
長 崎 県

まん延防止等重点措置

重点措置区域：長崎市、佐世保市

期間：令和３年８月２７日（金）～９月１２日（日）

根拠：新型インフルエンザ等対策特別措置法

県独自の緊急事態宣言も９月１２日まで延長



重点措置区域（長崎市、佐世保市） 重点措置区域以外

移動・外出

○午後8時以降、飲食店にみだりに出入り
しない

○混雑した場所等への外出の半減

【県下全域共通】
○日中も含め、不要不急の外出自粛
○外出する必要がある場合でも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数

で、混雑している場所や時間帯を避けて行動
○不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域や他の重点措置区域との往来

は控える
○路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を自粛

基本的な
感染防止対策

【県下全域共通】
○「三つの密」を徹底的に避ける
○「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的

な感染対策を徹底

会食

【県下全域共通】
○普段一緒にいる家族以外との会食は控える
○感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店

等の利用は控える

１ 県民の皆様への要請等

特措法第31条の6第2項、第24条第9項 特措法第24条第9項
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重点措置区域（長崎市、佐世保市） 重点措置区域以外

期間 8月27日（金）～9月12日（日）
※8月26日（木）までは重点措置区域以外と要請内容等は同じ 8月10日（火）～9月12日（日）

対象施設
①飲食店（テイクアウトサービスを除く）
②遊興施設（キャバレー、スナック、カラオケボックス等）

⇒ ①②のうち食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗

要請内容

・営業時間を午後8時までに短縮 ※1
（「ながさきコロナ対策認証店」についても同様）
・終日、酒類の提供を自粛 ※1
（営業時間に関係なく全ての飲食店が対象）
（利用者の店内持ち込みを含む）
・飲食を主たる業としている店舗における

カラオケ設備の利用自粛 ※1

・感染防止対策※２の実施 ※1

・業種別ガイドラインの遵守

・営業時間を午後8時までに短縮
・午後7時以降の酒類提供を自粛
（利用者の店内持ち込みを含む）

・感染防止対策※２の実施
・業種別ガイドラインの遵守

２ 飲食店等への要請

「ながさきコロナ対策認証店」の営業時間は
午後9時まで（酒類の提供は午後8時まで）

※１. 要請に応じない場合、必要に応じて命令・店舗名公表が可能
※２.【店舗における感染防止対策】

・入店者が密にならないような整理誘導 ・発熱者等有症者の入店禁止 ・アクリル板の設置や利用者の適切な距離の確保
・店舗の消毒 ・施設の換気 ・手指消毒設備の設置 ・入場者へのマスク飲食の周知 ・従業員への検査を推奨
・正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策を講じない者の入場禁止 など

特措法第24条第9項

延長

《 時短要請協力金対象 》

特措法第31条の6第1項、第24条第9項
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重点措置区域（長崎市、佐世保市） 重点措置区域以外

支給要件

以下の全ての要請にご協力いただくこと
・営業時間を午後8時までに短縮
・終日、酒類の提供を自粛（利用者の店内持ち込み

を含む）
・飲食を主たる業としている店舗におけるカラオケ

設備の利用自粛

営業時間を午後8時まで短縮いただくこと

支給金額

支給金額 1日あたりの売上減少額の40％
上限額：２０万円

上限額：「２０万円」または
「１日の売上高×0.3」いずれか低い方

申請方法 後日、ホームページに記載
問い合わ

せ先
相談窓口：095－894－3186

（受付時間：９時～１７時４５分）土日祝含む

２ 飲食店等への要請 《協力金について》

１日あたりの売上高
(※) 協力金の支給額

8万3,333円以下 25,000円
8万3,333円超～
25万円未満

1日の売上高(※)の
3割

25万円以上 75,000円

※中小企業等でもこの計算方法を選択可能

中小企業等

大 企 業

◎ 要請期間中の全ての日において、支給要件を満たす店舗を対象に、協力金を支給

※前年度または前々年度の売上高

１日あたりの売上高
(※) 協力金の支給額

7万５,000円以下 30,000円
7万5,000円超～
25万円未満

1日の売上高(※)の
4割

25万円以上 100,000円
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重点措置区域（長崎市、佐世保市）
期間 8月27日（金）～9月12日（日）

