
直近2週間の新型コロナ感染の傾向
【期間：7.7(水）～7.20（火）】

 デルタ株（疑い含） 全体の71％
 飲食店（会食）から家庭や職場へ感染が伝播
 職場内感染⇒第４波の２倍
 世帯全員感染する事案が複数あり
 20~30代が一番多く、50代以下が80％を占める



飲食店街飲食店街

西部地区の感染拡大状況
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○飲食の場面で密集状態

○長時間にわたる飲食

○勤務先で飛沫対策不備

○家庭内の感染

感染拡大の場面 飲食店街から家庭・職場へ拡散
その他、関連のない事例もあり
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＜飲食の場面＞
・ 席が近い

・ テーブル間が狭い

・ パーティションなし
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入院調整の強化

 病床確保のフェーズを最終段階（フェーズⅢ）に引き上げ
・県内のすべての入院協力医療機関で患者を受け入れていただくよう調整を開始

 トリアージセンターによる圏域を越えた入院・搬送調整
・圏域内での受入れが困難となった場合、一部の医療機関に負担が生じる場合

・重症患者等の要配慮患者の受入れが困難となった場合 等

 保健所の支援体制を強化
・鳥取大学の協力により、医学部の医師が入退院・転院等の調整を支援

・本庁の保健師が在宅療養等の調整を支援

オール鳥取県で鳥取方式を堅持



西部地区における医療提供体制の強化

 西部地区の入院医療機関及び即応病床を拡充

 病状が安定した入院患者を宿泊療養・在宅療養へ移行

・ 看護師の２４時間常駐による健康サポート、医師による毎日のオンライン診療

・ 宿泊療養になじまない入院患者を７月２０日から在宅療養へ移行

・ 訪問看護師による健康サポートを毎日実施

⇒ 診療（オンライン診療等）との連携について地区医師会と調整開始

確保部屋数 入所者数（７／２０現在） 備考

４０室 ９人 ７月１９日から受入れ中

令和３年６月７日～ ７月２１日～

６医療機関 １２９床 ７医療機関 １３７床（＋８床）

【宿泊療養】

【在宅療養】



本日から飲食店への営業時間短縮要請期間が始まります

・期間：7/21（水）～8/3（火） ・エリア：米子駅前及び米子市繁華街

・対象店舗：飲食業許可を有する飲食店・喫茶店（カラオケ店含む）

・内容：営業時間を午後8時まで。※酒類オーダーは午後7時まで

・協力金：中小企業等：2.5～7.5万/日

大企業等：売上減少額の40％（最大２０万/日）

 対象店に対して、巡回による協力要請を実施（約600店舗）

⇒約８割の店舗から要請に協力する旨の回答あり

 要請期間中、時短要請へのご協力と感染予防徹底を

呼びかける見回り活動を実施（本日及び22日も実施）

協力の呼びかけ及び期間中の巡回

時短要請に対する協⼒意向の状況

協⼒
77％

（130店舗）

約6００事業者のうち、時短対象外
の店舗、不在店舗等を除いた169
事業者の意向

協⼒を検討
22％

（37店舗）

対応困難
1％

（2店舗）



#WeLove山陰キャンペーンの新規予約の受付停止

〇新規予約受付の停止対象
⿃取県⺠ → ⼭陰両県施設の割引利⽤
島根県⺠ → ⿃取県内施設の割引利⽤

〇新規予約受付の停止期間 ７/２６日(月)午前０時から当面の間
〇対象事業者︓ ホテル・旅館、観光施設、観光体験施設、旅⾏会社
〇周知方法 ︓ 利⽤者向け 新聞広告、県及びキャンペーンHPに掲載

対象施設向け 団体等を通じ通知
※今後、感染が深刻化してステージⅢ相当が⾒込まれる場合は、４日後から

既予約分を含め即中止（キャンセル料は県負担）



■新型コロナに係る相談体制
• 受診相談センター・接触者等相談センターは連休中も対応

■臨時PCR検査センター(検体採取会場)の設置
• PCR検査件数の増に対応するため、臨時PCR検査センター（検体採取ドライブスルー）を米子市内に追

加設置し、本庁から１日8名派遣（7/22〜7/29）

■時短要請への対応（全部局で対応）
• 飲⾷店等の時短要請へのご協⼒と感染予防徹底の呼びかけを４０名体制で実施
• ⿃取県感染拡⼤防⽌協⼒⾦コールセンターを設置し、連休中も対応

■クラスター対策特命チームの派遣
• クラスター対策特命チーム（本庁4名、⻄部総合4名）を米子保健所へ引き続き派遣

■総勢５０名の保健所応援態勢を継続
• 本庁から職員を派遣し宿泊療養、ＰＣＲ検査調整業務の体制強化

連休中のデルタ株対策緊急体制

連休中も以下のとおり本庁職員を動員しデルタ株緊急体制を実施

受診相談センター ☎ 0120-567-492 コロナ・至急に
（東部）☎ 0857-22-8111（中部）☎ 0858-23-3135（⻄部）☎ 0859-31-0029
接触者等相談センター
（東部）☎ 0857-22-5625（中部）☎ 0858-23-3135（⻄部）☎ 0859-31-0029



新型コロナ感染急拡大下における
安全安心な大会等の運営に向けた県の支援

＜県の取組＞
 ベンチの換気対策備品の整備（サーキュレーター、スポットクーラー等）
 観客席のテント整備（密接対策のための増設）
 出場選手の安全確保（感染対策等）
＜米子市の取組＞
 どらドラパーク米子市⺠球場の使⽤料の全額免除など

（参考）高校野球鳥取大会運営に係る支援

感染力の強い変異株が急拡大している中、県内の生徒等が安心して運動部・
文化部の県内大会等に参加できる機会を確保するため主催者等が特別な感染
防止対策に取り組むための支援を行います。

 関係者に感染の疑い例が判明した場合等の⼤会参加直前でのPCR検査経費の支援
出場選手の他者との接触機会を減らす取組への支援（動線確保のためのパーティション等）
感染対策等のため⼤会期間延⻑を⾏う場合の必要経費への支援

⼤会運営における感染⼒の強い変異株等への感染防止対策
（新型コロナウイルス感染症特定変異株対策事業）



コロナに負けるな 、夏休み子ども応援プロジェクト ! !

