういちど、
ウイルスに 気（き）を つけてください！
兵庫県（ひょうごけん）で 新（あたら）しいコロナウイルスに かかった人（ひと）は
昨日（きのう） 106 人（にん）いました。今（いま）までで いちばん 多（おお）いです。
この１週間（しゅうかん）で 557 人（にん）が ウイルスに かかりました。
ウイルスが もっと 広（ひろ）がったら 病院（びょういん）のベッドが 足（た）りな
くなる かもしれません。ウイルスが 広（ひろ）がらないように がんばらなければ な
りません。みなさんや 大切（たいせつ）な人（ひと）を 守（まも）るために もういち
ど、下（した）の５つに 気（き）を つけてください。
１．お酒（さけ）を 飲（の）みながら、話（はな）したり ごはんを 食（た）べたりす
ること
２．たくさんの人（ひと）と いっしょに 長（なが）い時間（じかん） 食（た）べたり
飲（の）んだりすること
３．マスクを しないで 人（ひと）と 話（はな）すこと
４．せまい場所（ばしょ）で 人（ひと）と いっしょに 生活（せいかつ）すること
５．休む場所（ばしょ）
、たばこを 吸（す）う場所（ばしょ）
、服（ふく）を 着（き）が
える場所（ばしょ）
この５つは ウイルスに かかることが 多（おお）いです。１～５のあとで 自分の 体
（からだ）の具合（ぐあい）や 行動（こうどう）に よく 気（き）を つけてください。
【病院（びょういん）や 福祉施設（ふくし しせつ）の みなさんへ】
○働（はたら）いている人（ひと）の 行動（こうどう）や 健康（けんこう）を 確認（か
くにん）してください。病院（びょういん）や 施設（しせつ）の中（なか）に ウイル
スが 入（はい）らないように、病院（びょういん）や 施設（しせつ）に 来（く）る
すべての人（ひと）が ウイルスに 気（き）を つけるように してください。
○ウイルスに かかった人（ひと）が いるかもしれないとき、すぐに 近（ちか）くの 保
健所（ほけんじょ）に 電話（でんわ）してください
【大学（だいがく）の みなさんへ】
○ 授業（じゅぎょう）より 飲（の）み会（かい）や 寮（りょう）
、部活動（ぶかつど
う）や サークルなどで クラスターが 多（おお）いです。クラスターは たくさんの
人（ひと）が 同（おな）じ場所（ばしょ）で ウイルスに かかることです。先生（せ
んせい）も 学生（がくせい）も 飲（の）み会（かい）
、寮（りょう）
、部活動（ぶかつ
どう）や サークルで よく 気（き）を つけてください。
○ 働（はたら）いている人（ひと）の 行動（こうどう）や 健康（けんこう）を 確認
（かくにん）してください。大学（だいがく）の中（なか）に ウイルスが 入（はい）

らないように、大学（だいがく）に 来（く）る すべての人（ひと）が ウイルスに 気
（き）を つけるように してください。
○ ウイルスに かかった人（ひと）が いるかもしれないとき、すぐに 近（ちか）くの
保健所（ほけんじょ）に 電話（でんわ）してください
【食（た）べたり 飲（の）んだりする店（みせ）の みなさんへ】
○ Go To Eat を している店（みせ）は お客（きゃく）さんが ４人（にん）以下（い
か）のグループで 座（すわ）るように してください。パーティションや、アクリル板
（ばん）
、テーブルなどを 使（つか）って、お客（きゃく）さんが 近（ちか）く な
らないように してください。家族（かぞく）だけのときや 介助（かいじょ）の人（ひ
と）が いるときは ４人（にん）以上（いじょう）でも いいです。
○ Go To Eat を していない店（みせ）も お客（きゃく）さんが ４人（にん）以下（い
か）のグループで 座（すわ）るように してください。家族（かぞく）だけのときや
介助（かいじょ）の人（ひと）が いるときは ４人（にん）以上（いじょう）でも い
