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新規感染者数は、お盆明けに増加
⇒お盆中の人の動きに伴う影響も懸念され、注視が必要

8月17日 5,153人
8月18日 5,681人（最多）
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最大確保病床使用率

最大確保重症病床使用率

県内の病床使用率推移

８月23日
64.9％

病床使用率は64.9%、重症病床使用率は30.9％であり、厳しい状況が継続
2

８月23日
30.9％



病床や診療・検査医療機関の更なる確保

7月22日 熊本県、熊本市、県医師会、県・市合同専門家会議
の四者連名で医療機関の皆様へ協力を依頼

病床の更なる確保

855床
（現在）

907床＋52床

（7月22日時点）
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診療・検査医療機関（発熱外来）の更なる確保

725医療機関

（現在）

732医療機関
＋7医療機関

（7月22日時点）



自宅療養体制・高齢者施設支援体制の強化

自宅療養体制の強化

8月29日、夜間電話相談窓口を設置（必要に応じ、医師等対応）
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高齢者施設支援体制の強化

8月16日、感染が多発する施設の介護業務継続を支援
するため、レッドゾーンにも対応可能な、
寄り添い型の支援チーム（介護職員等）を設置

（8月24日時点）３施設に派遣



生活の中で、次の「大切な５つを守る」感染対策を実践しよう！

「大切な５つを守る」感染対策の実践のお願い

従業員/お客様を守る

子どもを守る

日常を守る

会食はなるべく
普段一緒にいる人と
人数を絞って短時間で
大人数は事前検査を

高齢者、基礎疾患のある方
出産間近の妊婦さんは
なるべく外出や

人との接触を控える
これらの方と会う際は特に注意

普段会わない人との
旅行は

なるべく延期

部活動前後の部室等での会話や
友人の家で遊ぶ時は

マスク着用

在宅勤務や
オンライン会議の活用
時差出勤の導入

会食の場では
換気の徹底や
座席を4人以下
など工夫

イベントは
密にならない工夫や
延期できるものは
なるべく延期

入場者の整理など
混雑回避の
取組み

カラオケはマスク着用
普段会わない人とは
なるべく控える

親族・友人の家
への宿泊では

換気・マスク着用徹底

友人との
BBQ・ホームパーティー
会話する際はマスク着用

エアコンをつけていても
定期的に換気

熱中症には注意し
会話する際は
マスク着用

わずかでも体調に
異変があれば
外出を控える

買い物はなるべく
混んでいない時間に

高齢者等を守る

帰省時等に高齢者等
と会う際は事前に
検査やワクチン接種

楽しい時間を守る

大人数での会食
参加者に事前検査

を促す
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医療機関の適正受診等のお願い

・平日昼間の受診など、医療機関の適正な受診を

・感染に備え、市販の解熱剤や食料品の準備を

・夜間に救急外来の受診等に迷う場合は電話相談窓口に相談を

・事業者から、従業員に対し、療養・待機期間解除後の
念のための検査を促すことは控えて

子ども医療電話相談事業：＃８０００ 夜間安心医療電話相談事業：＃７４００

・重症化リスクの低い方や軽症の方は、対症療法が中心となります。
・御自身や御家族の感染に備え、市販の解熱剤や咳止め薬、食料品の準備をお願いします。

・陽性者の療養期間・濃厚接触者の待機期間が解除された後に職場で勤務するに当たり、
検査による陰性証明の提出は必要ありません。
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夏休み明けの学校の対策

学校に対し、感染対策の再確認等の通知を発出

オンラインに
よる学習支援

・濃厚接触者等、やむを得ず登校できない児童生徒等については、
1人1台端末等を活用して学習支援を

自宅等待機
の徹底

・同居家族に未診断の発熱等の症状がみられる場合も、登校せず、
自宅等で待機するよう指導の徹底を

基本的な感染
対策の徹底

・家庭を含め、３つの密の回避、手洗い、人と人との距離の確保、
常時換気等の基本的な感染対策の徹底を

学校行事・
部活動の対策

＜学校行事＞・万全の感染防止対策を講じ対応を
＜部活動＞・活動中及び活動前後での感染防止対策の徹底を

教職員のワク
チン接種

・希望する教職員が可能な限り速やかに接種できるよう配慮を
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県民・事業者の皆様へのお願い
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感染状況を改善させ、医療提供体制を守り、
社会経済活動を維持するため
県民・事業者の皆様は、

