
 日時：令和３年７月１７日（土）午後４時から

 場所：鳥取県庁災害対策本部室（第２庁舎３階）

 出席：知事、副知事、統轄監

新型コロナウイルス感染症対策本部事務局、危機管理局、総務部、

福祉保健部、子育て･人財局、教育委員会

東部地域振興事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センター

（テレビ会議参加者）米子市長、鳥取市保健所長

鳥取大学医学部 景山教授（アドバイザー）

 議題：

（１）症例報告について

（２）その他

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第８６回）
米子市新型コロナウイルス感染症対策本部 合同会議
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新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議 7/15以降公表事例）

陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 年代 性別 居住地 職業等 既陽性者との接触等

7月15日 7月16日 県内523例目
(鳥取市保健所管内262例目) 鳥取 非公表 非公表 非公表 非公表

7月15日 7月16日 県内524例目 米子 非公表 女 西部地区 非公表

7月15日 7月16日 県内525例目 米子 40代 男 米子市 非公表

7月15日 7月16日 県内526例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表

7月15日 7月16日 県内527例目 米子 非公表 男 非公表 非公表

7月15日 7月16日 県内528例目 米子 非公表 男 米子市 会社員

7月15日 7月16日 県内529例目 米子 20代 非公表 県外 会社員

7月15日 7月16日 県内530例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表

7月15日 7月16日 県内531例目 米子 50代 男 非公表 非公表

7月15日 7月16日 県内532例目 米子 30代 男 非公表 非公表

7月15日 7月16日 県内533例目 米子 非公表 非公表 西部地区
団体
職員

7月15日 7月16日 県内534例目 米子 30代 女 西部地区 非公表

7月16日 7月17日 県内535例目 米子 非公表 女 米子市 非公表

7月16日 7月17日 県内536例目 米子 非公表 女 県外 非公表



陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 年代 性別 居住地 職業等 既陽性者との接触等

7月16日 7月17日 県内537例目 米子 30代 男 米子市 公務員

7月16日 7月17日 県内538例目 米子 30代 女 米子市 会社員

7月16日 7月17日 県内539例目 米子 60代 男 西部地区 非公表

7月16日 7月17日 県内540例目 米子 非公表 非公表 米子市
団体

職員

7月16日 7月17日 県内541例目 米子 非公表 非公表 米子市
団体
職員

7月16日 7月17日 県内542例目 米子 40代 女 非公表 会社員

7月16日 7月17日 県内543例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表

7月16日 7月17日 県内544例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表

7月16日 7月17日 県内545例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表

7月16日 7月17日 県内546例目 米子 非公表 男 西部地区 非公表

7月16日 7月17日 県内547例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表

7月16日 7月17日 県内548例目 米子 非公表 非公表 西部地区 非公表

7月16日 7月17日 県内549例目 米子 非公表 非公表 西部地区 非公表

7月16日 7月17日 県内550例目 米子 非公表 非公表 西部地区 非公表
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新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議 7/15以降公表事例）

陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 年代 性別 居住地 職業等 既陽性者との接触等

7月16日 7月17日 県内551例目 米子 非公表 非公表 米子市 会社員

7月16日 7月17日 県内552例目 米子 30代 男 大山町 会社員

7月16日 7月17日 県内553例目 米子 非公表 非公表 西部地区 非公表

7月16日 7月17日 県内554例目 米子
10歳

未満
女 西部地区 幼児

7月16日 7月17日 県内555例目 米子 60代 男 米子市 公務員

7月16日 7月17日 県内556例目
(鳥取市保健所管内263例目)