対象施設

特措法施行令第11条第1項各号に掲げる次の施設のうち、床面積1,000㎡を超える施設(大規模集客施設)

要請内容

○営業時間を午後8時まで短縮（イベント開催時及び映画館については午後9時まで）
○大規模小売店やショッピングセンター、百貨店等の大規模商業施設においては、入場者が密集しないよ

う整理・誘導、人数管理・人数制限を実施（特に、感染リスクが高い場面とされた百貨店の地下食品売
り場等については徹底）

○入場者の整理状況をホームページ等を通じて広く周知
○業種別ガイドラインの遵守
○店舗における感染防止対策

３ 集客施設への要請

施設の種類 施設例
劇場等 劇場、観覧場、映画館、演芸場など
集会場等 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホールなど
ホテル等 ホテルまたは旅館（集会の用に供する部分に限る）
運動施設 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、

ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ホットヨ
ガ、ヨガスタジオなど

博物館等 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園など
遊技場 マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど
遊興施設 カラオケボックス、個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場など
物品販売業を営む店舗 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店など（生活必需物資を除く）
サービス業を営む店舗 スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業など（生活必需サービスを除く）

《 大規模施設時短協力金対象（一部を除く）》
特措法第31条の6第1項、第24条第9項

・入店者が密にならないような整理誘導 ・発熱者等有症者の入店禁止 ・アクリル板の設置や利用者の適切な距離の確保
・店舗の消毒 ・施設の換気 ・手指消毒設備の設置 ・入場者へのマスク飲食の周知 ・従業員への検査を推奨
・正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策を講じない者の入場禁止
・酒類提供自粛 ・カラオケ設備の利用自粛 ４

※1,000㎡以下の施設においても可能な限りご協力をお願いします



重点措置区域（長崎市、佐世保市）

施設区分 大規模集客施設
※20時以降も営業している施設(感染拡大により既

に営業時間を20時以前に短縮している場合を含む)

テナント等
左記の一部を賃貸するテナント

支給金額 【自己利用部分面積に係る協力金】
1,000㎡ 毎に 20 万円
× 時短率※ × 時短日数

100㎡ 毎に 2 万円
×時短率※× 時短日数

申請方法 後日、ホームページに記載
問い合わ

せ先
相談窓口：095－895－2618

（受付時間：９時～１７時４５分）土日祝含む

３ 集客施設への要請 《協力金について》
◎ 要請にご協力いただいた店舗を対象に、協力金を支給

集客施設への協力金の詳細は、後日、ホームページに掲載いたします
※施設の種類によっては支給対象とならない場合があり、国と調整中

※時短率：時短した時間／時短する前の営業時間

※ 8月27日（金）から営業時間短縮要請に応じられなかった場合は、8月29日（日）までに要請に応じた場合が対象となります
※ 飲食店等への営業時間短縮要請に係る協力金の対象店舗は支給対象外です

５



県下全域共通
期間 8月27日（金）～9月12日（日）

要請内容

○イベントは開催の中止・延期等を含めて検討
（やむを得ずイベントを開催する場合）
○参加人数は、【人数上限】【収容率】のうち小さい方を限度とする
○【開催時間】を厳守
○【基本的な感染防止策】を徹底

【人数上限】 5,000人

【収容率】

大声なし 100％
クラシック音楽・吹奏楽等のコンサート、演劇等、舞踏、伝統芸能、芸能・演芸、公演・式典、
展示会

大声あり 50％（異なるグループ・個人間で座席を１席空ける）
ロック・ポップコンサート、スポーツイベント、公営競技、キャラクターショー等の公演、
ライブハウス・ナイトクラブでの各種イベント

