
 日時：令和４年２月１７日（木）午後３時３０分から

 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

（テレビ会議参加）

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

鳥取市長、鳥取市副市長、鳥取市保健所長、鳥取市関係部局長

 議題：

（１）県内の感染状況について

（２）その他
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鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第１３９回）
第９０回鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部

合 同 会 議



まん延防止等重点措置の延長（予定）

区分 区 域 期 間

期間延長 北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、
長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、
広島県、福岡県、佐賀県、鹿児島県

３月６日まで
（２月２０日から延長）

和歌山県 ３月６日まで
（２月２７日から延長）

継続 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、
岐阜県、愛知県、三重県、香川県、高知県、長崎県、
熊本県、宮崎県

３月６日まで

終了 山形県、島根県、山口県、大分県、沖縄県 ２月２０日まで

 北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、 長野県、
静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、
福岡県、佐賀県、鹿児島県の１７道府県を３月６日まで期間延長

 山形県、島根県、山口県、大分県、沖縄県の５県は２月２０日で終了
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まん延防止等重点措置の適用状況（予定）

まん延防止等重点措置区域（３１都道府県）

北海道

沖
縄

福
岡

佐
賀

長
崎 高知

山
口

岡山
広島

⿅児島

和歌山

⻘森

宮崎

大分
熊本

奈
良

三
重

山形

秋田

愛知
静岡

鳥取島根

神奈川 千
葉香川

徳島

岐阜

福井 長野

山梨

富
山

新
潟

埼玉 茨
城

福島

栃
木

岩手

東京

宮城

大
阪

兵
庫

愛媛

群
馬

滋
賀

京
都

石
川

3

新聞等
報道情報



◇基本的な感染対策の徹底
マスクはすき間なく正しく着用、十分な距離が取れないときはマスクを着用、混雑した場所や感染リスク
の高い場所を避ける

◇体調が悪い時は、無理せず県外との往来は避ける
◇行かれる先の自治体が出されている新型コロナ情報の確認を

県境をまたぐ移動の自粛要請

県外との往来の際のお願い

県外から来県・帰県される方へのお願い、一緒に過ごす際のお願い

◇来県前には事前にＰＣＲ等検査を受けましょう
◇家庭内での感染対策の徹底
「親しき仲にもマスクあり」、こまめな手洗い、こまめな換気、ドアノブなどの共用部分の消毒、タオル
や歯磨き粉・食べ物や食器などの共用を避ける、家庭内で対策が難しい場合は宿泊施設利用も検討

◇発熱、倦怠感などの症状があれば、積極的に受診又は受診相談センターに相談を 4

特措法24条9項による要請 新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項は、新型コロナの
感染拡大を抑え込むために、県民の皆様に協力をお願いする制度です。

区 域 鳥取県全域
期 間 令和４年１月20日から３月６日まで
要請内容 県境をまたぐ移動はできるだけ控えてください

※ 不要不急の帰省や旅行、仕事、研修など、県境をまたぐ移動はできれば
控えましょう。

特に、まん延防止等重点措置地域や感染拡大地域との間での、不要不急
の往来は控えてください。



第６波の感染状況（１）
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5



第６波の感染状況（２）
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第6波の高齢者感染状況
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第6波の感染連鎖事例
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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（2/15）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日、症状 検査実施

2月14日 2月15日 管内1611例目
(県内4841例目）

鳥取市 2/13 発熱、倦怠感 医療機関を受診しPCR検査

2月14日 2月15日 管内1612例目
(県内4842例目）

鳥取市 2/13 発熱 医療機関を受診しPCR検査

2月14日 2月15日 管内1613例目
(県内4843例目）

鳥取市 2/12 咳 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月14日 2月15日 管内1614例目
(県内4844例目）

鳥取市 2/12 発熱、倦怠感、関節
痛

医療機関を受診しPCR検査

2月14日 2月15日 管内1615例目
(県内4845例目）

鳥取市 2/13 倦怠感、痰 医療機関を受診し抗原定量検査

2月14日 2月15日 管内1616例目
(県内4846例目）

鳥取市 2/13 咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1617例目
(県内4847例目）

鳥取市 2/13 咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1618例目
(県内4848例目）

鳥取市 2/12 発熱、頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月14日 2月15日 管内1619例目
(県内4849例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1620例目
(県内4850例目）

鳥取市 2/13 発熱
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
（1回陰性後再検査）

2月14日 2月15日 管内1621例目
(県内4851例目）

鳥取市 2/12 悪寒、発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1622例目
(県内4852例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1623例目
(県内4853例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1624例目
(県内4854例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1625例目
(県内4855例目）

鳥取市 2/13 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1626例目
(県内4856例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1627例目
(県内4857例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

＜鳥取市保健所管内1611～1627例目（県内4841～4857例目）＞



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（2/15）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日、症状 検査実施

2月14日 2月15日 管内1628例目
(県内4858例目）

鳥取市 2/13 頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1629例目
(県内4859例目）

鳥取市 2/13 咳、咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1630例目
(県内4860例目）

鳥取市 2/13 悪寒 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1631例目
(県内4861例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1632例目
(県内4862例目）

鳥取市 2/11 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1633例目
(県内4863例目）

鳥取市 2/13 発熱、咳、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月14日 2月15日 管内1634例目
(県内4864例目）

鳥取市 2/12 咽頭痛 県内陽性者の接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1635例目
(県内4865例目）

鳥取市 2/13 発熱、関節痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月14日 2月15日 管内1636例目
(県内4866例目）

鳥取市 2/12 発熱 県内陽性者の接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1637例目
(県内4867例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1638例目
(県内4868例目）

鳥取市 2/12 発熱 県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1639例目
(県内4869例目）

鳥取市 2/12 喉の違和感、咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1640例目
(県内4870例目）

鳥取市 2/14 発熱
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
（1回陰性後再検査）

2月14日 2月15日 管内1641例目
(県内4871例目）

鳥取市 2/13 発熱、頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1642例目
(県内4872例目）

