
■本日（10/2），「茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の
予防又はまん延の防止と社会経済活動との両立を図るための
措置を定める条例」が施行されました。

ロナNext茨城版コロ条例の施行について

条例のPoint （３つの柱） 事業者・県民の皆様へお願い

事業者の皆様
義務対象の施設・店舗等は，登録と
宣誓書の提示をお願いします。①いばらきアマビエちゃんの登録義務化

（義務対象業種及び利用者）

県民の皆様
県が行う行動調査や，感染拡大地域
での集中検査などの幅広な検査への
協力をお願いします。

県民の皆様
感染者やその家族及び医療従事者等
への不当な差別的取扱いを禁止しま
す。

③不当な差別的取扱いの禁止

②県が行う行動調査・幅広な検査へ
の協力義務化

県民の皆様
利用日ごと，施設・店舗等ごとに
利用登録をお願いします。
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条例における主な義務対象事業所

・ スナック，キャバレー等 ・ 理髪店，美容室
・ カラオケ，ライブハウス等 ・ ホテル，旅館
・ 劇場等 ・ 結婚式場
・ 百貨店・ショッピングモール ・ 大規模イベント
・ 飲食店 ・ 葬儀場

【義務対象とならない主な事業所】
・ 学校(大学を除く）
・ 病院・診療所
・ 介護施設等
・ 食品スーパー
・ オフィス

注；今後の感染状況により義務対象施設を追加する場合があります。

義務（協力金）対象となる主な事業所

アマビエちゃんを義務付ける事業所の考え方

主に不特定の者が出入りする施設であって，当該者により施設内で密（一定の場所に
一定時間滞留，不特定多数の者が密集）になりやすい施設などの事情を勘案して総合的に判断

注；令和２年４月・５月に実施した休業要請対象から追加された主な施設は赤字

ロナNext茨城版コロ
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事業者向け（感染症防止対策経費の一部助成）

ロナNext茨城版コロ県が行うインセンティブ事業について

支 給 額 １事業者３万円（複数の施設・店舗を有する場合は６万円）

対象事業者 条例で登録の義務が定められている事業者

申 請 期 間 令和２年１０月２日から令和２年１２月３１日

申 請 方 法
郵送又は電子申請
県HP：
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/shusho/shogyo/amabiekyouryokukin.html

郵 送 先
〒310-8555
茨城県庁アマビエちゃん協力金審査デスク 宛

問い合わせ先 県中小企業課 ０２９－３０１－５４７２

「いばらきアマビエちゃん」登録事業者を対象とした協力金の受付を
本日開始！
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ロナNext茨城版コロアマビエちゃん利用促進事業について

利用者向け（プレゼントキャンペーン）

抽選対象
１０月２日以降に，
①いばらきアマビエちゃんを利用者登録した方（3,000名）
②投稿フォームに書き込みをした方（500名）

当選者数 3,500人／月 ※当選の発表は発送を持ってかえさせていただきます。

プレゼントの内容 当選者に5,000円相当の県産品をプレゼント

本日以降「いばらきアマビエちゃん」の登録店舗・事業所の利用された
方を対象としたキャンペーン実施！

第１回目のプレゼントは…

※このほかにも，様々な県産品（約100種類）をご用意しております。

茨城の美味しいお肉セット! 等

※画像はイメージです。
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区分 商品

肉・魚・
果物・野
菜

酒

菓子・飲
料

その他

県産品プレゼントキャンペーン

常陸牛ハンバーグセット 海産物干物詰合せ

笠間焼

＜１０月商品案＞

甘納豆

肉，魚，果物，野菜，菓子などを取扱う約100事業者の商品を毎月3,500名，合計21,000名にプレゼントする。

ソーセージセット茨城の美味しいお肉セット

焼き菓子 自家焙煎珈琲

鯉のうま煮燻製セット

納豆セット 奥久慈ゆば 奥久慈茶 麺セット

花の井
純米酒セット

松盛
純米吟醸セット

セット
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商品名 事業者名 市町村

茨城の美味しいお肉セット 高橋肉店 龍ケ崎市

常陸牛ハンバーグセット イイジマ 水戸市

筑波ハム特選ソーセージセット 筑波ハム つくば市

燻製職人宅飲みセット 風實 筑西市

飯岡屋ギフトセット 飯岡屋水産 大洗町

鯉のうま煮 コモリ食品 鉾田市

花の井 純米酒セット 西岡本店 桜川市

松盛 純米吟醸 飲み比べセット 岡部 常陸太田市

ほろ甘なっとう詰合せ つかもと 龍ケ崎市

焼き菓子セット グリュイエール 笠間市

おかき詰合せ 歌舞伎あられ池田谷 取手市

大みか饅頭・もなか詰合せ 運平堂本店 日立市

納豆プレゼントキャンペーンセット だるま食品 水戸市

奥久慈ゆば詰合せ ゆばの里三宝産業 大子町

奥久慈茶詰合せ かねた園 大子町

いばらき麺便り 青木製麺工場 つくばみらい市

笠間焼 盛付け大皿 製陶ふくだ 笠間市

自家焙煎珈琲セット ｺｰﾋｰﾛｰｽﾀｰﾌﾚｽﾀﾌﾟﾗｽ つくば市

＜１０月商品一覧＞
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「いばらきアマビエちゃんアプリ」１０月中旬リリース！
アプリの利用で利便性向上！

