
第１３回三重県新型コロナウイルス感染症対策本部 本部員会議

事 項 書

令和２年４月２８日（火）

10時 00分から 10時 15分まで

３階 プレゼンテーションルーム

１ 新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた「三重県緊急事態措置」を踏

まえた移動自粛の状況について

２ 大型連休期間中の各部局の対応について

３ その他

４ 知事指示事項

（会議終了後）県民への呼びかけ
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三重県内における移動自粛の状況について

資料１



（近鉄四日市駅周辺）

2019年４月休日（15時～16時）

2019年４月平日（15時～16時）

2020年４月休日（15時～16時）

2020年４月平日（15時～16時）

推定人口（月間平均）

小 大
１ 人流データ（人口ヒートマップ）

前年同月と比較すると平日・休日とも昼間の推定人口は減少。特に休日の減少が顕著である。

（出典：ヤフー・データソリューション DS.insight） （2020年4月27日時点のデータ）© Mapbox © OpenStreetMap © 2020 ZENRIN CO.LTD.(Z19LE第1533号) © Yahoo Japan
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（近鉄四日市駅周辺）

2019年４月休日（21時～22時） 2020年４月休日（21時～22時）

2020年４月平日（21時～22時）
2019年４月平日（21時～22時）

推定人口（月間平均）

小 大

前年同月と比較すると平日・休日とも夜間の推定人口の減少が顕著である。

（出典：ヤフー・データソリューション DS.insight） （2020年4月27日時点のデータ）© Mapbox © OpenStreetMap © 2020 ZENRIN CO.LTD.(Z19LE第1533号) © Yahoo Japan
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2019年４月休日（15時～16時） 2020年４月休日（15時～16時）

2019年４月平日（15時～16時） 2020年４月平日（15時～16時）

（津駅周辺）
推定人口（月間平均）

小 大

前年同月と比較すると平日・休日とも昼間の推定人口は減少。特に休日の減少が顕著である。

（出典：ヤフー・データソリューション DS.insight）（2020年4月27日時点のデータ）© Mapbox © OpenStreetMap © 2020 ZENRIN CO.LTD.(Z19LE第1533号) © Yahoo Japan
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2019年４月休日（21時～22時） 2020年４月休日（21時～22時）

2019年４月平日（21時～22時） 2020年４月平日（21時～22時）

（津駅周辺）
推定人口（月間平均）

小 大

前年同月と比較すると平日・休日とも夜間の推定人口の減少が顕著である。

（出典：ヤフー・データソリューション DS.insight）（2020年4月27日時点のデータ）© Mapbox © OpenStreetMap © 2020 ZENRIN CO.LTD.(Z19LE第1533号) © Yahoo Japan

4



25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75
千人

2020年 2019年同週同曜日

2019年同週同曜日比 61.2%減

三重県内への来訪者数の推移

（出典：ヤフー・データソリューション DS.insight） （2020年4月27日時点のデータ）

三重県内への来訪者は３月中旬以降減少している。
４月26日（日）の三重県内への来訪者は前年の同週同曜日と比較すると61.2％減少している。
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２　都市部、近隣県及び三重県における感染拡大以前、緊急事態宣言前後からの滞留者の状況
（１）平日の状況（基準日：４月24日（金））

都道府県 ランドマーク
感染拡大以前

(1/18～2/14の平均値)
との比較

宣言前（4/7）
との比較

宣言前（4/16）
との比較

県措置日（4/20）
との比較

東京駅 ▲71.2% ▲46.5% ▲4.0% ▲1.4%
渋谷センター街 ▲65.2% ▲39.5% ▲0.3% ＋5.9%
梅田 ▲72.9% ▲55.5% ▲4.5% ＋0.9%
難波 ▲62.1% ▲41.6% ＋2.2% ＋1.6%
名古屋駅 ▲63.2% ▲46.5% ▲11.1% ▲0.8%
栄駅 ▲47.9% ▲42.7% ▲13.8% ▲1.9%

岐阜県 岐阜駅 ▲40.9% ▲19.3% ▲5.8% ＋4.5%
津駅 ▲43.6% ▲32.5% ▲19.2% ▲11.9%
近鉄四日市駅 ▲47.6% ▲23.6% ▲14.4% ▲6.6%

※提供元：NTTドコモ　モバイル空間統計
　URL:https://www.nttdocomo.co.jp/utility/demographic_analytics/
※数値について
・全て午後３時時点を基点とする
・「感染拡大以前との比較」は、1/18～2/14の平日午後３時時点の平均値
・「宣言前（4/7）との比較」は７都府県を対象とした緊急事態宣言が発出された4/7との比較
・「宣言前（4/16）との比較」は全国を対象とした緊急事態宣言が発出された4/16との比較
・「県措置前（4/20）との比較」は三重県緊急事態措置を発表した4/20との比較

東京都

大阪府

愛知県

三重県

【傾向】
　感染拡大以前から比較すると、平日においては、津駅で▲43.6％、近鉄四日市駅で▲47.6％と一定の外出自粛が進
んでいる。しかし、政府が掲げる「最低7割、極力8割程度の接触機会の低減」に達していない。
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（２）休日の状況（基準日：４月26日（日））

