日韓海峡沿岸県市道交流知事会議
한일해협연안 시도현 교류 지사회의

新型コロナウイルス感染症への対応
코로나19에 대한 대응

2020年10月27日

新型コロナウイルス感染症発生状況等

福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部
令和2年10月19日

新規感染者数の推移（感染経路別）10月18日現在
（人）
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〔10月12日～10月18日（直近1週間）〕
経路不明者の割合 46.2％
（感染者数 39名、経路不明者 18名）

感染者数累計

最多169人（7月31日）

5,142人

計

（10月18日現在）

県・福岡コロナ警報
현・후쿠오카 코로나 경보
8月5日～10月8日

国・緊急事態宣言
정부・긴급 사태 선언
4月7日～5月14日
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・飲食店利用に関する要請

음식점 이용 시에 관한 요청
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緊急事態措置
긴급 사태 조치
外出自粛・休業要請
외출 자제・휴업 요청
4月7日・14日～5月14日

外出自粛・休業要請
외출 자제・휴업 요청
5月15日～5月31日

（福岡市限定）
（후쿠오카시 한정）
接待を伴う飲食店等の一
部に対する休業要請
접대를 동반한 음식점 등
일부에 대한 휴업 요청

（北九州市限定）
（기타큐슈시 한정）
外出自粛・休業要請
외출 자제・휴업 요청
6月1日～6月18日
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福岡県におけるこれまでの対応

후쿠오카현의 현재까지의 대응 상황

３月から６月までの感染拡大への対応

3월부터 6월까지의 감염 확산에 대한 대응 상황

１）国の緊急事態宣言下の緊急事態措置

１）정부의 긴급 사태 선언 하의 긴급 사태 조치

・不要不急の外出自粛要請 （4/7～5/14)

・불필요한 외출 자제 요청(4/7~5/14)

・社会生活を維持する上で必要な施設を除き休業要請(4/14～5/14)

・사회생활 유지에 필요한 시설을 제외한 시설 휴업 요청(4/14~5/14)

２）緊急事態宣言解除後の要請
○ 県全域での要請（5/15～5/31）

２）긴급 사태 선언 해제 후의 요청
○ 전 지역에 대한 요청(5/15～5/31)

・不要不急の外出、県を越える移動の自粛要請

・불필요한 외출, 현 외로의 이동 자제 요청

・国内でクラスターが発生した施設への休業要請

・국내에서 집단 감염이 발생한 시설에 대한 휴업 요청

○ 業種・地域（北九州市）を限定した要請 (6/1～6/18)

○ 특정 업종・지역(기타큐슈시)에 대한 요청(6/1~6/18)

・県内外への不要不急の外出自粛

・현내외로의 불필요한 외출 자제

・国内でクラスターが発生した２業種の施設への休業要請

・국내에서 집단 감염이 발생한 2종류의 시설에 대한 휴업 요청

７月中旬以降の感染拡大への対応
感染拡大により福岡県独自の「福岡コロナ警報」を

発動 (8/5）
「福岡コロナ警報」（5/15 設定）
感染者数、感染経路不明者の割合、病床稼働率、重症病床稼働
率の各指標を毎日モニタリングし、感染が拡大した際に発動

7월 중순 이후의 감염 확산에 대한 대응 상황
감염 확산에 따라 후쿠오카현의 독자적인

「후쿠오카 코로나 경보」를 발령(8/5)
「후쿠오카 코로나 경보」(5/15 설정)
감염자 수, 깜깜이 환자 비율, 병상 가동률, 중환자 병상
가동률의 각 지표를 매일 모니터링하여 감염이 확산되었을 때
발동

３）「후쿠오카 코로나 경보」발동 하의 요청

３）「福岡コロナ警報」発動下の要請

○ 医療機関に対し医療提供体制整備を要請 (8/5)

○ 의료 기관에 의료 제공 체제 정비 요청(8/5)