鳥取 非公表 非公表 非公表 非公表

7月16日 7月17日 県内557例目 倉吉 非公表 非公表 非公表 非公表

7月16日 7月17日 県内558例目 倉吉 非公表 非公表 非公表 非公表

7月16日 7月17日 県内559例目 米子 30代 男 西部地区 非公表

7月16日 7月17日 県内560例目 米子 非公表 女 西部地区 非公開

7月16日 7月17日 県内561例目 米子 50代 男 米子市 会社員

7月16日 7月17日 県内562例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表

7月16日 7月17日 県内563例目 米子 非公表 非公表 非公表 非公表



7日間移動平均

県内の新型コロナ感染状況
第３波（１２月～２月）

第４波（３月～５月）

第５波（６月～）

７月１６日過去最多更新
４日連続２ケタ更新
7/16過去最多更新
４日連続２ケタ更新
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クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（13例目）

根拠条文（まん延防止のための措置）
第6条第1項

対応状況
• 条例に基づき、店舗側に調査への協⼒と店舗の使⽤停⽌を含む感染拡⼤防⽌措置の実施を求めた。
• 経営者は保健所の指⽰に基づき感染拡⼤防⽌に協⼒しており、店内の消毒、利⽤者の名簿提供、検査対象
者への連絡を⾏っている。

• 今後、店舗の感染対策の点検調査のため、クラスター対策特命チームや鳥取県新型コロナウイルス感染症
対策専門家チームの派遣を予定。

１．クラスターが発生した施設
飲食店（米子市内）

２．クラスターと認められる施設への⽴⼊りが確認された陽性者
９名（従業員１名、利⽤者８名、うち１名は県外在住者）

３．患者対応
感染症指定医療機関及び⼊院協⼒医療機関に⼊院予定（7/17正午現在）

４．クラスター対策条例に基づく対応状況

感染者が利⽤していた施設で、県内13例目となる新型コロナウイルス感染症のクラスター（５⼈以上の患者集
団）が発生したことが、7/17（土）に確認されたため、条例に基づき以下のとおり対応する。

県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使⽤⼈その他の従
業者又はその利⽤者若しくは当該施設を使⽤して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場
合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使⽤して催物を開催する者は、直ち
に、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一
部の使⽤を停⽌するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協⼒し、及び当該施設又は催物に
おける新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を防⽌するための適切な措置を講じなければならない。
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クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（13例目）

根拠条文（公表）
第7条第1項

対応状況
• 経営者は対象期間の全ての利⽤者に対し、店舗でコロナ陽性者が発生したこと、２週間は体調に注意して
体調不良があれば保健所に連絡するように連絡した。

根拠条文（必要な措置の勧告）
第8条第1項

対応状況
• 経営者は店舗を臨時休業し、使⽤停⽌措置に協⼒している。
• 米子保健所は７⽉１５⽇に店舗に⽴ち⼊りし、店舗の消毒を始めとした適切な感染拡⼤防⽌措置を実施に
ついて指導した。

• 今後、感染拡⼤防⽌措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な措置を⾏うよう勧告する。

知事は、県内の施設において、施設使⽤者若しくはこれらの使⽤⼈その他の従業者又はその利
⽤者若しくは当該施設を使⽤して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新
型コロナウイルス感染症のまん延を防⽌するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は
催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催
物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使⽤者の協⼒によりクラスターが
発生した施設又は催物の全ての従業者、利⽤者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を⾏った場合は、こ
の限りでない。

知事は、第６条第１項に規定する場合において、施設使⽤者が正当な理由がなく直ちに同項の
規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使⽤者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部
の使⽤の停⽌その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を防⽌するための
措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。
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「新型コロナ厳重警戒宣言」発令

