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⚫ 「非常事態(ひじょうじたい）」 

高知県(こうちけん）では、しんがたコロナウイルスの びょうきに なる人(ひと)が、とても おお

い日(ひ)が つづいています。19 日(にち)は、80 人(にん)でした。高知県(こうちけん)の コロナの 

ステージを、いちばん 上(うえ)の「非常事態(ひじょうじたい）」に します。 

 

⚫ とくに、高知市(こうちし)、南国市(なんこくし)、香南市(こうなんし)の ３市(し)で、コロナ

の感染者(かんせんしゃ)が おおいです。 

 

⚫ この３市(し)に、９月(がつ) ３日(にち)まで つぎのことを おねがいします。 

①「外出(がいしゅつ)」 

昼(ひる)も 夜(よる)も できるだけ 外(そと)に 出(で)ないでください。 

②「会食(かいしょく)」 

いっしょに すんでいる 家族(かぞく)とだけ、ごはんを たべてください。いっしょに すんでい

ない 家族(かぞく)や 友達(ともだち)、知り合い(しりあい)とは、いっしょに ごはんを たべた

り、お酒(さけ)を のんだり しないでください。 

 

⚫ 「営業時間(えいぎょう じかん)の 短縮(たんしゅく)」＜＝みせの じかんを みじかく します＞ 

この３市(し)の 飲食店(いんしょくてん)＜＝ごはんを たべたり、おさけを のんだりする みせ＞

は、よる８時(じ)までに してください。お酒(さけ)を だす 時間(じかん)は、よる７時(じ)までに 

してください。協力(きょうりょく)してくれる みせには、県(けん)から、協力金(きょうりょくきん)

＜＝おかね＞を はらいます。 

 

⚫ ほかの 町(まち)に すんでいる 人(ひと)は、この３市(し)へは、できるだけ 行(い)かないように 

してください。 

 

⚫ コロナに かかった人(ひと)の ９０％が、ワクチンが おわっていない ５０歳(さい)代(だい)より 

下(した)の 人(ひと)です。 

 

⚫ ２回(かい)の ワクチンが おわってない人(ひと)は、いつも 会(あ)っている 家族(かぞく)や 友

達(ともだち)では ない人(ひと)との 会食(かいしょく)や 旅行(りょこう)は、 できるだけ しな

いでください。 

  

⚫ ワクチンが おわった 高齢者(こうれいしゃ)は、あまり コロナに かかっていません。ワクチンの

ことを よく 理解(りかい)して、若(わか)い 人(ひと)も できるだけ はやく ワクチンを うけ

ることを おねがいします。 

 

２０２１年８月１９日 

知事(ちじ) 浜田 省司（はまだ せいじ） 



１/２

感染(かんせん)が ひろがっている高知市(こうちし)、南国市(なんこくし)、香南市(こうなんし)への おねがい

１ 外出(がいしゅつ)に ついて
〇 昼(ひる)も 夜(よる)も、必要(ひつよう)で なければ できるだけ 外(そと)に 出(で)ないでください。

２ 会食(かいしょく)に ついて
〇 いっしょに すんでいる 家族(かぞく)じゃない ひとと ごはんを たべたり、 おさけを のんだり
しないでください。

営業時間(えいぎょうじかん) 短縮(たんしゅく)の おねがい＝みせの じかんを みじかく してください

〇 期間(きかん）：2021ねん 8がつ 21にち(どようび) ～ 9がつ 3にち（きんようび）

〇 内容(ないよう)：みせは、17:00 ～ 20:00 まで。

お酒(さけ)を だすのは、19:00 までに してください。

〇 場所(ばしょ)：①飲食店(いんしょくてん)

【れい】 キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブ、りょうりてん、

きっさてん、いざかや など（たくはい・テイクアウトは、OK)

②りょかん・ホテルの 宴会場(えんかいじょう）など たべものを だす 場所(ばしょ) 

③カラオケボックス・ライブハウス

高知市(こうちし)、南国市(なんこくし)、香南市(こうなんし)の 事業者(じぎょうしゃ)の みなさまへ

高知市(こうちし)、南国市(なんこくし)、香南市(こうなんし)に すんでいる みなさまへ（8/20～9/30)

作成：(公財)高知県国際交流協会



高知県(こうちけん) コロナウイルスのステージ

「非常事態（ひじょうじたい）」
高知県(こうちけん) が すること（8/20～９/３）

１ 高知県(こうちけん)が おこなう イベント
○ 高知市(こうちし)、南国市(なんこくし)、香南市(こうなんし) で たくさん ひとが あつまる イベントは、

中止(ちゅうし)か 延期(えんき)、または イベントの やり方(かた)を かんがえます。

３ 県立施設(けんりつしせつ)など

○ 高知市(こうちし)、南国市(なんこくし)、香南市(こうなんし)の 観光客(かんこうきゃく) などが

たくさん くる 県立(けんりつ)の 施設(しせつ)では やすむところが あります。

○ 高知市(こうちし)、南国市(なんこくし)、香南市(こうなんし)が 管理(かんり)している 施設(しせつ)

も やすみにするように おねがいを します。

２/２

２ 県立学校(けんりつがっこう)に ついて
○ 学校(がっこう)の 活動(かつどう)

・すぐには やすみません。

・学校(がっこう)の 行事(ぎょうじ)や 活動(かつどう)は 中止(ちゅうし)か 延期(えんき)、

または、やり方(かた)を かんがえます。

〇 部活動(ぶかつどう)

・夏休(なつやすみ)みの あいだと 土(ど)ようび・日(にち)ようびは やすみます。

・月(げつ)ようび から 金(きん)ようび までは、１時間(じかん) 活動(かつどう)が できます。

※・高知市(こうちし)、南国市(なんこくし)、香南市(こうなんし)の 県立学校(けんりつがっこう)。
・この3市(し)から 通(かよ)う ひとが おおい 山田(やまだ)、伊野商業(いのしょうぎょう)、
高知海洋(こうちかいよう) の 3校(こう)。
・高知県(こうちけん)の ぜんぶの 特別支援学校(とくべつしえんがっこう)。

※ほかの 地域(ちいき)では、９月(がつ)３日(にち) 金(きん)ようび までの あいだ、これまでの 感染防止対策(かんせんぼうしたいさく) をつづけてください。
高知市(こうちし)、南国市(なんこくし)、香南市(こうなんし)へ 行(い)くことや 来(く)ることは、 あまり しないで ください。

作成：(公財)高知県国際交流協会



県の施設などについて

場所 対応 日にち

高知城 休みます。 ８月21日～９月３日

高知城歴史博物館 休みます。 ８月21日～９月３日

坂本龍馬記念館 休みます。 ８月21日～９月３日

こうち旅広場 休みます。 ８月21日～９月３日

牧野植物園
本館、展示館、土佐寒蘭センターは休みます

※レストラン、カフェ、ショップは開いています
８月20日～９月３日

のいち動物公園
ジャングルミュージアム、どうぶつ科学館は

休みます。
８月20日～９月３日
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