
茨城版コロナNext（コロナ対策指針）の改定について

茨城版コロナNext(コロナ対策指針)を改定

☑県民の不安感の増大

☑クラスター発生による医療の
負担大

☑外出自粛・休業要請の副作用大
（収束後も必要以上に萎縮）

■検査体制の拡充
■医療提供体制の拡充

■医療施設，高齢者施設，障害者施設は
最大限の対策
■検査体制の拡充

■一律の行動制限を回避
■「新しい生活様式」の浸透，業種別
ガイドラインの活用，「いばらきアマ
ビエちゃん」の導入・活用

第１波の検証 第２波に向けての対応

■改定の背景と必要性
・感染症対策と社会経済活動の維持を両立するため，第１波を検証し，第２波に

向け検査体制の拡充等について対応

・ピンポイントで効果的な対策を実施するため，「茨城版コロナNext」を改定
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■検査体制の拡充

茨城版コロナNext（コロナ対策指針）の改定について

◆ 第２波に向けて

►唾液による検査や抗原検査（※）など新たな検査方法の導入や，
民間検査機関等の更なる協力などにより

◆ これまでは…

１日最大
約300件の検査体制
（R2.5月コロナNext発表時）

９月までに１日最大
約1,100件の検査体制に拡充

►検査可能な機関も拡大中
☑ 検査協力医療機関（帰国者・接触者外来など） 87機関

☑ 地域外来・検査センター 15か所で設置・検討中

（主な検査可能機関）

【R2.6】
４ヵ所

【R2.7】
６ヵ所

【R2.8】
10ヵ所

9月までに
15ヵ所

※速やかに設置できるよう
医師会等と調整中

（うち抗原検査250件）
【R2.7】500件（うち抗原検査50件）

【R2.8】700件（うち抗原検査160件）

※ 30分で結果判明する迅速キット
救急の現場や，地域の医療機関などでの活用が見込まれる

対象：発症後９日までの有症状者

► クラスター発生及び拡大を防止するため，濃厚接触者であるかどうかに関わらず，
あるいは有症状・無症状であるかに関わらず，必要と認められる幅広い範囲を柔軟かつ
迅速に検査を行う

■検査対象の拡大
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個別施設・店舗等の感染防止対策の促進(休業要請は実施しない）

・業種別の感染防止対策ガイドラインと「いばらきアマビエちゃん」の

組み合わせによる対策強化

⇒ ガイドラインに基づき各事業者が感染対策を実施

⇒ アマビエちゃんの有無で県民が対策状況を確認

一律の外出自粛は実施しない
・高齢者・基礎疾患有等の重症化リスクの高い方や妊婦はStage2で外出

注意，Stage3で外出自粛を要請

・東京都への不要不急の移動・滞在については，現在の感染状況を踏ま

え，注意を喚起していく

茨城版コロナNext（コロナ対策指針）の改定について

県民自らの判断で自分の身を守ることが可能

改定の基本方針 第１波の際に実施した外出自粛・休業要請といった
一律の行動制限の回避
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■東京都で感染拡大，移動・滞在には慎重な対応を！

茨城版コロナNext（コロナ対策指針）の改定について

●現在の都内の１日当たりの経路不明陽性者数(判断指標⑥)；Stage2
⇒東京都への不要不急の移動・滞在については，注意をお願いします。

●6/20以降の県内新規陽性者のうち，20代を中心に，６割以上が都内での

判断指標⑥ Stage4 Stage3 Stage2 Stage1 現状(7/２)

都内の１日当たりの
経路不明陽性者数
（直近１週間平均）

100人超
50人超
100人以下

10人超
50人以下

10人以下 31.4人
※Stage2相当

会食 イベント

や

などでの感染が疑われる事例

●今後，判断指標⑥がStage3に移行した場合は，
⇒東京都への不要不急の移動・滞在については，自粛をお願いします。
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●県では１８業種＋イベントのガイドラインを作成
●県ガイドラインに基づく対策を実施する事業者を応援し，
また，感染者発生時の通知ツールとして
６月２４日「いばらきアマビエちゃん」デビュー！
（７０３事業所 登録済み（７月３日１０時現在））

■感染防止対策ガイドライン及びいばらきアマビエちゃんの導入

茨城版コロナNext（コロナ対策指針）の改定について

さらに！！ 茨 ひより（茨城県公認Vtuber）

近日中に「いばらきアマビエちゃん☆スペシャル」を追加導入予定！

「いばらきアマビエちゃん☆スペシャル」とは…
●従来のアマビエちゃんと比べて，感染防止の取組必須項目を複数設定
●これにより，感染防止対策を徹底している店舗等を明らかにするとともに，
いばらきアマビエちゃん☆スペシャルの登録店舗等の利用を促すもの

⇒クラスター発生の特定業種については，Stage3，Stage4では，
いばらきアマビエちゃん☆スペシャル登録店以外の利用自粛を要請
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◆原則，学校活動は通常どおり行う