感染が急拡大し、西部圏域で見ると「ステージⅢ相当」 まで達して
います。

ご自身、大切な人、地域を守るため、ご協力をお願いします。

不要不急の外出は控え、業務・懇親・会食をはじめ、
人と人との接触機会を減らしてください。

特に、県外の人との会食は控えてください。

あわせて、県外からお越しの方は、来県後２週間は会食
を控えてください。

多くの人が集まるイベント中止の検討をお願いします。
実施される場合は、ガイドラインを遵守し感染予防対策の徹底を

西部地域

8
鳥取県・米子市



デルタ株感染厳重警戒情報
○デルタ株疑いの感染例を確認しました。（今週で22件確認）

○全国各地で相次いで感染が拡大しており、厳重に警戒してくだ
さい。

【デルタ株クラスター緊急対策事業】

 時短要請等を検討（連休前開始をめど）

 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を増員し米子保健所へ派遣済み

 積極的疫学調査体制の強化
・鳥取市保健所保健師等の応援派遣を受け入れ(7月17日～)
・OB･OG保健師を活用、職員派遣を増員 ※総勢50名の応援態勢も継続

・交代・時差勤務体制により、休日・時間外も含めて対応

 臨時PCR検査センター(検体採取会場)の設置
・検査件数増に対応するため臨時PCR検査センターを米子市内に追加設置 9

厳重警戒区域 西部地区



指標
鳥取県
７月17日

（予定を含む）

ステージⅢ
の指標目安

ステージⅣ
の指標目安

医療提供体
制等の負荷

① 医療の
ひっ迫具合

入院医療 確保病床の
使用率

23.2%
(76/328床)

20%以上 50%以上

入院率
（入院者/療養者）

100.0％
（76/76人）

40％以下 25％以下

重症者用
病床

確保病床の
使用率

0.0%
(0/47床)

20%以上 50%以上

② 療養者数(対人口10万人) 
※県人口55.6万人で計算

13.8人
(実数76人 )

20人以上 30人以上

感染状況 ③ PCR陽性率(直近1週間)
※７/10～7/１6発表分

2.3%
(68/2,903)

5%以上 10%以上

④ 新規陽性者数(対人口10万人/週) 
※7/10～7/１6発表分で集計

12.4人
(実数68人)

15人以上 25人以上

⑤ 感染経路不明割合(直近1週間)
※7/10～7/１6発表分で集計

26.5%
(18/68人)

50%以上 50%以上

分科会提言の指標と鳥取県の状況

• 現時点で①の一部の指標はステージⅢの目安を上回っているが、それ以外の指標を
総合的に判断し、本県はステージⅢに達していないと考える。

• 今後の感染拡大の状況によってはステージⅢへの到達も考えられる。 10



圏域ごとの状況

圏域

入院医療
療養者数

（対人口10万人）

新規陽性者数
（対人口10万人）
＜7/10～16＞

確保病床
使用率

入院率
重症者用
病床使用率

全県 ２３．２％ １００％ ０％ １３．８人 １２．４人

東部 １３．８％ １００％ ０％ ７．６人 ５．０人

中部 ５．０％ １００％ ０％ ３．０人 ２．０人

西部 ３８．６％ １００％ ０％ ２４．５人 ２４．０人

ステージⅢ
の目安

２０％以上 ４０％以下 ２０％以上 ２０人以上 １５人以上
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■職場内の感染対策強化と予防的BCPの実施について
⻄部地区においてデルタ株に感染しやすい状況となっているため、職員の感染予防対策を
より⼀層強化するとともに、職員が感染した場合においても、県庁の業務継続を図り、県⺠
⽣活・県⺠経済への影響を最⼩限に抑えるため予防的BCPを実施する（7/19〜）。
バックアップ体制
の構築

新型コロナ関連業務を優先することとし、各所属の不急の業務を先送り等を
⾏い執務室内の職員を削減し、感染リスクの低減を図るとともに、バックアップ
体制を確保する。
＜優先的に⾏う業務例＞
・積極的疫学調査やデルタ株対策などの保健所業務
・ワクチン接種に関する業務

非接触型勤務の
徹底、鳥取型オ
フィスシステム等
のレベルアップ

・非接触型勤務を徹底するため、⻄部地区の職場内においては、原則として
集合型の会議や打合せは⾏わず、リモートで対応
・フィジカルディスタンスを確保するための執務机の配置、アクリル板の設置
（「鳥取型オフィスシステム」）を再徹底
・手指消毒、共用物品（コピー機・電話機等）の定期消毒、換気をレベル
アップ