鳥取市 2/14 発熱、咽頭痛
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
（1回陰性後再検査）

2月14日 2月15日 管内1643例目
(県内4873例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1644例目
(県内4874例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

＜鳥取市保健所管内1628～1644例目（県内4858～4874例目）＞



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（2/15）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日、症状 検査実施

2月14日 2月15日 管内1645例目
(県内4875例目）

鳥取市 2/13 発熱、頭痛、鼻水、
下痢

医療機関を受診しPCR検査

2月14日 2月15日 管内1646例目
(県内4876例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1647例目
(県内4877例目）

鳥取市 2/13 発熱、倦怠感、頭重
感

医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月14日 2月15日 管内1648例目
(県内4878例目）

鳥取市 2/12 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月14日 2月15日 管内1649例目
(県内4879例目）

鳥取市 2/13 下痢 県内陽性者の接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1650例目
(県内4880例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1651例目
(県内4881例目）

鳥取市 2/13 咽頭痛 県内陽性者の接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1652例目
(県内4882例目）

鳥取市 2/14 喉の違和感 県内陽性者の接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1653例目
(県内4883例目）

鳥取市 2/14 咽頭痛、咳 県内陽性者の接触者としてPCR検査

2月14日 2月15日 管内1654例目
(県内4884例目）

鳥取市 2/13 発熱、寒気、咳 医療機関を受診しPCR検査

2月14日 2月15日 管内1655例目
(県内4885例目）

鳥取市 2/8 咳 医療機関を受診し抗原定性検査

2月14日 2月15日 管内1656例目
(県内4886例目）

鳥取市 - 医療機関を受診しPCR検査

2月14日 2月15日 管内1657例目
(県内4887例目）

鳥取市 無症状 県の無料PCR検査

2月15日 2月16日 管内1658例目
(県内4932例目）

鳥取市 2/12 発熱 医療機関を受診しPCR検査

2月15日 2月16日 管内1659例目
(県内4933例目）

鳥取市 2/13 喉の違和感 県の無料PCR検査

2月15日 2月16日 管内1660例目
(県内4934例目）

鳥取市 2/14 発熱、咽頭痛、頭痛、
倦怠感

医療機関を受診しPCR検査

2月15日 2月16日 管内1661例目
(県内4935例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

＜鳥取市保健所管内1645～1661例目（県内4875～4887、4932～4935例目）＞



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（2/15）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日、症状 検査実施

2月15日 2月16日 管内1662例目
(県内4936例目）

鳥取市 2/14 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1663例目
(県内4937例目）

鳥取市 2/13 倦怠感 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1664例目
(県内4938例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1665例目
(県内4939例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1666例目
(県内4940例目）

鳥取市 2/14 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1667例目
(県内4941例目）

鳥取市 2/14 発熱、頭痛、関節痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1668例目
(県内4942例目）

鳥取市 2/14 発熱、咽頭痛、倦怠
感

医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1669例目
(県内4943例目）

鳥取市 2/13 発熱、咽頭痛、悪寒 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1670例目
(県内4944例目）

鳥取市 2/15 発熱、関節痛、頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1671例目
(県内4945例目）

鳥取市 2/11 関節痛、咳、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1672例目
(県内4946例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1673例目
(県内4947例目）

鳥取市 2/12 発熱、頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1674例目
(県内4948例目）

鳥取市 2/14 発熱
医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
（県内陽性者の接触者）

2月15日 2月16日 管内1675例目
(県内4949例目）

鳥取市 2/14 発熱、体調不良 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1676例目
(県内4950例目）

鳥取市 2/14 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1677例目
(県内4951例目）

鳥取市 2/12 発熱 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1678例目
(県内4952例目）

鳥取市 2/14 発熱、咽頭痛、倦怠
感

医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

＜鳥取市保健所管内1662～1678例目（県内4936～4952例目）＞



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（2/15）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日、症状 検査実施

2月15日 2月16日 管内1679例目
(県内4953例目）

鳥取市 2/9 咽頭痛、咳、頭痛、
鼻水

県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1680例目
(県内4954例目）

鳥取市 2/14 咽頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1681例目
(県内4955例目）

鳥取市 2/14 発熱、倦怠感、咳 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1682例目
(県内4956例目）

鳥取市 2/14 発熱
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
（1回陰性後再検査）

2月15日 2月16日 管内1683例目
(県内4957例目）

鳥取市 2/13 発熱、頭痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1684例目
(県内4958例目）

鳥取市 2/9 発熱、咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1685例目
(県内4959例目）

鳥取市 2/14 咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1686例目
(県内4960例目）

鳥取市 2/13 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1687例目
(県内4961例目）

鳥取市 2/15 発熱、関節痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1688例目
(県内4962例目）

鳥取市 2/13 倦怠感 県内陽性者の接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1689例目
(県内4963例目）

鳥取市 2/15 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し抗原定量検査

2月15日 2月16日 管内1690例目
(県内4964例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1691例目
(県内4965例目）

鳥取市 2/14 咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1692例目
(県内4966例目）

鳥取市 2/14 発熱、寒気 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1693例目
(県内4967例目）

鳥取市 2/15 咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1694例目
(県内4968例目）

鳥取市 2/14 寒気、頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1695例目
(県内4969例目）

鳥取市 無症状 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

＜鳥取市保健所管内1679～1695例目（県内4953～4969例目）＞



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（2/15）以降公表事例）
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陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日、症状 検査実施

2月15日 2月16日 管内1696例目
(県内4970例目）

鳥取市 2/6 頭痛、喉の違和感 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1697例目
(県内4971例目）

鳥取市 2/1 頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1698例目
(県内4972例目）

鳥取市 2/7 倦怠感、咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1699例目
(県内4973例目）

鳥取市 2/14 発熱、悪寒 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1700例目
(県内4974例目）

