
前回「まん延防止等重点措置」適用時との比較

1ステージⅣ「感染拡大緊急事態」 ⇒ ステージⅢ「感染まん延特別警報」 に移行

要請時
前回

適用開始時 解除決定時 解除時 要請時
今回

適用開始時 本日
5/5 5/16 6/10 6/13 7/28 8/2 9/9
水 日 木 日 水 月 木

211 367 62 36 485 621 166

74 130 19 11 224 319 68

80.0 81.0 22.8 18.9 37.0 50.1 25.7

28.6 37.1 7.7 7.7 5.1 12.8 10.3
重症者用病床使用率
（％）

病床使用率（％）

項　　　目

新規感染者数(人)
（直近１週間の合計）

感染経路不明者数(人)
（直近１週間の合計）

ｽﾃｰｼﾞⅠ ｽﾃｰｼﾞⅡ（注意報） ｽﾃｰｼﾞⅡ（警報） ｽﾃｰｼﾞⅢ ｽﾃｰｼﾞⅣ
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【期 間】
令和3年8月2日（月）～9月12日（日）

→ 9月30日(木)まで延長

【重点措置を講じるべき区域（措置区域）】
金沢市

【県独自で時短要請などの措置を講じる区域】
白山市、野々市市

「まん延防止等重点措置」の延長について
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対策①（飲食店への時短要請等）

対象地域 金沢市 白山市・野々市市

期 間 8月2日～9月12日 9月13日～9月30日
8月2日～9月12日
→9月30日まで延長

営業時間 5時～20時 5時～20時 5時～21時

酒類提供 終日、提供を自粛
（利用者による酒類の

店内持込を含む）

終日、提供を自粛。
但し、いしかわ新型コロナ
対策認証店については、
１グループ４人以内又は
同居家族のみの利用に
限り、19時30分まで酒類
の提供が可能

20時まで

カラオケ設備 終日、利用自粛 終日、利用自粛 特に制限なし

根拠法令 法第31条の6第1項 法第31条の6第1項 法第24条第9項



◎支給額

対策②（飲食店に対する協力金）
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全期間実施を前提に、１店舗あたり

対象地域 金沢市 白山市・野々市市

期 間 8月2日～9月12日 9月13日～9月30日
8月2日～9月12日
→9月30日まで延長

中小企業
（1日当たり）

【いしかわ新型コロナ
対策認証店舗】
4万円～10万円

【上記以外の店舗】
3万円～10万円

3万円～10万円 2.5万円～7.5万円

大 企 業
1日あたりの売上高の減少額×0.4
（上限20万円。中小企業も選択可）

石川県事業者支援ワンストップコールセンター
９時～１８時（土日祝も開設） ０７６（２２５）１９２０
※８月２日～９月１２日分の協力金を１３日（月）から受付開始



(金沢市、白山市・野々市市)〇 集客施設への時短要請・協力依頼

対策③（集客施設・大規模商業施設への要請等、県有施設の対応）

〇 大規模商業施設、百貨店の地下の食品売り場等への入場整理
の要請・協力依頼

期間：8月2日～9月12日 → 9月30日まで延長
※金沢市内の大規模施設(テナント含む)への時短要請に係る協力金

の対象期間も延長
８月２日～９月１２日分の協力金を１３日（月）から受付開始

期間：8月20日～9月12日 → 9月30日まで延長
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〇 兼六園、いしかわ動物園、のとじま水族館、ふれあい昆虫館
などの臨時休園・休館 → 9月30日まで延長

(金沢市、白山市・野々市市)



ワクチン接種の効果
新規感染者に占める割合 ４～６月：２２％ → ７，８月：５％(▲17pt)

中等症・重症の割合 ４～６月： ５％ → ７，８月：１％(▲ ４pt)

ワクチン接種により感染リスク、重症化リスクが大幅に低下

７，８月の感染者のほとんどが未接種・１回接種（94％） ２回接種：重症患者ゼロ

65歳
以上
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単位：人

重症患者数

割合 割合

新規感染者数 24 －
　うち未接種 84% 22 92%
　うち１回接種 10% 2 8%
　うち２回接種 6% 0 0%

※不明・調査中除く 94% 100%

3,018 －
2,538 62
297 25

７月～８月
１万人あたり

感染者数(推計)

183 4

単位：人

割合 割合 割合

新規感染者数 2,020 － 3,320 － 1,300 －
　うち65歳以上 443 22% 181 5% ▲ 262 ▲17pt
　（65歳以上のうち中等症、重症) (91) (4.5%) (23) (0.7%) (▲ 68) (▲3.8pt)

７月～８月 ②４月～６月 ① 差引 ②－①



いしかわ県民ワクチン接種センター

現在(9/5週～) 【対象】 19歳から30歳まで 【予約枠】 週7,350人

明日9/10(金)予約受付開始

◇対象年齢引き上げ ・ 予約枠の拡大(一部前倒し)
9/12週～ 【対象】 19歳から 39歳まで 【予約枠】週9,600人

◇予約枠の拡大(最大)
9/19週～ 【対象】 19歳から 39歳まで 【予約枠】週11,200人

残薬の有効活用を図るため、接種にご協力いただける方を募集
明日9/10(金)
募集開始
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いしかわ県民ワクチン接種コールセンターまでお電話を

0120-977-592（平日:9時-21時／土日:9時-17時）
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片町の人流（7月1日比、9月8日時点）

データ提供元：NTTドコモ「モバイル空間統計」分析

７月上旬に比べ、繁華街における人流は５０％以上減
（人）

8/2
まん延防止等
重点措置適用

※１週間移動平均



・日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛

・外出する必要がある場合にも、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。（混雑した場所等への外出を半減）

ア）外出の自粛

対策④ 皆様へのお願い(１)

・県外との不要不急の往来、および来県を自粛(オンラインを活用)

・やむを得ず、往来、来県する場合でも用務先への直行直帰を

イ）県境をまたぐ移動（県民の皆様、県外の皆様とも）
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９月に入り、接待を伴う飲食店で２件、会食関係で１件のクラスターが発生

＜事業者の皆様へのお願い＞

ウ） 飲食

＜県民の皆様へのお願い＞

・新しい生活様式の遵守に加え、原則マスクを着用
・大人数・長時間での飲食は慎重に判断
・「いしかわ新型コロナ対策認証店舗」の利用、時短要請に応じていない飲食店の利用自粛
・特に接待を伴う飲食店の利用に対しては慎重に判断
・路上・公園等における集団での飲酒などは行わないこと

飲食クラスターではマスク未着用
飛沫が飛び感染拡大！

・業種別ガイドラインの遵守
・従業員はもとより、来店者に対する原則マスク着用の注意喚起など感染防止対策の徹底

対策④ 皆様へのお願い(2)
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エ） 職場

対策④ 皆様へのお願い (3)

オ） 家庭内・学校
・家庭内感染が多く確認されております。引き続き、気を緩めることなく、感染防止対策
の徹底を
・学校においては、新しい生活様式の徹底など、基本的対策のほか、飲食や部活動の
場面での感染対策の徹底を 11

職場におけるクラスターが多数発生しています

・テレワークの活用や休暇取得の促進等により出勤者数の７割削減を目指すと
ともに、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進

・「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙室等）に注意
・時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組の強力な推進
・職場における感染防止のための取組（事業場の換気励行、昼休みの時差取得、
軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査等）や「三つの密」、感染
リスクが高まる「5つの場面」等を避ける行動の徹底

・業種別ガイドラインの遵守


