＜やさしいにほんご＞
作成:(公財)高知県国際交流協会

えん ぼうし とうじゅうてん そち
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措置の場所：高知市
高知市(こうちし)と 高知県(こうちけん)の すべての 場所(ばしょ)への おねがい

いつから～
いつまで

2021ねん８がつ27にち（きんようび）
～９がつ12にち（にちようび）
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飲食店(いんしょくてん）などの 事業者(じぎょうしゃ)の みなさまへの
おねがい 【高知市(こうちし)】
営業時間短縮(えいぎょうじかんたんしゅく)の おねがい
＝おみせのじかんを みじかく してください
○期間(きかん)：2021ねん８がつ27にち（きんようび）～９がつ12にち（にちようび）
○内容(ないよう)：みせは あさ 5：00 ～ よる 20：00 までに してください。
お酒(さけ)や アルコールは、 ださないで ください。
カラオケは つかわないで ください。(カラオケボックスは、つかえます。）
○場所(ばしょ) ：①飲食店(いんしょくてん)
れい）キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブ、
料理店(りょうりてん)、喫茶店(きっさてん)、居酒屋(いざかや)など
〔＊たくはい・テイクアウトは いいです。〕
②りょかん、ホテルの宴会場(えんかいじょう)など、たべものを だす ばしょ
③カラオケボックス、ライブハウス
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大型商業施設(おおがたしょうぎょうしせつ)※の管理者(かんりしゃ)の
みなさまへの おねがい 【高知市(こうちし)】
〇 たくさんの ひとが いるときには、ひとつのところに ひとが あつまらない
ように してください。
〇 人(ひと)と 人(ひと)が ２ｍ以上(いじょう) はなれるよう、はいる
ひとの かずに きをつけて ください。
※1,000㎡より おおきい デパート〔しょくひんうりば など〕や スーパーマーケットなど

イベントを する 事業者(じぎょうしゃ)の みなさまへの おねがい
【高知県(こうちけん)の すべての ばしょ】
○ イベントの人数(にんずう)は、5,000人(にん) までに してください。
※収容率(しゅうようりつ)－おおきい声(こえ)を ださないイベントは、100％以内(いない)
おおきい声(こえ)を だすイベントは、50％以内(いない)
（注）たくさんの 県(けん)に いく イベントや、1,000にんより おおい ひとが くる イベントは、
イベントを するまえに 県(けん)に そうだん してください。
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高知県(こうちけん)の みなさまへの おねがい 【高知市(こうちし)】
○ ごはんを 食(た)べたり、お酒(さけ)を 飲(の)むときは、
いっしょに 住(す)んでいる人(ひと) だけ にしてください。

高知県(こうちけん)の みなさまへの おねがい
【高知県(こうちけん)の すべての ばしょ】
○ 昼(ひる)も 夜(よる)も、できるだけ 外(そと)に 出(で)ないでください。
必要(ひつよう)な ときは 出(で)てもいいです。
○ 必要(ひつよう)で ないときは、高知市(こうちし)へ いったり きたり しないでください。
○ 外出(がいしゅつ)する ときは、かぞくや いつも あっている ともだちと、すくない にんずうで
でかけてください。ひとが すくないところや すくないときに でかけてください。

事業者(じぎょうしゃ)の みなさまへの おねがい
【高知県(こうちけん)の すべての ばしょ】

○ 会社(かいしゃ)に きて 仕事(しごと)を するひとを 70％ へらしましょう。テレワーク、
時差出勤(じさしゅっきん)、休暇取得(きゅうかしゅとく)、ローテーション勤務(きんむ)が できるよう
とりくんでください。
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高知県(こうちけん) が すること
１ 高知県(こうちけん)が おこなう イベント【高知県(こうちけん)の すべての ばしょ】
○ 高知県(こうちけん)が おこなう イベントは、中止(ちゅうし)か 延期(えんき)、または
イベントの やり方(かた)を かんがえます。
高知市(こうちし)の 県立学校(けんりつがっこう)、高知市(こうちし)から
２ 県立学校(けんりつがっこう)について
かよう せいとが おおい 高知東工業(こうちひがしこうぎょう)、岡豊(おこう)、
伊野商業(いのしょうぎょう)、高知海洋(こうちかいよう）
○ 学校活動(がっこうかつどう)
※高等学校(こうとうがっこう)14校(こう)、中学校(ちゅうがっこう)２校(こう)、
特別支援学校(とくべつしえんがっこう)７校(こう)分校(ぶんこう)含(ふくむ）
・がっこうは、やすみにしません。
・感染(かんせん)しないように するため、がっこうが はじまる時間(じかん)を１時間(じかん)
くらい おそくします。 かえりの時間(じかん)は、それぞれの がっこうで きめます。
※特別支援学校(とくべつしえんがっこう) は がっこうが きめます。
○ 部活動(ぶかつどう)
・しません。

３ 県立施設(けんりつしせつ)など
○ 観光客(かんこうきゃく) など たくさんの ひとが くる 高知市(こうちし)の 県立(けんりつ)の
施設(しせつ)では やすむところが あります。
〔香南市(こうなんし)の 「のいち動物公園(どうぶつこうえん)」は 9/3まで やすみです〕。
○ 高知市(こうちし)が 管理(かんり)している 施設(しせつ)も やすみに するように おねがいを します。
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本館、展示館、土佐寒蘭センターは休みます 。
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※レストラン、カフェ、ショップは開いています
かがくかん

ジャングルミュージアム、どうぶつ科学館は
休みます。
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