鳥取市 2/14 発熱
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
（1回陰性後再検査）

2月15日 2月16日 管内1701例目
(県内4975例目）

鳥取市 2/14 発熱、咳
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
（1回陰性後再検査）

2月15日 2月16日 管内1702例目
(県内4976例目）

鳥取市 2/14 咽頭痛、頭痛、咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1703例目
(県内4977例目）

鳥取市 2/14 発熱、腹痛、下痢 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1704例目
(県内4978例目）

鳥取市 2/14 咽頭痛
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
（1回陰性後再検査）

2月15日 2月16日 管内1705例目
(県内4979例目）

鳥取市 2/15 発熱
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
（1回陰性後再検査）

2月15日 2月16日 管内1706例目
(県内4980例目）

鳥取市 2/14 発熱、頭痛、下痢
県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
（1回陰性後再検査）

2月15日 2月16日 管内1707例目
(県内4981例目）

鳥取市 2/14 咳、関節痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1708例目
(県内4982例目）

鳥取市 2/14 発熱、咽頭痛、頭痛、
鼻水

医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1709例目
(県内4983例目）

鳥取市 2/1 咳、鼻水 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1710例目
(県内4984例目）

鳥取市 2/1 咳 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1711例目
(県内4985例目）

鳥取市 2/9 鼻水、咳、咽頭痛 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

2月15日 2月16日 管内1712例目
(県内4986例目）

鳥取市 2/12 喉の違和感、鼻閉 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

＜鳥取市保健所管内1696～1712例目（県内4970～4986例目）＞



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（2/15）以降公表事例）

15

陽性
確認日

陽性
公表日 事 例 管轄

保健所 発症日、症状 検査実施

2月15日 2月16日 管内1713例目
(県内4987例目）

鳥取市 2/15 発熱、腰痛、左胸痛 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1714例目
(県内4988例目）

鳥取市 2/15 発熱 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

2月15日 2月16日 管内1715例目
(県内4989例目）

鳥取市 2/15 発熱、頭痛、咽頭痛 県の無料PCR検査

2月15日 2月16日 管内1716例目
(県内4990例目）

鳥取市 無症状 県の無料PCR検査

2月15日 2月16日 管内1717例目
(県内4991例目）

鳥取市 2/13 喉の違和感 県の無料PCR検査

2月15日 2月16日 管内1718例目
(県内4992例目）

鳥取市 2/15 発熱、咳、関節痛、
寒気

県の無料PCR検査

2月15日 2月16日 管内1719例目
(県内4993例目）

鳥取市 無症状 県の無料PCR検査

＜鳥取市保健所管内1713～1719例目（県内4987～4993例目）＞

※2月16日陽性確認分76件（管内1720～1795例目（県内5104～5179例目））の詳細については調査中



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（2/15）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日、症状 検査実施

2月14日 2月15日 県内4888例目 倉吉 2/14 咽頭痛 疫学調査として検査

2月14日 2月15日 県内4889例目 倉吉 2/13 咽頭痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

2月14日 2月15日 県内4890例目 倉吉 2/11 咽頭痛 疫学調査として検査

2月14日 2月15日 県内4891例目 倉吉 2/10 咽頭痛、咳 疫学調査として検査

2月14日 2月15日 県内4892例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

2月14日 2月15日 県内4893例目 倉吉 2/13 喉の違和感、咳 疫学調査として検査

2月14日 2月15日 県内4894例目 倉吉 2/14 喉の違和感、発熱 疫学調査として検査

2月14日 2月15日 県内4895例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

2月14日 2月15日 県内4896例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

2月14日 2月15日 県内4897例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

2月14日 2月15日 県内4898例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

2月14日 2月15日 県内4899例目 倉吉 2/13 咽頭痛、咳 疫学調査として検査

2月14日 2月15日 県内4900例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

2月14日 2月15日 県内4901例目 倉吉 2/14 発熱、頭痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

2月14日 2月15日 県内4902例目 倉吉 2/14 発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査

2月14日 2月15日 県内4903例目 倉吉 2/13 発熱、頭痛、筋肉痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

2月14日 2月15日 県内4904例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

2月14日 2月15日 県内4905例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

2月14日 2月15日 県内4906例目 倉吉 2/13 咽頭痛、発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査
16

＜県設置保健所管内：県内4888～4906例目＞



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（2/15）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日、症状 検査実施

2月14日 2月15日 県内4907例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

2月14日 2月15日 県内4908例目 倉吉 2/13 発熱 医療機関を受診し検査

2月14日 2月15日 県内4909例目 倉吉 2/13 発熱、関節痛、倦怠感、鼻水、
咽頭痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

2月14日 2月15日 県内4910例目 倉吉 2/12 咳、鼻汁、発熱 医療機関を受診し検査

2月14日 2月15日 県内4911例目 倉吉 2/13 発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査

2月14日 2月15日 県内4912例目 倉吉 無症状 濃厚接触者として健康観察中に検査

2月14日 2月15日 県内4913例目 倉吉 2/11 発熱 無料検査を受検

2月14日 2月15日 県内4914例目 米子 2/13 発熱 医療機関を受診し検査

2月14日 2月15日 県内4915例目 米子 2/12 咳 医療機関を受診し検査

2月14日 2月15日 県内4916例目 米子 2/11 発熱、関節痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

2月14日 2月15日 県内4917例目 米子 2/13 発熱、咳 医療機関を受診し検査

2月14日 2月15日 県内4918例目 米子 2/13 発熱、腹痛 濃厚接触者として健康観察中に検査

2月14日 2月15日 県内4919例目 米子 2/12 喉の違和感 医療機関を受診し検査

2月14日 2月15日 県内4920例目 米子 2/14 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し検査

2月14日 2月15日 県内4921例目 米子 2/13 発熱、関節痛 医療機関を受診し検査

2月14日 2月15日 県内4922例目 米子 2/10 咽頭痛 医療機関を受診し検査

2月14日 2月15日 県内4923例目 米子 無症状 疫学調査として検査

2月14日 2月15日 県内4924例目 米子 2/13 倦怠感、関節痛 医療機関を受診し検査

2月14日 2月15日 県内4925例目 米子 2/13 痰 医療機関を受診し検査 17

＜県設置保健所管内：県内4907～4925例目＞



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（2/15）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日、症状 検査実施