便利な機能① ： 二次元コード読み取り機能

アプリ起動後，カメラで撮影するだけで利用者登録が可能！

便利な機能③ ： 近くの店舗を表示

GPSを活用し，近隣の店舗・施設等が自動で表示！

※プッシュ通知・ GPS機能は，スマートフォンの設定で無効にできます。

便利な機能② ： プッシュ通知機能

メールアドレスが不要に！ アプリのみですべて完結！
※通知方法をプッシュ通知にした場合には，メールアドレスの代わりに，

端末とアプリに紐づいた情報が登録されます。（従来どおりメールアドレスでの登録も可能）

選んで，アマビエ

必ず，アマビエ
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これまでこれまで これから
（一部取組中）

これから
（一部取組中）

★インフルエンザとの同時流行に備え，
抗原簡易キットを大幅拡充

★鼻腔拭い液・唾液検体での検査など，
新たな検査手法の活用

◆PCR検査を中心に，1,500件/日
（当初目標：９月末に1,100件/日）

◆医師が必要と認める方を検査
◆感染が発生した店舗・施設等に限

らず，地域の関係者を幅広に検査

◆保健所等に設置した「帰国者・接
触者相談センター」を経由して，
「帰国者・接触者外来」等で検査

★クラスター発生地域の医療機関，高齢
者施設で一斉・定期的な検査を実施
（県総合健診協会で体制整備）

★「帰国者・接触者相談センター」を介
さず，直接，かかりつけ医等の地域の
身近な医療機関，地域外来・検査セン
ターで検査

１．検査能力の拡充

２．検査対象の拡大

３．検査プロセスの見直し

高齢者や基礎疾患がある方の重
症化リスクが高いことを踏まえ，
地域の医療機関・高齢者施設で
実施 〔９月末～〕
※４か所，約1,000人を対象

インフルエンザの流行期に向け
た体制構築 〔10月中〕
※地域の診療所等で対応不可の場合

は診療可能な医療機関を案内

医療機関等でのクラスター発生防止と今後の検査需要の高まりに備え，検査体制を抜本的に強化

R2.7末 R2.9末 今冬

500件/日
1,500件/日

11,000件/日以上

感染ピークに向けた検査体制の抜本的強化 ロナNext茨城版コロ
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インフルエンザと新型コロナウイルス感染症を見分けることが困難なため，新たな診察・検査体制の構築に着手

ਠ
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10
月
中
に
移
行

帰国者・接触者相談センター
（県庁・保健所）

地域の診療所等

帰国者・接触者外来

地域の診療所等
（診療・検査医療機関）

受診・相談センター
（県庁）

受診医療機関に

迷っている方が相談

直接電話予約の上，相談・受診

発熱患者等に対応できない医療機関

紹介

院内感染防止のため，
・ドライブスルーやテントで検体採取

・発熱患者の診療時間を分離

・複数の診療所で輪番制

などの可能性があり，電話予約が前提

紹介

インフルエンザ流行に備えた検査プロセスの見直し ロナNext茨城版コロ
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紹介

かかりつけ医 ／ 地域の診療所

診察・検査 対応できる医療機関 ／ 地域外来・検査センター

受診・相談センター

体調不良・体調に不安

直接，電話予約

診察・検査

かかりつけ医がない方や，受診先に迷う方

対応できない

場合は紹介

【留意事項】

院内感染防止のため，

・ドライブスルーやテントで検体採取

・発熱患者の診療時間を分離

・複数の診療所で輪番制

などの可能性があり，電話予約が前提

インフルエンザ流行における検査フロー ロナNext茨城版コロ
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◆鹿行地域ＰＣＲ検査センター
（鹿島医師会，水郷医師会合同）

（業務範囲）検体採取（20件／日）
（方法）ドライブスルー方式
（実施日）５月１１日～
（運用）月～金 ５回／週

◆土浦市医師会，石岡市医師会合同
（業務範囲）検体採取（12件／日）
（方式）ドライブスルー方式
（実施日）８月３日～
（運用）週４回

（2020.10.1時点）センター運用中 （１２か所）

調整中（３か所）調整中（３か所）

◆多賀医師会
（業務範囲）調整中
（運用）１０月中開始（予定）

◆常陸太田市医師会
（業務範囲）調整中
（運用）１０月中開始（予定）

地域外来・検査センターの設置に向けた動き ロナNext茨城版コロ

◆筑西ＰＣＲ検査センター（真壁医師会）
（業務範囲）診療＋検体採取（15件／日）
（方法）ドライブスルー方式
（実施日）５月１９日～
（運用）火・木・土 ３回／週

