
「福岡コロナ警報(ふくおかころなけいほう)」と今後(こんご)の対応(たいおう)について 

 

８月(がつ)２０日(にち) 

福岡県(ふくおかけん) 

 

 ７月(がつ)の 途中(とちゅう)から 新(あたら)しく コロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょ

うき)に なった人(ひと)や コロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょうき)に なった 原因(げ

んいん)が 分(わ)からない人(ひと)の 数(かず)が 多(おお)くなり 病院(びょういん)の ベット(べっ

と)を 使(つか)う 人(ひと)も 多(おお)くなりました。そこで ８月(がつ)５日(にち)に 「福岡(ふく

おか)コロナ(ころな)警報(けいほう)」を 発表(はっぴょう)して 病院(びょういん)に 対(たい)して コ

ロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょうき)に 対応(たいおう)する 準備(じゅんび)を お願(ね

が)いしました。 また クラスター(くらすたー)（※）が 起(お)こった 数(かず)を 見(み)ながら 県

民(けんみん)や 事業者(じぎょうしゃ)の みなさんにも お願(ねが)いを してきました 

 

８月(がつ)５日(にち)から 病院(びょういん)の ベット(べっと)を 使(つか)う人(ひと)が だんだん 

多(おお)くなり 今後(こんご)も 増(ふ)える かもしれません。 そのため 「福岡(ふくおか)コロナ(こ

ろな)警報(けいほう)」は なくなりません。 しかし このところ 新(あたら)しく コロナウイルス(こ

ろなういるす)の 病気(びょうき)に なる人(ひと)は 減(へ)ってきています。 また コロナウイルス

(ころなういるす)の 病気(びょうき)を 広(ひろ)げない 工夫(くふう)を するよう 協力(きょうりょ

く)を お願(ねが)いしている 飲食店(いんしょくてん)などでは クラスター(くらすたー)（※）が 起

(お)こる ことは 少(すく)なく なりました。 この状況(じょうきょう)が 続(つづ)けば 病院(びょ

ういん)の 負荷(ふか)も 少(すく)なく なっていきます。 

 

※クラスター(くらすたー) 

 同(おな)じ 場所(ばしょ)で たくさんの 人(ひと)が コロナウイルス(ころなういるす)の 病気(び

ょうき)に なること 

 

これから コロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょうき)と 長(なが)く 向(む)き合(あ)って い

かなければいけません。 しかし 以前(いぜん)のように 休業(きゅうぎょう)や 外(そと)に 出(で)な

いように することを ずっと 続(つづ)けるのは 大変(たいへん)です。 みんなで コロナウイルス

(ころなういるす)の 病気(びょうき)を 広(ひろ)げない 工夫(くふう)を していくことが 重要(じゅ

うよう)です。 

 このため みなさんの 仕事(しごと)や 移動(いどう)するときの きまりを できるだけ 少(すく)

なく することコロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょうき)を 広(ひろ)げない ことを基本(き

ほん)に 考(かんが)えながら これまで 県民(けんみん)の みなさんや 事業者(じぎょうしゃ)の み

なさんに お願(ねが)いしてきた ことを見直(みなお)します。 そして コロナウイルス(ころなういる

す)の 病気(びょうき)を 広(ひろ)げない 工(く)夫(ふう)を している 事業者(じぎょうしゃ)の み

なさんを 新(あら)たに 支援(しえん)します。 

やさしい日本語 



 

今後(こんご) コロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょうき)の 広(ひろ)がる 状況(じょうきょ

う)を 見(み)て もし コロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょうき)が さらに 広(ひろ)がり 

病院(びょういん)の ベット(べっと)が 足(た)りなくなったり したときは ふたたび 県民(けんみ

ん)や 事業者(じぎょうしゃ)の みなさんに さらに 取組(とりく)みを お願(ねが)い することに 

なります。 

 

１．８月(がつ)２２日(にち)から お願(ねが)いすること 

 

県民(けんみん)の みなさんへ 

キャバレー(きゃばれー) ナイトクラブ(ないとくらぶ) バー(ばー)など お酒(さけ)を 飲(の)みなが

ら 話(はなし)を するお店(みせ)や お酒(さけ)が 注文(ちゅうもん)できる カラオケ店(からおけて

ん) その他(ほか) お酒(さけ)が 飲(の)める 居酒屋(いざかや)などで お店(みせ)や 施設(しせつ)ご

との ガイドライン(がいどらいん)を 守(まも)って いない お店(みせ)は 利用(りよう)を 控(ひか)

えて ください。 ガイドライン(がいどらいん)を ちゃんと 守(まも)って いるかどうかは 福岡県

(ふくおかけん)が 作成(さくせい)した 次(つぎ)の しるしが あるかどうかで 確認(かくにん)して 

ください。 

 

 

 

 

 

 

なお ８月(がつ)８日(にち)から ２１日(にち)まで お願(ねが)い していた 次(つぎ)のことは ２

２日(にち)からは できるように なります。 

・お店(みせ)の 中(なか)で 過(す)ごす 時間(じかん)は ２時間(じかん)までに すること。 

・１つの お店(みせ)に 行(い)った後(あと) 別(べつ)の お店(みせ)に 行(い)ったり しないこと。 

 

最近(さいきん)の コロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょうき)の 状況(じょうきょう)を 踏

(ふ)まえた お願(ねが)い 

最近(さいきん) 学校(がっこう)など 勉強(べんきょう)を するところで クラスター(くらすたー)

が 起(お)きています。 若(わか)い 人(ひと)は 家(いえ)の 中(なか)で 高齢(こうれい)の 人(ひと)

や 重症化(じゅうしょうか) しやすい人(ひと)に 病気(びょうき)を うつさない ように 気(き)を 

付(つ)けて 行動(こうどう)して ください。 

 大人数(おおにんずう)で ご飯(ごはん)を 食(た)べたり お酒(さけ)を 飲(の)んだり するときは 

人数(にんずう)や 場所(ばしょ)の 広(ひろ)さ 部屋(へや)の 空気(くうき)の 入(い)れ替(か)えが 

できるか などを 確認(かくにん)して ください。 コロナウイルス(ころなういるす)の 病気(びょう

き)に ならない ような 工夫(くふう)が できない ときは やらないように してください。 

やさしい日本語 



  

 

デイサービス(でいさーびす)などの 介護施設(かいごしせつ)で クラスター(くらすたー)が 起(お)き

ています。 介護施設(かいごしせつ)を 利用(りよう)する ときに熱(ねつ)が あったり 咳(せき)が 

でている 場合(ばあい)は 利用(りよう)しないように してください。 

やさしい日本語 