2月14日 2月15日 県内4926例目 米子 2/10 鼻閉 医療機関を受診し検査

2月14日 2月15日 県内4927例目 米子 2/13 発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査

2月14日 2月15日 県内4928例目 米子 2/13 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し検査

2月14日 2月15日 県内4929例目 米子 2/12 倦怠感 医療機関を受診し検査

2月14日 2月15日 県内4930例目 米子 2/13 鼻閉、喉の違和感、倦怠感 濃厚接触者として健康観察中に検査

2月14日 2月15日 県内4931例目 米子 2/12 発熱、咽頭痛、頭痛 無料検査を受検

2月15日 2月16日 県内4994例目 倉吉 2/10 微熱、咳、鼻汁 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内4995例目 倉吉 2/14 咳 疫学調査として検査

2月15日 2月16日 県内4996例目 倉吉 2/15 喉の違和感 疫学調査として検査

2月15日 2月16日 県内4997例目 倉吉 無症状 疫学調査として検査

2月15日 2月16日 県内4998例目 倉吉 2/14 咳 濃厚接触者として健康観察中に検査

2月15日 2月16日 県内4999例目 倉吉 2/14 咽頭痛 疫学調査として検査

2月15日 2月16日 県内5000例目 米子 2/12 喉の違和感 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5001例目 米子 2/13 倦怠感 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5002例目 米子 2/14 頭痛、微熱 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5003例目 米子 2/14 咳 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5004例目 米子 2/14 咳、発熱 無料検査を受検

2月15日 2月16日 県内5005例目 米子 2/11 関節痛 無料検査を受検

2月15日 2月16日 県内5006例目 米子 無症状 無料検査を受検
18

＜県設置保健所管内：県内4926～4931、4994～5006例目＞



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（2/15）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日、症状 検査実施

2月15日 2月16日 県内5007例目 米子 2/9 味覚異常 無料検査を受検

2月15日 2月16日 県内5008例目 米子 無症状 無料検査を受検

2月15日 2月16日 県内5009例目 米子 2/13 喉の違和感 無料検査を受検

2月15日 2月16日 県内5010例目 米子 2/15 発熱、頭痛 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5011例目 米子 2/14 発熱、喉の違和感 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5012例目 米子 2/14 発熱、鼻水、鼻づまり、咳 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5013例目 米子 2/14 微熱、喉の違和感 疫学調査として検査

2月15日 2月16日 県内5014例目 米子 無症状 疫学調査として検査

2月15日 2月16日 県内5015例目 米子 2/11 発熱 疫学調査として検査

2月15日 2月16日 県内5016例目 米子 2/15 発熱、咽頭痛 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5017例目 米子 2/12 下痢、発熱 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5018例目 米子 無症状 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5019例目 米子 無症状 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5020例目 米子 2/15 発熱、倦怠感 濃厚接触者として健康観察中に検査

2月15日 2月16日 県内5021例目 米子 2/14 発熱 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5022例目 米子 2/14 発熱、関節痛 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5023例目 米子 2/12 発熱、咽頭痛、身体痛 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5024例目 米子 2/13 咽頭痛、関節痛 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5025例目 米子 2/13 発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査
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＜県設置保健所管内：県内5007～5025例目＞



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（2/15）以降公表事例）

陽性

確認日

陽性

公表日
事 例

管轄

保健所
発症日、症状 検査実施

2月15日 2月16日 県内5026例目 米子 無症状 疫学調査として検査

2月15日 2月16日 県内5027例目 米子 無症状 疫学調査として検査

2月15日 2月16日 県内5028例目 米子 2/14 発熱、咳、鼻水 濃厚接触者として健康観察中に検査

2月15日 2月16日 県内5029例目 米子 2/12 発熱 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5030例目 米子 2/14 発熱、咳 濃厚接触者として健康観察中に検査

2月15日 2月16日 県内5031例目 米子 2/14 発熱、頭痛 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5032例目 米子 無症状 疫学調査として検査

2月15日 2月16日 県内5033例目 米子 2/15 発熱 濃厚接触者として健康観察中に検査

2月15日 2月16日 県内5034例目 米子 2/13 咽頭痛 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5035例目 米子 2/14 発熱、鼻水 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5036例目 米子 2/15 咳、頭痛、吐き気 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5037例目 米子 2/14 発熱、頭痛、咳、寒気 医療機関を受診し検査

2月15日 2月16日 県内5038例目 米子 2/14 喉の違和感 疫学調査として検査

2月15日 2月16日 県内5039例目 米子 無症状 疫学調査として検査

2月15日 2月16日 県内5040例目 米子 2/13 発熱、寒気 疫学調査として検査

2月15日 2月16日 県内5041例目 米子 無症状 医療機関を受診し検査
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＜県設置保健所管内：県内5026～5041例目＞



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（2/15）以降公表事例）

＜既陽性者との接触＞
・ 接触あり 60名 ・ 接触なし 32名

（接触ありの内訳）
・ 県内4234例目 1名 ・ 県内4388例目 1名 ・ 県内4457例目 1名 ・ 県内4498例目 1名
・ 県内4548例目 1名 ・ 県内4592例目 1名 ・ 県内4601例目 1名 ・ 県内4605例目 1名
・ 県内4666例目 1名 ・ 県内4674例目 4名 ・ 県内4680例目 2名 ・ 県内4696例目 1名
・ 県内4731例目 3名 ・ 県内4733例目 1名 ・ 県内4734例目 1名 ・ 県内4751例目 1名
・ 県内4756例目 1名 ・ 県内4792例目 1名 ・ 県内4793例目 1名 ・ 県内4795例目 3名
・ 県内4796例目 1名 ・ 県内4799例目 1名 ・ 県内4806例目 2名 ・ 県内4808例目 4名
・ 県内4813例目 1名 ・ 県内4817例目 1名 ・ 県内4820例目 1名 ・ 県内4826例目 1名
・ 県内4910例目 3名 ・ 県内4915例目 1名 ・ 県内4917例目 2名 ・ 県内4919例目 2名
・ 県内4921例目 1名 ・ 県内4928例目 3名 ・ 県内4994例目 1名 ・ 県内5001例目 3名
・ 県内5008例目 1名 ・ 県内5017例目 1名 ・ 県外陽性者 2名