◆取手市医師会
（業務範囲）検体採取（10件／日）
（方法）ドライブスルー方式
（実施日）９月８日～
（運用）火・木・土 ３回／週

◆結城市医師会
（業務範囲）診療＋検体採取（100件/日）
（方法）ドライブスルー方式
（実施日）７月１日～
（運用）月～土 ６回／週

◆牛久市医師会
（業務範囲）検体採取（ 20件／日）
（方法）ドライブスルー方式
（実施日） １０月１日～
（運用）月～土 ６回／週

◆那珂医師会
（業務範囲）診療＋検体採取（10件／日）
（方法）屋外プレハブ施設
（実施日）６月２９日～
（運用）週２～３回

◆つくば市医師会
（業務範囲）検体採取（24件/日）
（方法）ドライブスルー方式
（実施日）７月６日～
（運用）月～金 ５回／週

◆日立市医師会
（業務範囲）検体採取（10件／日）
（方式）ドライブスルー方式
（実施日）１０月１日～
（運用）火・木 週２回

◆古河市医師会
（業務範囲）検体採取（10件／日）
（方法）ドライブスルー方式
（実施日）６月１６日～
（運用）火・木 ２回／週

◆水戸市医師会，笠間医師会，県央医師会合同
（業務範囲）検体採取（12件／日）
（方式）ドライブスルー方式
（実施日）８月２４日～
（運用）週５回

◆稲敷医師会
（業務範囲）調整中
（運用）１０月中開始（予定）

◆龍ケ崎市医師会
（業務範囲）検体採取（10件／日）
（方式）ドライブスルー方式
（実施日）８月２５日～
（運用）火・木・土 ３回／週

日立
保健所

ひたちなか
保健所

中央・水戸市
保健所

筑西
保健所

古河
保健所

土浦
保健所

つくば
保健所 竜ケ崎

保健所

潮来
保健所
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人権啓発ポスター・チラシ・リーフレット等の作成

内 容 正しい知識の啓発，差別禁止啓発 ※医療従事者への励ましを含む

配布先 市町村，医療機関，学校関係，事業者等

啓発動画等の作成

正しい知識や理解を図るための動画の作成
スポーツ組織（サッカー，バスケット等）と連携し，選手による人権尊重意識の啓発を目的とした
動画の作成やSNSによるメッセージの発信

相談窓口の設置

増員等による既存の相談窓口の拡充 ※本日から

一般県民向け（茨城県人権啓発推進センター），学校関係（いじめ・体罰解消サポートセンター）
※事案に応じて専門窓口を紹介。重大な人権事案については，法務省の人権擁護機関につなぐ。

茨城県人権啓発活動ネットワーク協議会との連携による普及啓発活動

構成員 県，法務局，県人権擁護委員連合会，市町村
活動例 ＪリーグやＢリーグの試合会場での啓発活動の実施

【水戸ホーリーホック：１０月４日（日），茨城ロボッツ：１１月８日（日）】
市役所等の公共施設における特設人権相談窓口の開設 等

差別的行為の解消に向けた方策 ロナNext茨城版コロ

- 12 -



(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)
10/1時点

(9/25～10/1の平均値)

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 11.8％
※Stage2に該当

②病床稼働率 70％超 70％以下 45％以下 30％以下 13.4％
※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 4.0人
※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 1.6人
※Stage2に該当

⑤陽性率 ７％超 ７％以下 ３％以下 １％以下 2.3％
※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 102.7人
※Stage4に該当

総合的に判断し Stage2

緊急事態措置等の強化・緩和に関する判断指標 ロナNext茨城版コロ
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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，Stage3及びStage4…注意

（Stage4では国の対応状況に応じて「自粛」の可能性有）

県 民
高齢者等：概ね70
代以上、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

○ 外出自粛は実施しない
※高齢者等へ注意喚起
（状況に応じて外出自粛要請

の可能性あり）

○ 外出自粛は実施しない
※高齢者等へ注意喚起

○ 外出自粛は実施しない

事 業 者
(イベント含む)

○ 国の対応状況に応じて
休業要請(開催自粛)の
可能性有

○ 休業要請は実施しない ○ 休業要請は実施しない ○ 休業要請は実施しない

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

ロナNext茨城版コロ

※ アマビエちゃんの登録と宣誓書の掲示をお願い

コロナ対策指針（茨城版コロナNext Ver.2）

※ アマビエちゃんが掲示されている施設・店舗等の利用をお願い
※ 利用した際は，利用日ごと，施設・店舗等ごとに利用登録をお願い
※ 国の接触確認アプリ「COCOA」との併用を推奨

※ 学校行事（運動会，体育祭，文化祭等）開催時はアマビエちゃんを活用し，来校者へ利用登録をお願い
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■事業者の皆様は，「いばらきアマビエちゃん」の登録と宣誓書の掲示を
お願いします。

■県民の皆様は，「いばらきアマビエちゃん」が掲示されている施設・店舗
等の利用をお願いします。
利用した際には，利用日ごと，施設・店舗等ごとに利用登録をお願いし
ます。
（国の接触確認アプリ「COCOA」との併用を推奨）

■東京都への移動・滞在については，引き続き，適切な感染症対策の実施
をお願いします。

■重症化のリスクが高い方（概ね７０代以上の方，基礎疾患がある方など）
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。

県民の皆様へお願い

ロナNext茨城版コロ
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