感染対策を徹底し、県の施設を安全・安心な学び・遊びの場に提供

県有施設を学習支援の「学び場」に

県庁舎等の会議室を活用し、
学生ボランティアによる学びを応援

・中部総合事務所会議室
・県立図書館
・県民ふれあい会館
〔開設〕8月3日（火）～２８日（土）の間
※施設ごとの開設日はHP等で周知

県立図書館・こどもの国 等

公共施設を活用した「遊び場」

・夏休み図書館まつり
7/1～ 展示・おはなし会 など

・移動博物館
・こどもの国 や 響きの森など
各種イベントへの参加呼びかけ

しっかり
換気

消毒の
徹底

十分な
距離

体温の
測定



帰省など県外との往来はできるだけ控え、電話等で心を届けましょう

会食は密の回避と換気を徹底的に、普段一緒にいる人とマスク会食を

東京オリパラは、自宅で普段一緒にいる人とテレビで応援を

家庭や職場においてもマスク、手洗い、換気、消毒などの徹底を

かぜの症状があれば、すぐに検査を

ワクチン接種後も、感染予防の徹底を

夏休み・お盆を迎えるにあたって



７月7日からの豪雨災害への対応

赤澤内閣府副大臣が20日に島根県、本日本県の被災状況を確認
→本県では１０カ所視察予定。知事・県内自治体代表者から要望
を行います。

• 激甚災害の速やかな適用

• 机上査定など、災害査定の柔軟な運用

• 国において必要予算の確保と適切な配分

• 国庫補助対象外の災害復旧（林業専用道、

森林作業道）への復旧支援を検討

• 観光地の風評被害払拭、中小事業者等への支援

• 被災団体への特別交付税の配分の配慮

• 土砂撤去等が必要な公共施設への支援

• 避難所に指定されている施設周辺の土砂災害対策の推進

【６団体による緊急要望事項（要旨）】
（知事、県議会議長、市長会長、市議会議長会長、町村会長、町村議会議長会長）

国道１７９号（倉吉市円谷町）法面崩落

ため池の決壊（北栄町大谷）

公共土木施設被害

・県124箇所（約23億円）
・市町村104箇所（約13億円）

農林関係被害：約36.5億円
・農業関係（約1.3億円）
・農地・土地改良施設：1,513箇所（約30億円）
・林業関係：210箇所（約5.3億）

過去10年で最大規模の農業被害



東京オリパラ大会に向けて

スポーツクライミングスポーツクライミング
フランス五輪代表事前合宿受入

選手団8名が関空で抗原定量検査を受け、全員の
陰性を確認後、本日未明に倉吉入り。
7/28まで倉吉市で事前合宿を実施。

毎日のPCR検査や一般人との分離など感染症対策を徹底

■県ユース選手20人による練習見学会開催
（7/25）

ジャマイカチームへの
オンライン壮⾏会実施

7/29に鳥取の会場
（ホテルモナーク）と選手村
を繋ぎ、ジャマイカ選手団
に県民のエールを届ける
応援イベントを実施

パラリンピック聖火リレー・鳥取県聖火フェスティバルの開催
7/27に県実行委員会総会を開催し、県内での実施方法やコロナ対策等の方針を決定

■パラ聖火フェスティバルの実施内容
①採火（8/12 鳥取市・米子市） ②聖火ビジット（8/12～16 各市町村）
③集火・出立式（8/16 倉吉市）

⇒行事について、集客は関係者のみとするなど、最小限に。
コロナ感染状況次第ではビジットを中止し、採火から出立まで1日に集約実施を検討



照ノ富士関 横綱昇進おめでとう！
鳥取県から琴桜以来４８年ぶり 鳥取城北高校出身初

贈呈 星空舞・強力

本日、県庁にお祝いの横断幕を掲出します

本日鳥取県の祝意を表
して県産米・地酒をお届
けします。

平成27年度スポーツ顕彰授与式



「ふるさと来LOVEとっとり」メンバーズカード
ク ラ ブ

「⿃取愛」を持ち、多様に関わる 「 ふるさと・とっとりファン」ためのカード

自然や歴史、食などの情報満載
『とっとりNOW』

飲食店や観光施設の特典あり
「トリパス」

会費 無料
期限 無期限

対象 ⿃取ファンなら誰でもウェルカム︕

優待内容
※今後も拡⼤

・⿃取県総合情報誌「とっとりNOW」送付
・ワーケーション、副業等の情報提供（SNS)
・⿃取県内の飲⾷店や観光施設で利⽤できる
優待パスポート「トリパス」送付

・来県の⾶⾏機代を支援（県外在住者・上限３万円・

子ども１名同伴可（こどもは上限1.5万円））