※2月16日陽性確認分62件（県内5042～5103例目）の詳細については調査中

21



発生施設 特定
施設 所在地等 陽性者数 陽性者

確認日

68 事業所（建設関連業） － 米子市 ８名 2/11〜15

69 社会福祉施設 ○ 鳥取市保健所管内 ８名 2/14〜16

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利⽤していた施設で、条例に定め
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）が以下のと
おり発生したことが、２/16（水）に確認されたため、条例に基づき対応する。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

22

２ 患者対応
陽性者は⼊院、施設内での療養または、メディカルチェックの上在宅療

養を⾏う。

１ クラスターと認められた施設及び陽性者数

※発⽣要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を⾏う。



クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（６８例目）
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事業所（建設関連業）
陽性者数 所在地

従業員８名 米子市
まん延防止のための措置（第６条）

・施設設置者は、保健所の指⽰に基づき感染拡⼤防止に協⼒している。
→ 陽性者と接触した可能性のある全ての従業員に連絡のうえ名簿を保健所に提出し、保健

所はその名簿に基づき検査を実施した。
・保健所は、条例に基づき、施設設置者に調査への協⼒と感染拡⼤防止措置の実施を求めた。

→ 当該事業者は2/1４（月）夕方から、事業所の一部につき使⽤を制限している。
公表について（第7条）

・保健所の調査に協⼒し、全ての関係者に速やかに連絡しており、適切な措置がとられてい
ることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

必要な措置の勧告及び県の対応（第８条）

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。



クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（６９例目）
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社会福祉施設
陽性者数 所在地

利⽤者及び職員８名 鳥取市保健所管内
まん延防止のための措置（第６条）

・施設設置者は、保健所の指⽰に基づき感染拡⼤防止に協⼒している。
→ 陽性者と接触した可能性のある全ての利⽤者及び職員に連絡のうえ名簿を保健所に提出

し、保健所はその名簿に基づき検査を実施した。
・保健所は、条例に基づき、施設設置者に調査への協⼒と感染拡⼤防止措置の実施を求めた。

→ 施設の性質を考慮し、専門家指導によりゾーニング、感染防止対策を⾏った上で、
施設運営を継続している。

公表について（第7条）

・保健所の調査に協⼒し、全ての関係者に速やかに連絡しており、適切な措置がとられてい
ることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

必要な措置の勧告及び県の対応（第８条）
今後、社会福祉施設における新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を予防するための対策に

関する指針を参酌し、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専
門家チームの⽴ち⼊りを⾏い、感染防⽌対策の点検調査及び指導を実施していく。



鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）
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（まん延防止のための措置）
第６条 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（以下「施設使⽤者」という。）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（全ての従業者、利⽤者⼜は参加者に対する連絡を含む。）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。
２ 前項の規定にかかわらず、特定施設において、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、
施設使⽤者は、県と協議の上、直ちに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
の適切な措置を講ずるものとする。

（公表）
第７条 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。

（必要な措置の勧告）
第８条 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。
2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設⼜は催物について、当該勧告に従って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が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなけれ
ばならない。
3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協⼒⾦の給付、前条第1項⼜は第
4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種⼜は施設の種別ご
とに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を予防するための対策に関する指針で
あって知事が別に指定するものを参酌するものとする。



市中感染急拡大特別警報

区 域
鳥取市

米子市

鳥取市において、感染経路がはっきりとしない事例が継続して
確認されています。新たに鳥取市に「市中感染急拡大特別警報」
を発令します。

県西部、特に米子市においても、引き続き市中感染と思われる
事例が継続して発生しています。

一人一人厳重な感染予防対策をお願いします。
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 より機動的に疫学調査を行い、感染拡大を抑制する合同
チームを鳥取市・鳥取県で設置

 鳥取市・鳥取県共同で市民への呼びかけを実施

オミクロン株感染急拡大防止緊急対策

○連休を契機としたリバウンドが起こり、今後、感染が急上昇するか
どうかギリギリの状況です。

○マスク着用、換気の徹底、密を避ける、距離をとるなどオミクロン株
に対しても基本的な感染予防策は変わりません。

○徹底した感染予防を行い、対策をパワーアップし、ご自身と大切な人
を守りましょう。

鳥取市との対策

県民の皆様へのメッセージ
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 マスクの正しい着用、手洗いの励行など今一度 感染予防対策の徹底を

お願いします

 混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出を控えてください
※通院、通勤、生活必需品の買い出し、屋外での運動など、生活や健康維持のために
必要なものは自粛の対象外です。

 感染拡大防止・重症化予防のためワクチン接種をご検討ください

新型コロナ感染拡大防止緊急メッセージ

鳥取市民の皆さんへ

新型コロナの急拡大を防止するためご協力をお願いします

鳥取市
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区 域 鳥取市

期 間 令和４年２月１８日から３月３日まで(2週間)

要請内容

 混雑した場所や感染リスクの高い場所への不要不急の外出を
控えてください
※通院、通勤、生活必需品の買い出し、屋外での運動など、生活や健康維持のため必要
なものは自粛の対象外です。

※飲食については、親しい間柄でのホームパーティーなどでも感染が多発しており
対策を徹底するとともに、外食も感染対策がとれたお店を利用しましょう。

特措法第２４条第９項による協力要請

新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、
県民の皆様に協力をお願いする制度です。

鳥取市からの要請により、以下の取組のご協力をお願いします
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教育委員会
オミクロン株急拡大を踏まえた県立学校の対応について

