
奈良県奈良県奈良県奈良県((((ならならならならけんけんけんけん))))のののの

新型（しんがた）コロナウィルスの新型（しんがた）コロナウィルスの新型（しんがた）コロナウィルスの新型（しんがた）コロナウィルスの

病気（びょうき）病気（びょうき）病気（びょうき）病気（びょうき） についてについてについてについて

奈良県（ならけん）に奈良県（ならけん）に奈良県（ならけん）に奈良県（ならけん）に 住（す）んでいる住（す）んでいる住（す）んでいる住（す）んでいる

人（ひと）に人（ひと）に人（ひと）に人（ひと）に お願（ねが）いお願（ねが）いお願（ねが）いお願（ねが）い

1

2020.11.11(水曜日)

知事定例記者会見資料

この 資料(しりよう)は ７月(がつ)より 後(のち)に どれだけ この 病気(びようき)に
なった人(ひと)が いるのか を、１１月８日（じゅういちがつ ようか）に まとめた
ものです。
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6/29～ 7/6～ 7/13～ 7/20～ 7/27～ 8/3～ 8/10～ 8/17～ 8/24～ 8/31～ 9/7～ 9/14～ 9/21～ 9/28～ 10/5～ 10/12～ 10/19～ 10/26～ 11/2～

新新新新((((あたらあたらあたらあたら))))しくしくしくしく 病気病気病気病気((((びょうきびょうきびょうきびょうき))))がががが うつったうつったうつったうつった 人人人人((((ひとひとひとひと))))のののの 数数数数((((かずかずかずかず))))はははは ８月８月８月８月((((はちがつはちがつはちがつはちがつ))))

中中中中((((なかなかなかなか))))ごろがごろがごろがごろが １番１番１番１番((((いちばんいちばんいちばんいちばん)))) 多多多多((((おおおおおおおお))))かったかったかったかった です。そのです。そのです。そのです。そのあとあとあとあと 少少少少((((すくすくすくすく))))なくなりなくなりなくなりなくなり、、、、

ほとんどほとんどほとんどほとんど 変変変変((((かかかか))))わらなかったわらなかったわらなかったわらなかったがががが、、、、１０月１０月１０月１０月((((じゅじゅじゅじゅうがつうがつうがつうがつ)  )  )  )  おわり頃おわり頃おわり頃おわり頃((((ごろごろごろごろ))))からからからから 増増増増((((ふふふふ))))えてえてえてえて

いますいますいますいます
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1111次次次次((((いちじいちじいちじいちじ))))のののの 病気病気病気病気((((びょうきびょうきびょうきびょうき))))にににに うつったうつったうつったうつった 人人人人((((ひとひとひとひと))))は、は、は、は、ほとんどほとんどほとんどほとんどがががが

大阪大阪大阪大阪((((おおさかおおさかおおさかおおさか)))) へへへへ いったりいったりいったりいったり きたりきたりきたりきたり したしたしたした人人人人((((ひとひとひとひと)))) です。です。です。です。

１次感染者１次感染者１次感染者１次感染者

((((いちじかんいちじかんいちじかんいちじかん

せんしゃせんしゃせんしゃせんしゃ))))

205205205205名名名名,,,,32%32%32%32%

感染元調査中感染元調査中感染元調査中感染元調査中((((かんせんかんせんかんせんかんせん

もとちょうさちゅうもとちょうさちゅうもとちょうさちゅうもとちょうさちゅう))))

167167167167名名名名,,,,26%26%26%26%

２次感染者２次感染者２次感染者２次感染者

((((にじかんにじかんにじかんにじかん

せんしゃせんしゃせんしゃせんしゃ))))

247247247247名名名名,,,,38%38%38%38%

３次感染者(さんじかんせんしゃ)

24名,4%

４次感染者(よじかんせんしゃ),2名,0%

大阪関連 162名

大阪に行って感染 152名

大阪から来た方から感染 10名

大阪以外に行って感染大阪以外に行って感染大阪以外に行って感染大阪以外に行って感染 29292929名名名名

大阪以外から来た方から感染大阪以外から来た方から感染大阪以外から来た方から感染大阪以外から来た方から感染 14141414名名名名

大阪に通勤・通学 59名

大阪以外に通勤・通学 3名

県内に通勤・通学 78名

その他 27名

全感染者全感染者全感染者全感染者

６４５名６４５名６４５名６４５名

１１１１次次次次感感感感染染染染者者者者のののの約約約約８８８８割割割割

これまでのこれまでのこれまでのこれまでのところところところところ

奈良県奈良県奈良県奈良県((((ならならならならけんけんけんけん)))) のののの 外外外外((((そとそとそとそと))))