→「学校再開ガイドライン」の遵守により感染症対策を徹底

＜学校で感染者が出た場合の対応＞

●感染拡大への対応として

・ 消毒等のため２日間程度休業

・ 接触者に対しての幅広い検査の実施

・ 休業は必要に応じてクラス単位など限定的に実施

●児童生徒への学習保障として

・ オンライン学習と分散登校による学習機会の確保

茨城版コロナNext（コロナ対策指針）の改定について

学校における基本的な対応方針
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（注１）医療機関，高齢者施設，障害者施設は最大級の厳重な対策を維持
（注２）東京都への移動・滞在は，指標⑥都内経路不明陽性者数がStage２…注意，Stage3…自粛（部活動での練習試合等も自粛）

県 民
高齢者等：概ね70
代超、基礎疾患有等
の重症化リスクの高
い方及び妊婦

○ 国の対応状況に応じて
自粛要請の可能性有

※高齢者等へ不要不急の外出自粛
を要請
※アマビエちゃん☆SP未登録店
利用自粛（クラスター発生の
特定業種）

○ 外出自粛は実施しない

※高齢者等へ不要不急の外出自粛
を要請
※アマビエちゃん☆SP未登録店
利用自粛（クラスター発生の
特定業種）

○ 外出自粛は実施しない

※高齢者等へ注意喚起
※アマビエちゃん登録施設等
利用推奨

○ 外出自粛は実施しない

※アマビエちゃん登録施設等
利用推奨

事 業 者
営業時は全業種に
おいてガイドライ
ン順守を徹底

○ 国の対応状況に応じて
休業要請の可能性有

※アマビエちゃんの登録が前提
※クラスター発生業種はアマビエ
ちゃん☆SPの登録を前提

○ 休業要請は実施しない

※アマビエちゃんの登録が前提
※クラスター発生業種はアマビエ
ちゃん☆SPの登録を前提

○ 休業要請は実施しない

※アマビエちゃんの登録が前提

○ 休業要請は実施しない

※アマビエちゃんの登録が前提

イベント
開催時はガイドラ
イン順守を徹底

○ 国の対応状況に応じて
自粛要請の可能性有

※アマビエちゃんの登録が前提
※クラスター発生と同種イベント
はアマビエちゃんス☆SPの登録
を前提

○ 自粛要請は実施しない

※アマビエちゃんの登録が前提
※クラスター発生と同種イベント
はアマビエちゃん☆SPの登録
を前提

○ 自粛要請は実施しない

※アマビエちゃんの登録が前提

○ 自粛要請は実施しない

※アマビエちゃんの登録が前提

学 校
学校再開ガイドラ
インの順守を徹底

○ 分散登校(週１日程度)
(ただし，小6，中3，高3は登校日数を
特に配慮）

(市町村立学校も同様の対応)

○ 通常登校・通常授業
○ 部活動
○ 給食

(特別支援学校は状況に応じて分散登校)
(市町村立学校も同様の対応)

○ 通常登校・通常授業
○ 部活動
○ 給食

(市町村立学校も同様の対応)

○ 通常登校・通常授業
○ 部活動
○ 給食

(市町村立学校も同様の対応)

Stage4 Stage3 Stage2 Stage1

主な判断
基準

【感染爆発・医療崩壊の
リスクが高い状態】

陽性者数
- 県内増加(10人/日超)
- 県内経路不明(5人/日超)
重症病床稼働率60%超
-病床稼働率70%超

【感染が拡大している
状態】

陽性者数
- 県内増加(10人/日以下)
- 県内経路不明(5人/日以下)
重症病床稼働率60%以下
- 病床稼働率70%以下

【感染が概ね抑制できて
いる状態】

陽性者数
- 県内増加(5人/日以下)
- 県内経路不明(3人/日以下)
重症病床稼働率30%以下
- 病床稼働率45%以下

【感染が抑制できている
状態】

陽性者数
- 県内増加(1人/日以下)
- 県内経路不明(1人/日以下)
重症病床稼働率10%以下
- 病床稼働率30%以下

茨城版コロナNext（コロナ対策指針）Ver.2
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本日の感染者情報

（うち，都内感染の疑い５名）

本日，新たに６名の感染を確認
（詳細は調査中）

総合的に判断し本県の対策Stageを

Stage2に強化

6/20̃7/2までの県内陽性者 … ８名

③１日当たりの陽性者数 （週平均1.4人）
⑤陽性率 （週平均1.5%） が 新たにStage2に
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(指標)
※いずれも，直近１週間の平均値