臨時休業の対応
学校において、学校関係者の感染が確認された場合は、一先ず臨時休業

教育活動への対応
＜分散登校、分割授業等＞

密閉・密集・密接を回避するために、分散登校、分割授業等を継続
＜学校行事＞ 各種学校行事は、中止又は延期
＜部活動＞ 活動日等の制限（土日不可、平日２時間）を継続して遵守し、

感染状況に応じて活動の中止を検討

※東部地区市町村教育委員会にも、感染拡大の状況に応じて部活動中止の検討を要請

※スポーツ少年団等にも活動の中止の検討を要請

感染防止対策のより一層の徹底
○児童生徒及び教職員の体調管理、健康観察の徹底（日々の検温等）
○マスクの正しい着用（不織布マスクの推奨）、手洗い、換気等の徹底

鳥取市にも市中感染急拡⼤特別警報が発令されたことを踏まえ、東部地区県⽴学校にお
いて、より一層徹底した感染防止対策を図る。

◎私立中・高等学校にも上記内容を情報提供し、県立学校と同様の感染防止対策の徹底を要請
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宿泊療養施設の拡充

12月末 2月2日～ 3月4日～ 備考

5施設

364室
６施設

458室
7施設

約560室

東部：2施設（135室）
＋１施設（約１００室）

中部：１施設（29室）
西部：３施設（294室）

新たに宿泊療養施設を確保し、収容能力をさらに拡充
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高齢者入院支援プログラム

医療機関における高齢者の受入体制を充実するとともに、高齢者施設の退院後の受入体制を支援
【課題】

高齢者のコロナ陽性入院患者の増加に伴う
・医療機関の看護体制への一時的な負荷 ・入所者退院後の高齢者施設での円滑な受入れ実施

【高齢者施設】

社会福祉施設等
感染拡大防止特命チーム

【コロナ陽性者が入院している医療機関】

入院

退院

退院時の受入体制について
助言・指導

【看護協会】

【医療機関】

調整

看護職員の応援派遣
に関する協定

応援（契約）

看護
職員

県に支援要請

【後方支援医療機関】

看護師派遣に要する経費を支援
（看護師１人当たり2,760～5,520円／時間）

ゾーニング等のため
の認定看護師派遣

診療報酬上の
加算による支援

（32病院）

コロナ以外の治療や
リハビリが必要な場合

【鳥取県】
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院内感染対策の強化・徹底

 院内感染の発生を受け、専門家を交えて緊急対策会議を開催。

 新型コロナ院内感染緊急対策チームを設置し、県内の医療機関における院内感染の発生を未然に
防ぐとともに、発生後の対応等の支援を強化。

鳥取県新型コロナウイルス院内
感染緊急対策会議（2/15開催）

・県医師会、各地区医師会、
鳥取看護⼤学、
感染制御専門家チームメンバー、
県庁、各保健所 ほか

・基本的な対策や特に注意すべき
ポイント等について議論

院内感染対策で特に注意すべきポイント
・ 職員、取引業者等によるウイルスの持込みの防止

⇒ ⼊院が⻑期化しやすい療養病床などの場合、ウイルスは基本的に、
職員等から院内に持ち込まれるという前提に⽴った対策を実施。

・ 個人防護具（N95、ゴーグル、⼿袋等）の適切な着脱や、
よく触れる箇所の清拭消毒など、標準予防策の徹底

⇒ 喀痰吸引、口腔ケア、⼊浴介助などの場面は、飛沫・接触感染の可能
性が高まるおそれ。標準予防策の方法のわかりやすい掲⽰等も重要。

・ 適切なゾーニング・コホーティング
・ 患者の症状等の把握、必要に応じた迅速な検査等の実施
医療機関等をPCR検査等支援事業の対象に追加
２月末までの限定的取扱いとして、⼀⻫検査も含め重点的に幅広く支援

本
日
付
け
で
医
療
機
関
等
に
周
知

① 本庁に緊急対応専門職員を配置

② 新型コロナ院内感染緊急対策チームの設置
・個別の相談支援や実地での助言等を実施 （鳥取県感染制御専門家チームと連携）

・院内感染事案における初動対応の調整等 ・研修会等による院内感染対策の更なる徹底
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オミクロン株から子どもを守る感染防止策

＜子どものマスク着用の考え方＞
「基本的対処方針」（R4.2.10）
発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と判断される児童は、可能な範囲で、一時的に、マスク着用を奨め
る。ただし、２歳未満児のマスク着用は奨めず、低年齢児については特に慎重に対応する。

≪本県のオミクロン株流行中の対応方針≫
 幼稚園と同様、保育所等でも3歳以上児は可能な子はマスク着用を奨める
 ２歳児は着用が難しい園児は着けなくてよい
 ２歳未満児は着けない
発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と判断される児童は、可能な範囲で、一時的に、マス
ク着用を奨める。ただし、マスクを着用する際はどの年齢においても、息苦しくないか等子どもの
体調変化に十分注意し、本人の調子が悪い場合は無理して着用させる必要はない。

＜保育施設等緊急点検結果等を踏まえた感染防止対策例＞

 早朝・延長保育時や日中の複数クラスによる合同保育の当面の間の自粛
⇒早朝・延長保育時・・・マスク着用有無に応じたグループ分けなど感染を広げない形

 特にマスク着用が難しいクラスにおける換気、こまめな消毒の徹底
⇒1時間に2回程度、数分間窓を全開、目安（CO2モニター）による計測

 体調不良の場合は登園を控えていただくことの徹底、園児・家族がPCR検査を受けることに
なった場合の園への連絡の徹底

改めて市町村や各施設に周知し、更なる感染対策の徹底を図る。

クラスター事案を受け、県と湯梨浜町で町内８施設の緊急点検を２月１５日に実施
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新型コロナワクチンの小児接種がスタートします
・⼩児接種については、３月４日の智頭町を⽪切りに、県内市町村での接種がスタート
します。

