
新型コロナウイルス感染症に関する
熊本県の対応について

熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部

令和３年（２０２１年）３月



感染例数：3,506例（熊本県管轄保健所管内 1,640例、熊本市保健所管内 1,866例）

死亡者数： 74名（熊本県管轄保健所管内 41名、熊本市保健所管内 33名）

※R３.３.３１公表時点

１．県内の感染状況

１



２

２．これまでの経緯（協力要請等）

Ｒ２．２月 ３月 ４月 ５月

下旬 上旬 上旬 中旬

６月

中旬 下旬

外
出
自
粛

中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬

イ
ベ
ン
ト
等

休
業

休
校

県
有
施
設

中旬

□終了

（～6/8）

■週末のみ

（3/28～）

【不要不急の外出自粛】

■平日・休日

＋市街地等

（4/2～）

【県境を跨いだ移動の自粛】

■感染拡大地域

への訪問

（3/31～）

【三密の回避】

■三密

（4/6～）

■緊急事態宣言

対象区域への訪問

（4/6～）

■繁華街の接待

を伴う飲食店等

（4/17～）

■県境を越えた移動

（4/21～）

※繁華街の接待を伴う

飲食店等のみ継続

（～5/20）

【施設の使用停止】

■遊興・遊技施設等

（4/22～）
■一部の遊興施設を

除き条件付解除可
（5/7～：展示施設、商業施設等）

（5/11～：遊興・遊技施設、飲食店の時短）

□終了

（～5/20）

□終了

（～5/11）

【臨時休校（県立学校等）】

■臨時休校

（3/2～）

□終了

（～5/31）

■段階的

授業再開

（5/18～）

【イベント等開催の延期または中止】

■屋内：不特定多数

（2/21～）

■屋内：50人以上

（4/16～4/20）

【イベント等参加の自粛】

■屋内外問わず：

県外多数

県内不特定多数

（3/25～5/25）
■屋内外：10人以上

（4/21～5/11）

■屋内：50人以上

（5/12～5/25）

【施設の使用停止・休館、使用制限等】

※イベント中止等に係る施

設利用料の返還

（3/2～）

■屋内：100人以上

屋外：200人以上

（5/26～6/18）

継続

■屋内：100人以上

屋外：200人以上

（5/26～）

■使用許可条件（感染防止

対策、三密の回避）

条件の確保が困難な場合

は休館等（4/2～）

■イベント等の制限

屋内：100人

屋外：200人

（5/26～6/18）

■大規模イベント等の

利用施設の休館等

（4/16～5/25）

□終了

（～5/31）

※5都道県、感染拡大地域については

移動自粛を継続（5都道県：～6/18）

※一部の施設は休館（2/28～）

■屋内外：1.000人以上

（6/19～）

継続

継続

継続

■イベント等の制限

屋内外：1,000人

（6/19～）
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２．これまでの経緯（協力要請等）

そ
の
他

イ
ベ
ン
ト
等

７月 ８月 ９月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

外
出
自
粛
等

県
有
施
設

休
校

【不要不急の県境を越えた移動】

【三密の回避・流行地域への移動】

【夏季休業期間の短縮】

【イベント等開催の延期または中止】

【施設の使用停止・休館、使用制限等】

■極力自粛（7/26～）■できる限り控える

■自粛（7/27～9/22）

【感染者の居住地公表】

■お盆・夏休期間中の本県への移動を控える

(8/11～8/31）

■多人数での会食を控える（8/11～9/22）

■体調不良時の会食等への参加を控える（8/11～）

■屋内外：上限1,000人

(6/19～7/9)

■屋内外：上限1,000人

(6/19～7/9)

■屋外：上限5,000人

屋内：上限5,000人又は50%

(7/10～)

■熊本市有施設（公民館等）の休館・利用停止

(8/4～9/23)

■市町村単位(7/30～)■保健所単位(～7/29)

【被災地支援活動における感染防止対策の徹底】

■基本的感染防止対策の徹底・チェックリストの活用(7/3～)