○ 業種・地域を限定した要請 (8/8～8/21)

○ 특정 업종・지역에 대한 요청(8/8～8/21)

・酒類提供飲食店等の利用２時間以内を県民・店舗に要請
・2次会、3次会を控えていただくよう県民に要請

・福岡市内で、業種別ガイドラインを遵守していない接待を

・주류를 제공하는 음식점 등의 2시간 이내 이용을 현민・
해당 점포에 요청

・2차, 3차 모임을 삼가도록 현민에게 요청
・후쿠오카 시내에서 업종별 가이드라인을 엄수하지 않는

伴う飲食店、酒類提供飲食店への休業要請

접대를 동반한 음식점, 주류를 제공하는 음식점에 휴업 요청

의료 제공 체제의 확보

医療提供体制の確保
・ＰＣＲ検査体制 3,748件/日を確保
・新型コロナ患者を受け入れる病床を551床確保
・無症状者・軽症者を受け入れる宿泊療養施設1,057室を確保
県民・事業者の理解と協力
医療従事者等の尽力

新規感染者の
減少・病床稼
働率の低下

福岡コロナ警報の解除（10/8)

・PCR 검사 체제 3,748건/일 확보
・코로나19 환자를 수용할 병상 551개 확보
・경증・무증상자를 수용할 숙박 요양 시설 1,057실 확보
신규 확진자
현민・사업자의 이해와 협조 수의 감소・병상
의료 종사자 등의 노고
가동률의 저하

후쿠오카 코로나 경보 해제(10/8)

【福岡県の新型コロナウイルス感染症対策】

【후쿠오카현의 코로나19 대책】

医療提供体制の維持・確保を中心に据え、社会全
体で感染防止を図りながら、社会経済活動のレベ
ルをあげていく

의료 제공 체제의 유지・확보를 중심으로 사회
전체적으로 감염 방지를 꾀하면서 사회 경제
활동 가능 범위를 넓힘

사업 유지 지원과 일자리 창출

事業継続の支援と雇用の創出
■

■

事業継続の支援

○ 매출 급감에 직면한 사업자를 위한 지원

○ 売上急減に直面した事業者に対する支援

・福岡県持続化緊急支援金

・福岡県家賃軽減支援金

国の｢持続化給付金｣の対象となら
ない事業者に対し､最大50万円を
給付（7月末で終了）
・約2.6万者に､約90億円を給付
・国の対象約11.3万者と合わせて、県内中
小企業の約96%をカバー

・후쿠오카현 지속화 긴급 지원금

・予算規模 82億円
・申請後､1週間以内に給付

・후쿠오카현 집세 경감 지원금

정부의 ｢지속화 지원금｣ 대상 외
사업자를 위해 최대 50만 엔을
지급(7월 말 종료)

国の「家賃支援給付金」に県独自
に給付率を上乗せし､最大60万円
を給付（8月から給付開始）

・약 2.6만 명에게 약 90억 엔 지급
・정부 대상 약 11.3만 명 포함 현내 중소
기업의 약

96%를

지원

정부의「집세 지원금」에 현이
독자로 지급률을 올려 최대 60만
엔을 지급(8월 지급 개시)
・예산 규모 82억 엔
・신청 후

1주일 이내

지급

○ 자금 마련 대응 강화

○ 資金繰り対応の強化
区分

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応資金

緊急経済対策資金

구분

코로나19 대책 자금

긴급 경제 대책 자금

利率等

無利子･無担保、保証料ゼロ

利率1.3％、無担保、保証料ゼロ

이율 등

무이자･무담보, 보증금 제로

이율 1.3％, 보담보, 보증금 제로

貸付限度額

4,000万円

1億円

대출 한도 액

4,000만 엔

1억 엔

融資枠（全体）

6,600億円

1,786億円

융자 범위(전체)