・県内の感染者全体に占める子どもの割合は増えています。ワクチン接種について、
お子様と⼀緒にご検討ください。

【東部】麒麟のまち広域連携
（協⼒医療機関25箇所）
・若桜町以外は、個別接種も実施

●県内市町村の接種体制

接種開始
時期等

３月４日を⽪切りに、中旬までに全市町村が接種開始予定

●ワクチン供給時期等

【中部】１市４町の広域連携
（圏域内９機関で個別接種）

【⻄部】⻄部町村会と米子市に
よる広域連携体制構築に向け最
終調整中 ・境港市は単独実施

第１クール︓42箱＝4,200回分（配送︓2/21〜28〜）

第２クール︓91箱＝9,100回分（配送︓3/7〜14〜）

第３クール︓205箱＝20,500回分（配送︓4/4〜11〜）

第４クール︓205箱＝20,500回分（配送︓4/18〜25〜）

※圏域内対象⼈口︓3.5万⼈（東部1.4万 中部0.7万 ⻄部1.4万）

⼩児用ワクチン
（ファイザー社製）
２回接種（接種間隔３週間）

合計54,300回分

＝ 27,150⼈分

※対象⼈口の

77.5％接種可能

⇒

ワクチンを受けている、受けていないといった理由で周りの⼈を悪く⾔ったり、
いじめたりすることは絶対にあってはなりません。 35



モデルナワクチン
コンシェルジュ
（接種に関する各種相談

会場案内等）

0857-26-7976

接種券発⾏の加速化、エッセンシャルワーカーのリスト化に
よる接種会場への誘導等を通じて、追加接種を加速

追加接種の加速化に向けた取組
・エッセンシャルワーカーや高齢者等、２回目接種完了後６カ月経過した⽅の追加接
種を、市町村、医療機関と協⼒して接種体制を確保し、強⼒に推進中

・モデルナワクチン・コンシェルジュで県⺠の不安を解消、すぐうてる接種会場を案内

県営大規模接種センター

市町村集団接種会場

県内７会場３万⼈規模で展開

個別接種医療機関
東部120 中部53 ⻄部142

モデルナ ファイザー

モデルナ ファイザー

＜エッセンシャルワーカー＞※市町村⼜は県営会場で接種した数

計315機関

計35会場

保育士︓980名 教職員︓675名 消防職員︓78名
その他︓7,895名（障がい者施設、通所介護事業所職員など）

モデルナ接種券が届いたらお早めに接種をお願いします︕
⇒ 接種の不安や会場については、コンシェルジュにご相談を︕︕

対象高齢者への接種券送付は完了

※2/15時点

＜高齢者＞

鳥取型職域
共同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

モデルナ

＜職域接種＞

東部１ ⻄部１
計2会場

・２月末の航空自衛隊
美保基地を⽪切りに、
県内15会場で実施

（接種開始予定時期︓
2月末１,3月上旬２,
中旬２,下旬以降10）

⇒鳥取型共同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは、
県内2会場で実施
県⺠の皆さんも受付

東部11 中部11 ⻄部13

合計66回(東部34回 中部17回 ⻄部15回)

【東部】
新日本海新聞社

3/12(土),13(日),26(土)
,27(日)

【中部】
倉吉シティホテル 3/19(土),20(日)

【⻄部】
米子しんまち天満屋 3/5(土),6(日)

2月28日(月)から新規予約開始
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本県へのワクチン配分・供給状況 （小児接種用ワクチンは除く）

5月下旬までの配分量
供給スケジュールが示された

（2/15国通知）

合計 463,065回分が5月下旬までに
県内市町村に供給されることが確定
※２回目接種完了者数（426,986⼈）の約1.1倍

種類 区分 納入状況・配送予定 種類 区分 納入状況・配送予定

ファイザー 県在庫 市町村納入済み 8 箱 9,360 回 モデルナ 緊急配送 県納入済み（12/28） 7.5 箱 1,125 回

ファイザー １クール 市町村納入済み 23 箱 26,910 回 モデルナ １クール 市町村納入済み 519 箱 77,850 回

ファイザー ２クール 市町村納入済み 49 箱 57,330 回 モデルナ ２クール R4.2/2〜 160 箱 24,000 回

ファイザー ３クール R4.2/14〜、2/21〜 39 箱 45,630 回 モデルナ ３クール※ R4.2/21〜 204 箱 30,600 回

ファイザー ４クール R4.2/28〜 13 箱 15,210 回 モデルナ ４クール R4.3/7〜 178 箱 26,700 回

ファイザー ５クール R4.3/14〜 26 箱 30,420 回 モデルナ ５クール R4.3/14〜 157 箱 23,550 回

ファイザー ６クール R4.3/21〜 11 箱 12,870 回 モデルナ ６クール R4.4/4〜 214 箱 32,100 回

ファイザー ７クール R4.4/4〜、4/11〜 12 箱 14,040 回 モデルナ ７クール R4.4/18〜、4/25〜 75 箱 11,250 回

ファイザー ８クール R4.4/18〜、4/25〜 11 箱 12,870 回 モデルナ ８クール R4.5/9〜、5/16〜 75 箱 11,250 回

192 箱 224,640 回 1,589.5 箱 238,425 回

配分数 接種可能数

計

 

配分数 接種可能数

計
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無料検査の期間延長
～特措法２４条９項による受検要請～

無症状で不安を感じる県民の皆様は、ぜひ検査をお受けください。

（２月２８日(月) ⇒ ３月３１日（木） まで要請を延長）

特措法第２４条第９項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、皆様に協力をお願いする制度です。

次の皆さんは、特に積極的に検査を受けてください。
 感染拡大地域に行かれた方

 感染拡大地域の方と過ごされた方

 受験で県外に行かれた学生やご家族の方

感染不安を感じる受験生やご家族
の皆様は無料検査を活用いただく等

ぜひ検査をお受けください

県内５９か所の無料検査場所をご利用いただけます

（東部圏域２７ヶ所、 中部圏域１５ヶ所、 西部圏域１７ヶ所） ※検査場所は順次拡大中

 症状のある方の受付はできません。（かかりつけ医又は受診相談センターにご相談ください）
 検査場所の詳細は県ホームページでご覧いただけます。
 事前に電話確認されるとスムーズに検査を受けていただけます。