■感染防止対策の徹底ができない催事の

自粛・極力延期（8/4～9/22)

【特定の飲食店の利用自粛】

■感染拡大予防ガイドラインを遵守していない特

定の飲食店の利用自粛の協力要請(7/27～)

■感染防止対策の徹底

（9/23～)

継続

継続

継続

継続

継続

□終了

（～9/22） 継続

■一部緩和

【収容率】歓声等なし：上限100%、歓声等あり：原則50%

【人数上限】10,000人超：50％、10,000人以下：5,000人

（9/19～）

■屋外：上限5,000人

屋内：上限5,000人又は50%

(7/10～)

■一部緩和

【収容率】歓声等なし：100%、歓声等あり：原則50%

【人数上限】10,000人超：50％、10,000人以下：5,000人

（9/19～）



４

２．これまでの経緯（協力要請等）

イ
ベ
ン
ト
等

県
有
施
設

外
出
自
粛
・
休
業
等

１０月 １１月 １２月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

全
般

【三密の回避・流行地域への移動】

【イベント等開催の延期または中止、施設の使用停止・休館、使用制限等】

■できる限り控える

■体調不良時は会食等に参加しない

【特定の飲食店の利用自粛】

■感染拡大予防ガイドラインを遵守していない特定の飲食店の利用自粛の協力要請

継続

【収容率】歓声等なし：上限100%、歓声等あり：原則50%

【人数上限】10,000人超：50％、10,000人以下：5,000人

■感染が流行している県外（ステージⅢ相当地

域）への不要不急の移動の自粛（12/3～）

■感染が流行している県外（ステージⅢ相当

地域）に在住する親戚等に、年末年始は帰省

を控えるよう呼びかけ（12/18）

■その他の地域在住の親戚等にも、帰省の時

期を分散し、感染防止対策徹底を呼びかけ

（12/18）

【不要不急の県境を越えた移動】

■感染防止対策が講じられていないホストク

ラブやキャバクラ等の接待を伴う飲食店の利

用自粛（12/14～）

■５人以上の会食の自粛(12/30～）

■感染拡大防止に向けた集中対策期間（12/3～1/11）

【営業時間短縮要請】

■熊本市中心部の酒類を提供する飲食店等

の営業時間の短縮（午後10時まで）

及び午後10時以降の利用自粛を要請（12/30

～1/11）

継続

継続
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２．これまでの経緯（協力要請等）

イ
ベ
ン
ト

県
有
施
設

外
出
自
粛
・
休
業
等

全
般

Ｒ３．１月 ２月 ３月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

【三密の回避・流行地域への移動】

【イベント等開催の延期または中止、施設の使用停止・休館、使用制限等】

■できる限り控える

■体調不良時は会食等に参加しない

【飲食店の利用自粛】

■感染拡大予防ガイドラインを遵守していない特定の飲食店の利用自粛の協力要請

■「会食時の感染リスクを下げる４つのステップ」の遵守

継続

【収容率】歓声等なし：上限100%、歓声等あり：原則50%

【人数上限】10,000人超：50％、10,000人以下：5,000人 (～1/13）

■感染が流行している県外（ステー

ジⅢ相当地域）への不要不急の移

動の自粛（12/3～1/13）

■感染防止対策が講じられていないホストクラブやキャバクラ等の接待を伴う飲食店の

利用自粛（12/14～2/17）

■５人以上の会食の自粛(12/30～2/17）

■感染拡大防止に向けた集中対策期間（12/3～1/13）

【営業時間短縮要請】

■熊本市中心部の酒類を提供する飲食店

等の営業時間の短縮（午後10時まで）

及び午後10時以降の利用自粛を要請

（12/30～1/17）

継続

継続