都道府県 ランドマーク
感染拡大以前

(1/18～2/14の平均値)
との比較

宣言前（4/7）
との比較

宣言前（4/16）
との比較

県措置日（4/20）
との比較

東京駅 ▲87.2% ▲85.6% ▲74.2% ▲73.5%
渋谷センター街 ▲78.8% ▲56.7% ▲28.6% ▲24.2%
梅田 ▲87.8% ▲76.4% ▲49.3% ▲46.5%
難波 ▲75.2% ▲51.3% ▲14.7% ▲15.3%
名古屋駅 ▲80.9% ▲73.4% ▲55.8% ▲50.7%
栄駅 ▲76.5% ▲77.1% ▲65.5% ▲60.8%

岐阜県 岐阜駅 ▲56.0% ▲40.1% ▲30.1% ▲22.4%
津駅 ▲58.0% ▲58.0% ▲49.7% ▲45.2%
近鉄四日市駅 ▲52.4% ▲32.2% ▲24.0% ▲17.1%

※提供元：NTTドコモ　モバイル空間統計
　URL:https://www.nttdocomo.co.jp/utility/demographic_analytics/
※数値について
・全て午後３時時点を基点とする
・「感染拡大以前との比較」は、1/18～2/14の休日午後３時時点の平均値
・「宣言前（4/7）との比較」は７都府県を対象とした緊急事態宣言が発出された4/7との比較
・「宣言前（4/16）との比較」は全国を対象とした緊急事態宣言が発出された4/16との比較
・「県措置前（4/20）との比較」は三重県緊急事態措置を発表した4/20との比較

大阪府

愛知県

三重県

【傾向】
　感染拡大以前から比較すると、休日においては、津駅で▲58.0％、近鉄四日市駅で▲52.4％と、平日よりも高い比
率で外出自粛が進んでいるものの、政府が掲げる「最低7割、極力8割程度の接触機会の低減」に向けて、さらなる低
減が必要。

東京都
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令和２年４月２８日

新型コロナウイルス感染症対策本部事務局

大型連休期間中における県外から三重県への移動自粛について

４月２０日に発出した「三重県緊急事態措置」において、県外から

三重県への移動自粛をお願いしているところですが、大型連休期間

中における県外からの流入防止対策として次のとおり取り組みます。

１ 県職員による「巡回・呼びかけ」活動（公用車による活動）

２ 県境等での対策（関係機関への協力要請）

３ 県所管施設の閉鎖・使用禁止（駐車場、公園遊具等）

４ 休業要請の徹底

５ その他全庁あげて移動自粛に対する取組の徹底

※期間は、本日４／２８（火）～５／６（水）まで

資料３







知事指示事項

令和２年４月２８日

１ 改めて、緊急事態措置をふまえ、全庁一丸となって的確に対応すること。
  感染拡大を阻止するため、あらゆるネットワークを駆使し、感染防止対策の

徹底や休業要請への協力について周知を図るなど、県民の皆さんや関係機関
の皆さんが確実に措置を実施できるよう、全職員があらゆる場面で、関係者
の皆さんに、早急に、幅広く、繰り返し周知し、ご協力いただけるよう取り
組むこと。

２ 大型連休にあたり、県外からの来訪を控えていただくため、海岸、キャンプ場
等、県外からの人が集まる場所を中心に職員総出で定期的・継続的に巡回・呼
びかけを行うとともに、交通事業者等関係機関とも連携し、来県の自粛につい
て積極的に呼びかけること。

３ 施設等の休業により、公園等野外で人の集まりが見受けられることから、感染
の拡大を確実に阻止するため、人が集まる所管施設の駐車場を閉鎖するととも
に、公園遊具の使用を禁止すること。

  また、取組の実効性を高めるため、県のみでなく国や市町等にも協力を依頼す
ること。

４ 県立学校の臨時休業を５月末まで延長したことについて、これまでの臨時休業
とは異なり平日が多く含まれることから、学びの継続や子どもたちの不安払し
ょくに向け、家庭学習の充実等、学習機会の確保に努めるとともに、休業の延
長を円滑に進めること。
加えて、児童生徒の安全・安心を第一に考え、小・中学校や私立学校等、市町

等関係機関等としっかり調整を行うこと。

５ 海外に拠点を有する県内企業等に対して、感染拡大を阻止するため、従業員の
皆さんの帰国や帰省の自粛を要請すること。

６ 今般取りまとめた県の緊急総合対策についても十分に周知し、今回の措置に基
づいて休業等に協力いただく事業者等の不利益を最小限に抑えること。

  あわせて、緊急総合対策で実施することとしている、医療提供体制の整備、事
業の継続への支援と雇用の維持、学校の休業・再開を円滑に進めるための対応
等については、迅速かつ的確に実施すること。

７ 繰り返しになるが、感染拡大の防止や、県民の皆様への正しい情報提供の重要
性に鑑み、勇気を出して情報の公表に応じていただいた個人や企業に対し、誹
謗、中傷がなされることはあってはならないことから、改めて、各部局におい
て、あらゆる機会を活用し、差別や偏見が絶対に行われないよう呼びかけると
ともに、県民の皆様の不安解消の観点からも、県職員が率先し、正確な情報を
迅速かつ的確に発信し、県民の皆様の不安払しょくに努めること。



８ 県庁等における新型コロナウイルス対策を徹底するため、改めて感染拡大防止
の措置を徹底するとともに、各所属において業務継続の必要性を判断したうえ
で、感染拡大阻止の観点から、明日２９日の祝日から５月６日（水）までの間
休暇を取得するなど、通勤時や職場での人との接触機会を可能な限り低減させ
ること。

  また、休暇中は生活の維持に必要な外出以外の自粛やスーパーへの買い物を必
要最少人数とするなど、まずは県職員から率先して新型コロナウイルス対策に
積極的に取り組むこと。