※混雑状況によっては、検査をお受け付けできない場合もありますので、ご了承ください。
〜無料検査に関してご不明な点のお問合せは〜
⿃取県無料検査コールセンター ☎０５７０－７８３－５６３（⼟⽇含む毎⽇、９時〜１７時）
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みんなでしっかり オミクロン予防大作戦
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みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

特に、学校・保育施設・職場などでは徹底してください。

オミクロン株は飛沫以外にも“マイクロ飛沫”で爆発的に拡がるとの指摘。
今まで以上に感染対策をお願いします。
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みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

家庭内での感染事例が引き続き多い状況です。
感染対策を徹底し、高齢者や子どもを守りましょう！
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42

各職場・店舗において業種別ガイドライン等の実践をお願い致します。

特に以下のポイントに留意の上、大切な職場をみんなで守りましょう

ポイント１ 出勤前/出勤後 ポイント２ 職場内での対策

ポイント３ 休憩時など ポイント４ 会議や出張など

 出張など移動を減らすためのテレ

ビ会議の活用

 在宅勤務（テレワーク）や時差出勤

等の導入

※特に重症化リスクのある労働者等への配慮

 発熱等の症状が見られる従業員

の出勤自粛

 軽症状者に対する抗原簡易キット

等を活用した検査

 手洗いや手指消毒、せきエチケット、

職員同士の距離確保の徹底

 換気の徹底（CO２濃度測定器等の活用）

 複数人が触る箇所の消毒

 昼休みの時差取得

 居場所の切り替わり（休憩室、更衣室、

喫煙室等）時の注意の周知

 社員寮等の集団生活の場での対策

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦



飲食店での感染予防対策の徹底をお願いします

1m以上

みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

飲食店全員で飲食店向けガイドライン
の徹底をお願いします。

・換気扇の常時稼働、定期的な窓開放に

よる換気の徹底

(ＣＯ2 1,000ppm以下)

・パーティション、斜め掛け等による

フィジカルディスタンスの確保

・従業員の体調管理の徹底

お客様にも対策を守ってもらうよう
呼びかけをお願いします。

・パーティションを外したり、座席の間隔
を狭めない

・手指消毒、会話時のマスク着用の徹底
・大声を出さず、お酌や乾杯を控え、大騒
ぎはNG

◆ お配りしているお客様への啓発ツールもご活用ください。
インターネットからもダウンロードできるようホームページで提供中>>
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オミクロン株の症状は風邪の症状とよく似ています

発熱、せき、のどの痛みなど、ちょっとした風邪症状はコロナ感染の
重要なサイン!!

感染力の強いオミクロン株の感染拡大を防止するため、

ご自分や大切な人を守るため、

少しでも症状がある場合は、無理に登校・出勤をせず、
かかりつけ医、又は受診相談センターに相談しましょう

職場も出勤前の体調確認、症状がある場合の出勤自粛など、
従業員への呼びかけをお願いします

体調悪ければ無理をしないで！

発熱等の症状が
出たときの相談先

☎ 0120-567-492 コロナ・至急に 毎日9:00~17:15
(ファクシミリ)  0857-50-1033

（東部地区）☎ 0857-22-8111 上記以外の時間
（中部地区）☎ 0858-23-3135
（⻄部地区）☎ 0859-31-0029受診相談センター

休日を含め
24時間対応
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鳥取県版新型コロナ警報（２月１７日現在）

県内全域に「特別警報」を発令しています。

クラスターが継続して発生するとともに、高齢者への
感染例も増えてきています。

県民の皆様には、高い緊張感をもって感染予防対策の
徹底をお願いします。

地域 発令区分 備考

東部地区 特別警報 1/24～

中部地区 特別警報 1/24～

西部地区 特別警報 1/18～
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「レベル分類」の本県独自の判断指標状況

判断指標 数値 （２月１６日現在）

本県独自目安
➡※に基づき総合的に判断
Ⅱ Ⅲ Ⅳ

新規陽性者数（対人口10万人/週） １０９.７人
（607人/５５．3万人×10万人）

10人/週 30人/週 50人/週

最大確保病床使用率 ２２.６％
（７９/３５０床）

１５％ ５０％ ８０％
重症病床使用率
（重症者以外が使用している場合も計上）

1０.６％
（５/４７床、うち重症者０人）

－ ５０％
全療養施設使用状況
（療養者数/（最大確保病床数＋宿泊療養居室））
※療養者数には在宅療養者の人数も含む

０.８５１
（６８８/（３５０床＋458室））

－ － １

参考指標 数値（２月１６日現在）

療養者数（対人口10万人/週） 1２４.３人
（６８８人/５５．3万人×10万人）

PCR陽性率（直近１週間） ９.３％
（６０７/6,551件）

感染経路不明割合（直近１週間） 集計中

※レベル2：新規陽性者数が増加傾向。一般医療と新型コロナ医療の負荷が生じはじめているが、
病床数増加でコロナ医療が必要な人へ適切な医療ができている

3：一般医療を相当程度制限しないと、コロナ医療が必要な人への適切な医療ができない

• 軽症例の多いオミクロン株の特性を踏まえ、最大確保病床使用率・重症病床使用率に重点を置い
て運用

• コロナ医療が必要な人へ提供でき、一般医療の制限には明らかに至っていない状況であることか
ら、本県の状況は、総合的な判断により「レベルⅡ」

• 対策は前倒して実施しつつ、オミクロン株の特性を踏まえた判断目安を検討していく
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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、いじめ、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。

今回のクラスター事案の陽性者を特定するような詮索などの行
為は絶対にやめましょう。
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