からからからからきたきたきたきた 観光客観光客観光客観光客((((かんこうかんこうかんこうかんこうきゃくきゃくきゃくきゃく))))

がががが 他他他他((((ほかほかほかほか))))のののの 人人人人((((ひとひとひとひと))))にににに 病気病気病気病気

((((びょうきびょうきびょうきびょうき))))をををを うつしたうつしたうつしたうつした ことはことはことはことは

ありませんありませんありませんありません



県内(けんない)で２次感染

(にじかんせん)をおこした人

(ひと)

106106106106名名名名, , , , 28%28%28%28%

県内(けんない)で２次感染

(にじかんせん)をおこさな

かった人(ひと)

266266266266名名名名,,,,72%72%72%72%
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１次＋調査中１次＋調査中１次＋調査中１次＋調査中

((((ちょうさちゅうちょうさちゅうちょうさちゅうちょうさちゅう))))

３７２名３７２名３７２名３７２名

1111次次次次((((いちじいちじいちじいちじ))))のののの 病気病気病気病気((((びょうきびょうきびょうきびょうき))))がががが うつったうつったうつったうつった 人人人人((((ひとひとひとひと))))（２０５名（２０５名（２０５名（２０５名((((めいめいめいめい))))）と）と）と）と どどどど

こからこからこからこから 病気病気病気病気((((びょうきびょうきびょうきびょうき))))がががが うつったかうつったかうつったかうつったか 調調調調((((しらしらしらしら))))べているべているべているべている 人人人人((((ひとひとひとひと))))（１６７名（１６７名（１６７名（１６７名

((((めいめいめいめい))))）を）を）を）を 合合合合((((ああああ))))わせてわせてわせてわせて ３７２名３７２名３７２名３７２名((((めいめいめいめい))))です。です。です。です。

そのうち、奈良県そのうち、奈良県そのうち、奈良県そのうち、奈良県((((ならならならならけんけんけんけん))))のののの 中中中中((((なかなかなかなか))))でででで ２次２次２次２次((((にじにじにじにじ))))のののの 感染感染感染感染((((かんせんかんせんかんせんかんせん))))をををを おおおお

こした人こした人こした人こした人((((ひとひとひとひと))))※※※※はははは 約約約約((((やくやくやくやく))))３０％３０％３０％３０％ですですですです ※※※※べつの人にべつの人にべつの人にべつの人に 病気病気病気病気((((びょうきびょうきびょうきびょうき))))をををを うつした人うつした人うつした人うつした人((((ひとひとひとひと))))

このこのこのこの３０％を３０％を３０％を３０％を 減減減減((((へへへへ))))らすらすらすらすことがことがことがことが

奈良県奈良県奈良県奈良県((((ならならならならけんけんけんけん))))の中の中の中の中((((なかなかなかなか))))でのでのでのでの

感染感染感染感染((((かんせんかんせんかんせんかんせん))))がががが 拡拡拡拡((((ひろひろひろひろ))))がるがるがるがる

ことやことやことやことや 防防防防((((ふせふせふせふせ))))ぐことにぐことにぐことにぐことに つなつなつなつな

がりますがりますがりますがります
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２次２次２次２次((((にじにじにじにじ))))のののの 感染感染感染感染((((かんせんかんせんかんせんかんせん))))では、では、では、では、家庭家庭家庭家庭((((かていかていかていかてい))))、、、、部活動部活動部活動部活動((((ぶかつどうぶかつどうぶかつどうぶかつどう))))

・寮生活・寮生活・寮生活・寮生活((((りょうせいかつりょうせいかつりょうせいかつりょうせいかつ))))、、、、友友友友((((ともともともとも))))だだだだちとちとちとちと 飲食飲食飲食飲食((((いんしいんしいんしいんしよくよくよくよく))))・・・・カラオケカラオケカラオケカラオケ などなどなどなど