いです。
【店（みせ）や 施設（しせつ）や 会社（かいしゃ）の みなさんへ】
○ 働（はたら）いている人（ひと）に 「ウイルスに 気（き）を つけてください」と
よく 言（い）ってください。とくに 働（はたら）く場所（ばしょ）や 寮（りょう）
のほかに 飲（の）み会（かい）などで ウイルスに 気（き）を つけてください。
○ガイドラインを 守（まも）って ウイルスが 広（ひろ）がらないように してくださ
い。
「感染防止対策宣言（かんせん ぼうし たいさく せんげん）ポスター」を 貼（は）
ってください。
○「兵庫県（ひょうごけん）新型（しんがた）コロナ追跡（ついせき）システム」に 登録
（とうろく）してください。ＱＲコードを 見（み）やすいところに 置（お）いてくだ
さい。
【県民の皆様へ】
○ウイルスに 気（き）を つけていない店（みせ）に できるだけ 行（い）かないでく
ださい。とくに 下（した）のような店（みせ）で ウイルスに 気（き）を つけてい
ない店（みせ）に できるだけ 行（い）かないでください。
・店（みせ）の人（ひと）と 話（はな）しながら 食（た）べたり 飲（の）んだり
する店（みせ）
・お酒（さけ）を 飲（の）む店（みせ）
・カラオケ など
〇 食（た）べたり 飲（の）んだりする店（みせ）には ４人（にん）以下（いか）のグ
ループで 行（い）ってください。家族（かぞく）だけのときや 介助（かいじょ）の人
（ひと）が いるときは ４人（にん）以上（いじょう）でも いいです。

○ マスクを してください。車（くるま）の中（なか）でも マスクを してください。
手（て）を 洗（あら）ってください。人（ひと）と 近（ちか）く ならないように し
てください。新（あたら）しい空気（くうき）が 入（はい）らない場所（ばしょ）で た
くさんの人（ひと）と 近（ちか）くで 話（はな）さないでください。
○ 冬（ふゆ）に 暖房（だんぼう）を 使（つか）うときも 寒（さむ）いですが とき
どき 窓（まど）を 開（あ）けてください。新（あたら）しい空気（くうき）を 部屋
（へや）に 入（い）れてください。
○ 「COCOA」や「兵庫県（ひょうごけん）新型（しんがた）コロナ追跡（ついせき）シス
テム」を 使（つか）ってください。
○ 病院（びょういん）や 福祉施設（ふくし しせつ）などへ 行（い）くときは とく
に 気（き）を つけてください。病院（びょういん）や 施設（しせつ）の人（ひと）
が 言（い）うことを よく 守（まも）ってください。
〇 ウイルスに かかった人（ひと）や 近（ちか）くに いた人（ひと）が 安心（あん
しん）して 保健所（ほけんじょ）の調査（ちょうさ）に 協力（きょうりょく）できる
ように したいです。そのために 病院（びょういん）で 働（はたら）いている人（ひ
と）や ウイルスに かかった人（ひと）
、ウイルスに かかった人（ひと）の 家族（か
ぞく）などを 差別（さべつ）しないでください。ウイルスについて 正（ただ）しい情
報（じょうほう）を 知（し）ってください。うその情報（じょうほう）を 信（しん）
じないでください。
〇 病院（びょういん）や 福祉施設（ふくし しせつ）の人（ひと）など みなさんの健
康（けんこう）のために 働（はたら）いている人（ひと）に 「ありがとう」という 気
持（きも）ちを 持（も）って 協力（きょうりょく）してください。
みなさんが ウイルスに かからないように 気（き）を つけてください。そして み
なさんの 家族（かぞく）や 友達（ともだち）に ウイルスを うつさないように 気（き）
を つけてください。よろしくおねがいします。
令和２年 11 月 18 日（れいわ２ねん 11 がつ 18 にち）
兵庫県知事 井戸 敏三（ひょうごけんちじ いど としぞう）