※大声あり・なしは、個別イベントの実績等を踏まえ個別具体的に判断

【開催時間】 午後９時までに短縮

【基本的な
感染防止策】

・適切なマスク着用 ・大声を出さない ・手洗の徹底 ・こまめな消毒
・こまめな換気 ・入退場時の密集回避 ・身体的距離の確保

４ 催物（イベント等）の取り扱い
特措法第24条第9項

「全国的な人の移動を伴うイベント」又は「イベント参加者が1,000人を超えるイベント」の主催者は、開催要件や実施する
感染防止対策等について、県に事前相談してください

■事前相談窓口：長崎県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 ■電話番号：095-894-3191 ６



県下全域共通

事業者

○業種別ガイドラインを遵守

○出勤者の７割削減を目指し、リモートワークや時差出勤、休暇
の取得促進などを推進

○職場における感染防止のための取組（手洗いや手指消毒、換気励行、
テレビ会議の活用、昼休みの時差取得等、居場所の切り替わり（休憩
室、更衣室、喫煙室等）への注意など）の徹底

○職員の行動管理や健康管理（N-CHATの活用等）を徹底

５ その他の要請

特措法第24条第9項
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県下全域共通

県有施設 ○原則、時短営業または休館

学校

○全国大会等（予選を含む）への参加や準備を除き、部活動は中止
※大会に向けた練習は期間を限定し、平日のみ２時間程度
※全国大会等から帰県する生徒のPCR検査等を実施

○家庭での感染症対策※の徹底を改めて保護者に呼びかけ
※県外からの来訪者との接触や会食を控える 等

○感染リスクの高い行事等※については、中止や延期を検討
※児童生徒が密集したり大声を出したりする行事や、身体接触の多い行事

○重点措置区域（長崎市・佐世保市）及び長与町の県立高校（宇久高校
は除く）は分散登校又は時差登校を実施（準備が整い次第開始し、
9月12日まで）

事業者への
支援策

○飲食店等に対する時短要請等に伴い、経済上大きな影響が生じた事業
者（時短協力金の支給対象事業者を除く）の皆様への支援策を検討
※まん延防止等重点措置に伴い、経済上大きな影響が生じた事業者（時短協力

金の支給対象事業者を除く）に対しては国の支援制度あり

６ 県の取り組み

８



県下全域共通

医療提供体制

○入院医療体制については、更に感染が拡大する場合、現行の緊急時対
応レベル１（490床）からレベル２（532床）の病床を確保するとと
もに、更なる病床の拡大を図る
■現在：本土地区＝緊急時対応（レベル１）396床

→緊急時対応（レベル２）438床
※離島地区においても感染拡大に応じた病床を確保

○宿泊療養施設については室数の増加を図る。また、臨時の医療施設の
設置と有床化を図る
■佐世保市内の宿泊療養施設への臨時の医療施設開設
■長崎市内の臨時の医療施設を有床診療所として開設

※有床化することで、宿泊療養施設での抗体カクテル療法が可能となる

○自宅療養における医療体制を強化（自宅療養サポート医の配置）

○新型コロナウイルス感染症にかかる周産期医療体制については、重症
度に応じた受入病院を設定し、保健所又は県の調整本部において入院
調整する体制を整備しており、県内の消防部局とも情報共有を行って
いく

６ 県の取り組み
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県下全域共通

ワクチン接種

ワクチン接種により、発症（重症化）を予防する効果があります
接種券をお持ちの方の積極的な接種をお願いします

〇ワクチン接種の更なる加速を図る
・県の大規模接種センターの接種対象年齢を引き下げ

（対象年齢：１８歳以上の方）
・県の大規模接種センターの予約枠の追加
・妊産婦優先接種の実施

※新型コロナワクチンが、妊娠、胎児、母乳、生殖器に悪影響を及
ぼすという報告はありません

＜県の大規模接種センター＞
【長崎会場】

実施期間 ８月７日（土）～１０月８日（金）
接種会場 県庁１階エントランス

【佐世保会場】
実施期間 ８月１３日（金）～１０月８日（金）
接種会場 レオプラザホテル佐世保

６ 県の取り組み
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