にににによるよるよるよる 感染感染感染感染((((かんせんかんせんかんせんかんせん))))がががが ８０％と８０％と８０％と８０％と なっていますなっていますなっていますなっています

A A A A 家庭家庭家庭家庭((((かていかていかていかてい))))

88888888名名名名,,,,35%35%35%35%

B B B B 部活動部活動部活動部活動((((ぶかつどうぶかつどうぶかつどうぶかつどう))))・寮生活・寮生活・寮生活・寮生活

((((りょうせいかつりょうせいかつりょうせいかつりょうせいかつ))))

59595959名名名名,,,,24%24%24%24%

C C C C 友友友友((((ともともともとも))))だちと飲食だちと飲食だちと飲食だちと飲食

((((いんしょくいんしょくいんしょくいんしょく))))・カラオケ・カラオケ・カラオケ・カラオケ

などなどなどなど

51515151名名名名,,,,21%21%21%21%

その他(ほか)

49名,20%

職場(しょくば) 17名福祉施設等(ふくし しせつ とう)17名病院内(びょういん ない) 9名ジム 3名車(くるま)に同乗(どうじょう) 3名
２次２次２次２次((((にじにじにじにじ))))

感染者感染者感染者感染者

((((かんせんしゃかんせんしゃかんせんしゃかんせんしゃ))))

２４７名２４７名２４７名２４７名



入院入院入院入院((((にゅういんにゅういんにゅういんにゅういん))))がががが できるできるできるできる ベッドベッドベッドベッドのののの 数数数数((((かずかずかずかず)))) ４６７４６７４６７４６７ベッドベッドベッドベッド

入院入院入院入院((((にゅういんにゅういんにゅういんにゅういん)))) してしてしてしているいるいるいる 人人人人((((ひとひとひとひと))))のののの 数数数数((((かずかずかずかず)))) ９３名９３名９３名９３名((((めいめいめいめい))))

入院入院入院入院((((にゅういんにゅういんにゅういんにゅういん))))でででで 病院病院病院病院((((びょうびょうびょうびょういんいんいんいん))))のののの ベッドをベッドをベッドをベッドを つかっているつかっているつかっているつかっている りつりつりつりつ ２０％２０％２０％２０％

病気病気病気病気((((びょうきびょうきびょうきびょうき))))がががが よくなるまでよくなるまでよくなるまでよくなるまで 使使使使((((つかつかつかつか))))うううう 宿泊宿泊宿泊宿泊施設施設施設施設((((しゅくはくしゅくはくしゅくはくしゅくはく しせつしせつしせつしせつ))))

のののの 部屋部屋部屋部屋((((へやへやへやへや))))のののの 数数数数((((かずかずかずかず)))) １０８部屋１０８部屋１０８部屋１０８部屋((((へやへやへやへや))))

部屋部屋部屋部屋((((へやへやへやへや))))をををを 使使使使((((つかつかつかつか))))ってってってっているいるいるいる 人人人人((((ひとひとひとひと))))のののの 数数数数((((かずかずかずかず)))) ５名５名５名５名((((めいめいめいめい))))

部屋部屋部屋部屋((((へやへやへやへや))))をををを 使使使使((((つかつかつかつか))))ってってってっているいるいるいる りつりつりつりつ ５％５％５％５％
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入院入院入院入院((((にゅういんにゅういんにゅういんにゅういん)))) およびおよびおよびおよび 宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設((((しゅくはくしゅくはくしゅくはくしゅくはく しせつしせつしせつしせつ))))（ホテルや（ホテルや（ホテルや（ホテルや旅館旅館旅館旅館((((りょりょりょりょかんかんかんかん))))など）など）など）など）がががが

どれどれどれどれくらいくらいくらいくらい 使使使使((((つかつかつかつか))))われてわれてわれてわれて いるか（いるか（いるか（いるか（１１月８日１１月８日１１月８日１１月８日 現在現在現在現在((((げんざいげんざいげんざいげんざい))))））））

入院入院入院入院((((にゅういんにゅういんにゅういんにゅういん))))でででで 病院病院病院病院((((びょうびょうびょうびょういんいんいんいん))))のののの ベッドをベッドをベッドをベッドを つかっているつかっているつかっているつかっている りつりつりつりつ はははは２０％２０％２０％２０％、、、、