庁舎内へウイルス
を持ち込まない対
策の再徹底

・職員の検温、健康観察員による健康チェックを徹底
・来庁者の手指消毒徹底や検温の実施

県庁業務の「新型コロナ緊急体制」へのシフト（西部地区）

1２



○７月１６日（金） 学校関係者１名の陽性が判明

○７月１７日（土）から２２日（木）まで臨時休業

・7／17（土）の部活動対外試合を中止

・全校生徒に対し、不要不急の外出自粛、自宅での自学自習を指示

・保健所の指導の下、必要な消毒作業を実施

・7／23（金）以降については、保健所等関係機関の指導の下、
休業の規模や期間を決定

米子松蔭高校の対応状況
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教育委員会
学校の対応について

■県⽴学校等の対応
県内⻄部地区を中⼼に感染⼒の⾼いデルタ株による感染が急拡⼤

している状況の中、以下のとおり対応を⾏うとともに、来週から随
時、公⽴学校が夏季休業に⼊るため、緊張感を持ってより一層⾼い
レベルの感染防⽌対策の徹底を指⽰

＜学校の分散登校＞
・⻄部地区の県⽴⾼校については、７⽉１９⽇（⽉）から、密閉・
密集・密接を回避するために分散登校の実施を検討

＜学校⾏事＞
・終業式はオンラインで実施するなど密を回避
・７⽉中の各種⾏事（中学生体験⼊学、事業所訪問、講演会等）に
ついて、延期や開催方法等の変更を検討

＜部活動の対応＞
・⻄部地区の県⽴⾼校について７⽉中の他校との練習試合を中⽌

＜高校野球の対応＞
・準々決勝以降の試合については、無観客とする方向で調整中

１４



鳥取県版新型コロナ警報（７月１７日現在）

地域 発令区分 備考

東部地区 注意報 7/13～

中部地区 注意報 7/17～

西部地区 警報 7/15～
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東部地区、西部地区で、引き続き感染の連鎖が生じています。

マスクを正しく着用、密閉・密集・密接を回避するなど一層の
感染予防の徹底をお願いします。



県（県立施設）イベント・行事の開催見直しの状況

当初開催予定日 名称 開催場所
7月26日（月）
〜28日（水）

新規高卒求人事業所説明会 鳥取産業体育館
→ リモート式開催
に変更

8月23日（月）
〜27日（⾦）

とっとり就職フェア2021・8月 鳥取産業体育館
→ リモート式開催
に変更

9月4日（土）
→ 中止

第９回 水産試験場 海と魚の学
習日

水産試験場
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人権配慮に係る県民へのメッセージ

感染者自身のほか、関係先や立ち寄り先などに対する誹謗中傷や、不確かな情報を基にした
情報の発信・拡散や詮索などの不当な行為は、人権を侵害する行為です。このような行為は
絶対に行わず、地域全体で感染者等を温かく包み込むように支えましょう。

感染者や関係先に対する、心ない言動や誹謗中傷、詮索などの行為
は、絶対にしないようにしましょう。

私たちはウイルスと闘っています。皆が思いやりの気持ちを持ち、お互い「ただいま」
「おかえり」と笑顔で言い合える人の輪を「地域」「家庭」「職場・学校」に広げていきま
しょう。

本県では、インターネットによる誹謗中傷等のサーベイランスを行って
います。
確認された誹謗中傷等の画像や文章は、保存し、被害者の訴訟時の証拠として本人の求めに
応じて提供します。また、県と弁護士会、県警、法務局の４者連携による「新型コロナ関連誹謗
中傷等に関する相談支援連絡会」で事例発生時等に支援を行います。

ワクチン接種をしていない方に対する、差別的行為は絶対にしない
ようにしましょう。

ワクチン接種をしていない方への差別的行為も人権を侵害する行為です。ワクチン接種は本人
の意思に基づくものであり、病気など様々な理由でワクチン接種をできない方もいらっしゃいま
す。接種の強制はしないようにしましょう。
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