感染対策の実践や医療機関の適正受診等に御協力を



図 調査結果(8月22日)
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カレニア ミキモトイ赤潮の発生状況
ー 八代海では減衰傾向、有明海では増殖傾向 ー
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カレニア ミキモトイ
警報：1,000細胞/ml
注意報：100細胞/ml

50μm
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水俣市

上天草市

天草市

カレニア ミキモトイ赤潮による着色域

× 全ての採水層でカレニア ミキモトイが0細胞

カレニア ミキモトイが確認された調査地点
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水深０ｍ，２ｍ，５ｍ，１０ｍ層の海水１ｍ
L当たりの細胞数です。

60 230 -
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カレニア ミキモトイ赤潮の被害状況
ー 被害額については関係市町により調査中 ー

魚種 トラフグ マダイ ブリ シマアジ カンパチ マアジ カサゴ メジナ アワビ 計

芦北町 104.0 - - - - - - - - 104.0

津奈木町 191.0 5.0 - 7.0 - - - - - 203.0

上天草市 - 78.9 - - 15.0 25.0 12.6 6.0 - 137.5

天草市 10.2 123.5 11.1 534.64 41.24 - - - 5.1 725.78

計 305.2 207.4 11.1 541.64 56.24 25.0 12.6 6.0 5.1 1,170.28

表. カレニア ミキモトイ赤潮による養殖水産物の被害状況（8月23日までの累計） （単位：千尾）

8月23日（火）時点の死亡尾数

合計 1,170,280尾



令和３年度（２０２１年度）
県産農林水産物等の輸出実績

（県調べ）

令和３年度（２０２１年度）
県産農林水産物等輸出額

９５．９億円
（対前年度比１２４％）

農畜産物、林産物、水産物全てで
過去最高を更新！

２年前倒しで目標額達成！

令和５年度の目標値を

８０億円から１１０億円へ！



令和３年度の販路拡大の取組み

海外小売店での熊本フェア開催
～動画による知事トップセールス～

海外向けPR動画や販促資材の作成県産木材を活用したモデルルームの設置（タイ）

VRを活用した先駆的なプロモーション
～観光と農産物の魅力をPR～



これからの販路拡大の取組み

インターナショナル・シーフード・ショーへの出展（東京：8月）

写真は、参考イメージを含みます。

内装材等のサンプル輸出・市場調査（アメリカ：9月以降）

海外小売店等でのプロモーション展開
（香港等：1月予定）

八代港を活用したフェア
（台湾：1月～2月予定）



地産地消応援フェア開催

©２０１０熊本県くまモン

新型コロナウイルス感染症により低迷した
県産農林水産物の消費を促進！

フェア期間
明日８月２５日（木）～

令和５年１月２３日（月）

今年で３回目！

フェア対象
約５６０店舗

※「熊本県地産地消協力店」のうち、新型コロナウイルスで消費が低迷した米、畜産物、水産物を取り扱う店舗が対象です。

※



みんなで地産地消！フェア応募方法

フェア対象の地産地消協力店２店舗以上で県産品を
合計２，０００円以上購入または飲食したレシート

応募のポイント

フェア特設WEBサイトから応募
※郵送でも応募できます

＊フェアの対象店舗は特設WEBサイトをご確認ください

毎５００名様に県内各地域の特産品が当たる

合計２，５００名様にプレゼント当選！



買って応援！食べて応援！
県内生産者支援と被災地の復興の一助に

©２０１０熊本県くまモン

地産地消で復興支援

球磨川流域地域に所在する対象店舗

「復興支援店」のレシートで当選率UP！

地産地消応援大賞として毎月５名様へ景品送付

特典１

特典２



くまもと地産地消！みんなで応援

県産農林水産物の豊かさやおいしさを実感

『 くまもと地産地消』を推進！

©２０１０熊本県くまモン より多くの皆様のご参加をお待ちしております



「くまモンのブロマイド」第一弾 全国発売について

〇 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン×くまモンのコラボレーションが実現

〇 全国のセブン‐イレブン店舗内のマルチコピー機※にて、

「くまモンのブロマイド」第一弾を発売。
※マルチコピー機は、一部店舗では設置されていない場合がございます

〇 第一弾テーマ

「真のイケメソへの道は続く・・・マッスル化計画編」

販売開始日：令和４年８月２４日（水）

販売エリア ：全国

種類 ：全５種×２タイプ（縁あり・縁なし）

価格 ：各３００円