宿泊療養宿泊療養宿泊療養宿泊療養((((しゅくはくしゅくはくしゅくはくしゅくはく りょうようりょうようりょうようりょうよう))))のののの へやをへやをへやをへやを つかっているつかっているつかっているつかっている りつりつりつりつ はははは５％５％５％５％ です。です。です。です。
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奈良県奈良県奈良県奈良県((((ならならならならけんけんけんけん))))にににに

住住住住((((すすすす))))むむむむ 人人人人((((ひとひとひとひと))))へへへへのののの

お願お願お願お願((((ねがねがねがねが))))いいいい



Ａ．家庭Ａ．家庭Ａ．家庭Ａ．家庭((((かていかていかていかてい))))ではではではでは

➣➣➣➣かぜかぜかぜかぜ をををを ひいたときやひいたときやひいたときやひいたときや あじあじあじあじやややや においにおいにおいにおい がががが

しないしないしないしない とき、とき、とき、とき、

またまたまたまた 大阪大阪大阪大阪((((おおさかおおさかおおさかおおさか))))などなどなどなど 病気病気病気病気((((びょうきびょうきびょうきびょうき))))にににに

なるなるなるなる 確率確率確率確率((((かくりつかくりつかくりつかくりつ))))がががが 高高高高((((たかたかたかたか))))いいいい 場所場所場所場所((((ばしよばしよばしよばしよ))))

にににに 出入出入出入出入((((でいでいでいでい))))りりりり したときしたときしたときしたときはははは 家族家族家族家族((((かぞくかぞくかぞくかぞく))))とととと

生活生活生活生活((((せいかつせいかつせいかつせいかつ))))をををを わけてください。わけてください。わけてください。わけてください。
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Ｂ．部活動Ｂ．部活動Ｂ．部活動Ｂ．部活動((((ぶぶぶぶ かつどうかつどうかつどうかつどう))))・・・・
寮生活寮生活寮生活寮生活((((りょうりょうりょうりょう せいかつせいかつせいかつせいかつ))))ではではではでは

➣➣➣➣かぜやかぜやかぜやかぜや 病気病気病気病気((((びょうきびょうきびょうきびょうき))))にににに なったかもなったかもなったかもなったかも しれないしれないしれないしれない

ときときときとき

・部活動・部活動・部活動・部活動((((ぶぶぶぶ かつどうかつどうかつどうかつどう))))にににに 参加参加参加参加((((さんかさんかさんかさんか))))

させないさせないさせないさせない

・・・・寮寮寮寮((((りようりようりようりよう))))ではではではでは 全員全員全員全員((((ぜんいんぜんいんぜんいんぜんいん))))のののの へやへやへやへや のののの

管理管理管理管理((((かんかんかんかんりりりり))))をををを 徹底徹底徹底徹底((((てっていてっていてっていてってい))))
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ＣＣＣＣ．友．友．友．友((((ともともともとも))))だちとだちとだちとだちと 飲食飲食飲食飲食((((いんしいんしいんしいんしよくよくよくよく))))
・・・・カラオケカラオケカラオケカラオケ などなどなどなど でででではははは

➣➣➣➣かぜかぜかぜかぜ やややや 病気（びょうき）病気（びょうき）病気（びょうき）病気（びょうき） にににに なったなったなったなった かもかもかもかも

しれないしれないしれないしれない ときときときとき はははは 参加（さんか）しない参加（さんか）しない参加（さんか）しない参加（さんか）しない
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奈良県奈良県奈良県奈良県((((ならならならならけんけんけんけん))))にににに 住住住住((((すすすす))))むむむむ 人人人人((((ひとひとひとひと))))はははは

病気病気病気病気((((びょうきびょうきびょうきびょうき))))にににに うつらない、うつさないうつらない、うつさないうつらない、うつさないうつらない、うつさない

ようようようようにににに しっかりしっかりしっかりしっかりとととと 注意注意注意注意((((ちゅういちゅういちゅういちゅうい))))してしてしてして

観光観光観光観光((((かんこうかんこうかんこうかんこう))))やややや 食事食事食事食事((((しょくじしょくじしょくじしょくじ))))をををを

楽楽楽楽((((たのたのたのたの))))しんでしんでしんでしんで くださいくださいくださいください