■県独自の緊急事態宣言（1/14～2/17）※当初2/21までの予定を短縮

■県内の全飲食店の営業時

間の短縮（午後８時まで）

（1/18～2/7）

■不要不急の外出・移動の自粛

及び20時以降の自粛の徹底

（1/14～2/7）

■不要不急の外出・移動の自粛

及び22時以降の自粛の徹底（2/8

～2/17）

■熊本市中心部の酒類を提供する飲食店

等の営業時間の短縮（午後10時まで）

及び午後10時以降の利用自粛を要請

（2/8～2/17）

■感染が流行している県外への移動を

控える(2/18～）

■外出時の感染防止対策の徹底

■「黙食」に努め、会話を行う際はマスクを着用(2/18～）

■深夜遅くまでの飲酒や会合など感染拡大に繋がる行動を控える（2/18～）

■感染防止対策が講じられていない飲食店の利用自粛（2/18～）

■年度末・年度当初の謝恩会、歓送迎会、

お花見などの恒例行事は下記に留意

①なるべく普段から一緒にいる人と

②人数を絞って

③４つのステップの遵守 （3/12～）

【収容率】歓声等なし：上限100%、歓声等あり：原則50%

【人数上限】10,000人超：50％、10,000人以下：5,000人 (2/18～）

【収容率】50%以内

【人数上限】5,000人（1/14～2/17)



３．主な取組み

①検査体制の強化
・患者の早期発見やクラスター拡大の早期察知等のため、
県独自に検査対象範囲を拡大

・県保健環境科学研究所における検査機器の増設や、
医療機関等におけるＰＣＲ検査装置の整備支援、地域
外来・検査センターの整備等により検査件数を拡大

・医師会への委託等によるドライブスルー検査の実施、
医療機関の専用プレハブ診療棟の整備支援、診療・検
査医療機関の指定し検査体制を強化

②施設の使用停止（休業）等の要請
・感染拡大につながるおそれがある施設に対して、
施設の使用停止（休業）や営業時間の短縮を要請

・県独自のチェックリスト及びステッカーを作成し、
感染防止対策の徹底を呼び掛け

・県民の皆様に対して、ステッカー等を掲示している店
を利用いただくよう要請

③ワクチン接種体制の整備
・県民の皆様へのワクチン接種が円滑に実施できるよう、専門的相談窓口を設置
・高齢者施設職員について、高齢者と同じタイミングでワクチン接種予定（高齢者施設でのクラスター発生抑制）

④その他
・「不要不急の外出自粛」や「県境をまたいだ移動の自粛（特にお盆や年末年始）」、「イベント等の延期又は中
止」、「県有施設の休館等」、「相談窓口の設置」など、感染拡大防止のための取組みを実施

（１）感染拡大の防止

【現在の検査体制等】

検査件数 診療・検査医療機関

2,249件／日（1月末時点） 658箇所（R3.3.18時点）

６

【休業要請等】

期 間 概 要

R2.4.22～R2.5.20
休業要請（飲食店に対しては時短要請）
区域：県下全域
備考：R2.5.7以降段階的解除

R2.12.30～R3.2.17
時短要請
区域等：熊本市中心部の酒類提供飲食店

R3.1.18～R3.2.7
時短要請
区域等：県下全域の飲食店



①入院医療体制の確保
・各医療機関の協力のもと、患者を受け入れる病床を確保

※入院患者を受け入れるために空床を確保する医療機関に対して空床

補償を実施

・軽症者等の受入れに向けた体制整備のため、宿泊療養を実施
する旅館・ホテルを確保

※宿泊施設の借上費の確保、宿泊療養中の患者に対する健康管理及び

生活支援の実施体制の整備

②入院受入医療機関等や医療従事者への支援
・入院患者を受け入れ、かつ医療従事者の給与の増額を行う医療機関に対して包括的協力金を支給

・感染拡大防止対策や診療体制確保等に取り組む医療機関等に対する助成や、患者の診察等を行った職員に対して
慰労金を支給

③自宅療養における見守り体制の整備
・看護師が常駐する県療養支援センターを開設し、1日2回の健康観察を行う体制を整備
・自宅療養者に対するパルスオキシメーターの貸出体制整備や、保健所から食料品を配送する体制を整備