Stage4
感染爆発・医療
崩壊のリスクが
高い状態

Stage3
感染が拡大
している状態

Stage2
感染が概ね
抑制できて
いる状態

Stage1
感染が抑制
できている状態

(現在の状況)
7/３時点

【速報値】

県内の
医療提供
体制

①重症病床稼働率 60％超 60％以下 30％以下 10％以下
0.0％

(6/26～7/2)
※Stage1に該当

②病床稼働率 70％超 70％以下 45％以下 30％以下
4.0％

(6/26～7/2)
※Stage1に該当

県内の
感染状況

③１日当たりの
陽性者数

10人超 10人以下 ５人以下 １人以下
1.4人

(6/27～7/3)
※Stage2に該当

④陽性者のうち，濃厚
接触者以外の数

５人超 ５人以下 ３人以下 １人以下
0.9人

(6/27～7/3)
※Stage1に該当

⑤陽性率 ７％超 ７％以下 ３％以下 １％以下
1.5％

(6/27～7/3)
※Stage2に該当

都内の
感染状況

⑥１日当たりの
経路不明陽性者数

100人超 100人以下 50人以下 10人以下
35人前後

(6/27～7/3)
※Stage2に該当

緊急事態措置等の強化・緩和に関する判断指標

現状（7/3速報値）
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■東京都への移動・滞在について慎重な対応をお願いします。
（6/20以降の県内新規陽性者のうち，６割以上が都内での会食やイベント

などで感染した可能性が高いことから，注意が必要！！）

■概ね７０代超のご高齢の方，基礎疾患をお持ちの方など，重症化のリスク
が高い方及び妊婦の方は，外出について慎重に対応するなど，十分に注意
してください。

■「新しい生活様式」の実践

■業種別ガイドラインを活用した感染防止対策の実施と「いばらきアマビエ
ちゃん」登録（事業者の皆様）

■店舗やイベント訪問時の「いばらきアマビエちゃん」への登録
（県民の皆様）

■疫学調査や検査への協力を要請

■医療機関，高齢者施設，障害者施設は最大級の厳重な対策を要請

県民の皆様へお願い
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項 目 Stage4 Stage3 Stage2 Stage1

主な判断
指標

【感染爆発・医療崩壊の
リスクが高い状態】

陽性者数

-県内増加(10人/日超)
-都内経路不明(100人/日超)
重症病床稼働率60%超
-病床稼働率70%超

【感染が拡大している
状態】

陽性者数

-県内増加(10人/日以下)
-都内経路不明(100人/日以下)
重症病床稼働率60%以下
-病床稼働率70%以下

【感染が概ね抑制できて
いる状態】

陽性者数

-県内増加(5人/日以下)
-都内経路不明(50人/日以下)
重症病床稼働率30%以下
-病床稼働率45%以下

【感染が抑制できている
状態】

陽性者数

-県内増加(1人/日以下)
-都内経路不明(１0人/日以下)
重症病床稼働率10%以下
-病床稼働率30%以下

外出自粛

(※) 概ね70代超、基
礎疾患有等の重症
化リスクの高い方及
び妊産婦

×一般の方
×高齢者等(※)

○一般の方
×高齢者等(※)

○一般の方
×高齢者等(※)

○一般の方
○高齢者等(※)

×平日昼間
×週末・夜間

○平日昼間
○週末昼間 ×夜間

○平日昼間
○週末・夜間

○平日昼間
○週末・夜間

×県外，特に東京圏 ×県外，特に東京圏 ×県外，特に東京圏
※6/1~東京圏及び北海道を除き解除

○県外 ※東京圏及び北海道との間
の移動は慎重に対応（～6/18）

イベント
開催時においてガイ
ドライン順守を徹底

×全てのイベントの
開催自粛を要請

○イベント（屋外200人
以下，屋内100人以下）

○イベント（屋外200人以下，
屋内100人以下）

○イベント（ガイドライン
に基づき開催）

休業要請
営業時は全業種にお
いてガイドライン順守
を徹底

●遊技・遊興施設，文教
施設等，幅広く対象
●食事提供施設は営業時
間を短縮

●3つの密が重なりやすい
業種に限定
●劇場・食事提供施設等は
ガイドラインを順守し営
業（時間短縮なし）

●濃厚接触が避けられない，
感染経路がたどりにくい
業種に限定

●新たな日常ルールの徹底
（休業要請は行わない）

学校再開

×県立学校休業
○分散登校(週１日)

(市町村立学校も同様の対応)

×県立学校休業
○分散登校(週１～２日程度，ただ
し，小1，小6，中3，高3は登校日数を特に
配慮)

(市町村立学校も同様の対応)

× 県立学校休業
○分散登校(週３～５日程度。ただし，
小1，小6，中3，高3は登校日数を特に配慮)
×部活動
×給食
(特別支援学校は分散登校_週１日)

(市町村立学校も同様の対応)

○通常登校
○通常授業
○部活動（他県との練習試合，
合宿等については，感染状況や競
技の特性を踏まえて判断)
○給食
(特別支援学校は分散登校から段階的
に通常登校へ移行)
(市町村立学校も同様の対応)

コロナ対策指針（茨城版コロナNext）

（注）医療施設，高齢者施設，障害者施設は最大級の厳重な対策を維持

※下表のとおり

旧指針
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