6,600억 엔

1,786억 엔

＜直近融資実績＞

■

사업 유지 지원

コロナ資金5,137億円

雇用の創出

○ 緊急短期雇用創出事業
10月16日現在で、3,859人の雇用を創出

＜최근 실적＞

緊急経済対策資金1,376億円

■

코로나 자금 5,137억 엔

일자리 창출

○ 긴급 단기 일자리 창출 사업
10월 16일 기준

3,859명

일자리 창출

긴급 경제 대책 자금1,376억 엔

지역 경제의 회생

地域経済の立直し
○ プレミアム付き地域商品券の発行
・プレミアム率引き上げ
県の助成…販売額の3/100 → 販売額の10/100
⇒ 発行団体のプレミアム率…10％ → 20％以上
・発行規模拡大
総額233億円（2015年度につぐ2番目の規模）

○ オンライン通販による
物産の販売拡大

○ 県独自の宿泊助成
・「福岡の魅力再発見」九州キャ
ンペーンを実施 （7月～9月）
・11月5日より国のGoToトラベル事
業の補完・拡充のため、１泊あた
り最大5千円/人の宿泊助成を実施

○ ｢新しい生活様式｣を踏まえた製品開発、販路拡大等支援

○ 프리미엄 지역 상품권 발행
・프리미엄률 인상
현의 지원…판매액의 3/100 → 판매액의 10/100
⇒ 발행 단체의 프리미엄률…10％ → 20％ 이상
・발행 규모 확대
총액

233억

엔(2015년도에 이어 2번째 규모)

○ 인터넷 쇼핑에 의한
특산물 판매 확대

○ 현의 독자적인 숙박 지원
・「후쿠오카 매력 재발견」
규슈캠페인 실시(7월~9월)

・11월 5일부터 정부의 Go To
트래블 사업 보완・확충을 위해
1박당 최대 5천 엔(1인)의 숙박
지원을 실시

○ ｢새로운 생활 양식｣에 입각한 제품 개발, 판로 확대 등의 지원

・デリバリー､テイクアウト等の取組みを支援

・배달, 테이크아웃 서비스 등의 시스템 지원

・毎月開催しているフクオカベンチャーマーケットについて、10月
は、ウィズコロナ時代における新たなビジネスに特化して実施

・위드 코로나 시대의 새로운 비즈니스에 특화된 10월 후쿠오카
벤처 마켓(벤처 마켓은 매월 실시)

感染防止対策と治療薬開発

감염 방지 대책과 치료약 개발

○店舗等における感染防止対策

○점포 등에서의 감염 방지 대책

県独自の感染防止対策宣言ステッカー
宣言数

１９，９１９店舗（10/22現在）
（県内飲食店全体の1/4の店舗が宣言）

ステッカーを掲示する飲食店、接待
を伴う飲食店の感染防止対策を支援
飲食店（消耗品等）
最大5万円
接待を伴う飲食店等（備品）
最大20万円

○新型コロナ治療薬開発に関する共同研究
福岡県(県保健環境研究所）と
県内バイオベンチャー企業で
核酸医薬のコア技術を有する
「(株)ボナック」は、新型コ
ロナウイルス感染症の治療薬
を共同研究開発中

현의 독자적인 감염 방지 대책 선언 스티커
선언 수

19,919개 점포(10/22 기준)
（현 내 음식점 전체의 1/4 점포가 선언)

스티커를 게시한 음식점・접대를 동반한
음식점의 감염 방지 대책을 지원

음식점(소모품 등)

최대 5만 엔
접대를 동반한 음식점 등(비품)
최대20만 엔

○코로나19 치료약 개발에 관한 공동 연구
후쿠오카현(보건 환경
연구소)과 현 내 바이오 벤처
기업이자 핵산 의약 코어
기술을 보유한 (주)보낙이
코로나19 치료약을 공동 연구
개발 중

ありがとうございました。
감사합니다

福岡県知事
후쿠오카현 지사

小川 洋
오가와 히로시