（２）医療提供体制等の充実①

区分 確保状況

確保病床 ５０５床（R3.3.5時点）

宿泊療養施設の
受入可能室数

４４０室（R3.3.17時点）

７

378
400

420
433 440

473

505

300

350

400

450

500

550

R2.5.19 R2.7.25 R2.12.19 R3.1.12 R3.1.22 R3.2.10 R3.3.5

確保病床の推移
（床）

60

140

230

380

440

0

100

200

300

400

500

R2.8.8 R2.12.24 R3.1.22 R3.2.20 R3.3.17

宿泊療養施設 受入可能室数の推移
（室）

【現在の入院医療体制等】



④医療物資の確保、設備の充実
・県・国が確保したマスクや消毒液等の医療物資を、医療機関や
社会福祉施設等へ随時供給

・マスクや消毒液等を生産する県内企業の施設整備支援、マスク等
購入経費に係る医療機関等への補助を実施

・感染症医療機関等が行う人工呼吸器等の設備整備を支援

⑤社会福祉施設等への支援
・上記必要物資の確保・支援のほか、障がい者施設、高齢者施設、児童養護施設等が行う多床室から個室化
への改修補助や、感染拡大防止のため、施設内の生活空間等のゾーニング環境整備補助を実施

・障がい者施設や高齢者施設などを対象に、感染管理等に関するオンライン研修を開催し、施設における感染防止
対策を強化

・施設利用者や従業員に症状がある場合、迅速な検査体制の構築や一斉検査等の機会を活用し、感染者の早期発見に対応

・施設内でクラスターが発生した場合、保健所や県の専門チームCMATを派遣し、施設の嘱託医や各圏域の医療機関
と連携し、クラスターの拡大防止や適切な入院調整に対応

・感染拡大防止対策に必要な経費や環境整備等に対する助成や利用者と接した職員に対して慰労金を支給

・高齢者施設職員について、高齢者と同じタイミングでワクチン接種予定（高齢者施設でのクラスター発生抑制）【再掲】

（２）医療提供体制等の充実②

医療物資 供給数量

マスク 約５８２万枚

消毒液 約６万９千リットル

防護衣 約９２万枚

キャップ 約６千枚

ゴーグル 約１万個

フェイスシールド 約４４万個

手袋 約３３６万枚

【医療物資の供給状況（R3.2.25時点）】

８



①経済的な支援
・生活福祉資金の貸付や住居確保給付金の給付の要件を緩和

・県税等の納期限延長、国民健康保険料（税）の減免・猶予（市町村対応）、県営住宅使用料減免の要件緩和

・県有施設について、イベント等の中止に係る利用料を返金

・生活が困窮した大学生等（外国人留学生含む）に対し、修学継続に要する経費を支援（大学生等一人につき５万円）

・ひとり親世帯への支援（ひとり親世帯臨時特別給付金（国事業）、熊本県ひとり親世帯への生活支援給付金（県事業））

②相談等サポート体制の強化
・感染者やその家族、職場の関係者が抱える人権に関する困りごとへのサポート体制の整備

・新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について、市町村や各種団体と連携し、不適切な事案の未然防止
の取組みを実施

・新型コロナウイルス感染症の影響による自殺防止対策や引きこもり対策への支援を実施

・ひとり親世帯の方々の相談対応や心理的サポートも含めた就業相談支援を実施

・ストレス増加等によるDV・児童虐待などの家庭内問題への相談対応

・発熱患者専用ダイヤル等について、日本語のみから１９言語対応に拡大

・県警が配信する「ゆっぴー安心メール」による犯罪情報の注意喚起や、インターネット上の悪質なデマ情報拡散防止
を目的としたサイバーパトロールを実施

③その他
・くまモンを活用した「感染拡大防止の取組み」や
「医療従事者」をはじめとした、頑張っている方々への
感謝の気持ちを届けるメッセージ（動画）を配信

（３）県民生活への影響の最小化
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①資金繰りや雇用維持等の支援
・中小企業向け金融支援制度を創設・拡充し、資金繰りを支援
（融資上限の拡大、資格要件の緩和、返済猶予の延長等）

・休業要請や時短要請に応じた事業者等へ協力金を支給
・時短要請等により影響を受けた事業者に対する支援を実施
（法人40万円、個人事業者20万円）

・国の持続化給付金の対象とならない中小企業者等に対して
支援金を交付（法人20万円、個人事業者10万円）

・中小企業等へのアドバイザー派遣や、商工会等が実施する
中小企業の経営課題に応じたきめ細やかな支援をサポート

・県内企業等に対し、雇用調整助成金の申請支援等を行うアドバイザーを派遣
・雇用調整助成金を受給した中小企業等に対して奨励金を支給（定額10万円）
・環境変化に対応した業態やサービス提供方法の変更に取り組む中小企業者への補助金の交付（上限200万円）

②観光業への支援
・宿泊・宴会・イベント等のキャンセルによる影響拡大に伴い、観光事業者等を対象とした相談窓口を設置
・熊本県の観光、特産品、食に関する情報を発信（飲食店のテイクアウト情報、特産品のネットショップ等）
・県民を対象とした宿泊応援キャンペーンを実施（最大5千円割引）
・県産品や県産酒の消費回復のため、銀座熊本館やECサイト等により販売促進キャンペーンを実施
・ポストコロナ時代に対応した新たな観光スタイルを確立させ、観光産業の立て直しを推進

③交通事業者への支援
・公共交通の事業継続を支援するため、運行や車両の維持に要した経費相当額を協力金として支援
・タクシー事業者の感染拡大防止対策の取組みへの支援

④農林水産業への支援
・農林漁業者向け金融支援制度の創設
・県産農林水産物の消費拡大、販売力強化等を実施

⑤建設産業への支援
・県発注工事の一時中止措置や、請負代金額の変更、工期の延長等を実施

（４）事業活動への影響の最小化
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【休業・時短要請協力金】

要請期間 協力金

R2.4.22～R2.5.20 一律１０万円（休業要請のみ対象）

R2.12.30～R3.1.11 最大５２万円

R3.1.12～R3.1.17 最大２４万円

R3.1.18～R3.2.7 最大８４万円

R3.2.8～R3.2.17 最大４０万円

最大２００万円



①臨時休業の実施・休業中の支援
・県立学校の臨時休業の実施（R2.3.2から）
→令和2年５月１８日から「分散登校」や「時間短縮」等により、段階的に教育活動を再開
→令和2年６月１日から通常登校による教育活動を再開

・市町村教育委員会に対しても同様の措置を講じるよう要請するとともに、私立学校にも臨時休業の協力を要請

・保護者や子どもの悩みや不安に対応するため、教育総合相談窓口を設置

・子どもの居場所を確保するため、放課後児童クラブについて学校と連携を図り実施するよう、市町村に要請

※放課後児童クラブへマスクや消毒液を供給

・家庭学習に活用できるドリルや英語の音声集、学習支援動画等を紹介（県立教育センターＨＰ内）

②教育活動等における各種対策・支援
・県立学校への１人１台端末導入等、ＩＣＴ環境を整備

・消毒液、非接触型体温計、モバイルルーターなど、感染症対策や学習保障に必要な備品の購入

・教員の業務をサポートするスクール・サポート・スタッフの追加配置や、きめ細やかな学習指導のための
学習支援員を配置

・感染拡大防止のため、少人数編制に必要な加配教員を追加配置

・児童生徒に対する感染症の正しい知識と差別やいじめの未然防止に向けた取組みの充実

・県内での感染拡大や本県独自の緊急事態宣言に伴い、学校における感染症対策を強化

③その他
・熊本県育英成資金の緊急貸与及び返還猶予を実施

・学校給食費の保護者への返還、購入した食材の事業者への支払いを実施するとともに、県立学校給食調理業者
への設備等整備補助を実施

・修学旅行を延期した場合等に発生する追加費用を支援

（５）学校等における対策
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