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８月中の帰省に関する都道府県からのメッセージ 

＜都道府県＞ メッセージの内容 

北海道 ご予定はあるかもしれませんが、大切な方を守るためにも、お願いします。 

「体調が悪い場合」 には、出かけない 

帰省、旅行、会合などにあたって、 

感染リスクについて、事前にみんなで話し合う 

感染リスクの防止を徹底できない場合は控える 

リスクが高い状況の例 

距離が取れない場所での飲み会 

マスクを外した会話（特に食事中） 

換気の悪い部屋で長時間の団らん 

高齢者や既往症のある方との接触では特に注意 

青森県 新型コロナウイルス感染症については、首都圏や大都市圏を中心に感染者が増加するなど厳

しい状況が続いているところですが、遠く離れ、ふるさとに思いを馳せる方々のお気持ちを拝

察するに、私としては、このお盆休み期間中の帰省について、一律の自粛はお願いいたしませ

ん。 

ただし、帰省を予定されている方々におかれましては、大切な御家族等の健康を守るために

も、御自身の体調を確認するとともに、感染拡大地域での行動歴などを十分に考慮し、御家族

等と相談の上、慎重に判断していただきたいと思います。 

そして帰省中においては、「三密」の回避やマスク着用などの基本的な感染防止対策の徹底

をはじめ、発熱など体調がすぐれない場合には外出を自粛していただくほか、大人数での会

食・飲み会や、重症化リスクの高い高齢の御家族等とお会いする際には特に気を付けるなど、

感染リスクに細心の注意を払い、慎重な行動をとっていただくようお願いします。 

また、県民の皆様方には、帰省される方々を温かい心で受け入れていただくことをお願いし

たいと思います。 

岩手県  お盆の帰省や夏季休暇の移動について一律の自粛は要請しませんが、 

・ 発熱等体調の悪い場合には移動を控えること 

・ 人に接する場合、特にお年寄りに接する場合や会食を伴う場合は気を付けること 

など、慎重な行動をお願いします。 

宮城県 ○ 発熱等の症状がある場合は、帰省等を控えて下さい。 

○ 発熱等の症状がない場合も、御家族と相談するなど、慎重に対応して下さい。 

○ 基本的な感染予防策を徹底し、三密を極力避けるとともに、特に大人数の会食など感染の

リスクが高い状況を控えるなど、高齢者等への感染につながらないよう注意をお願いします。 

秋田県 首都圏等からの帰省者が居住地に帰ってから感染していたことが判明した事例もあること

から、この夏は学生や親類の帰省、友人・知人の県内訪問については、是非とも控えていただく

よう、県内のご家族から今一度呼びかけしていただくようお願いいたします。 

山形県 全国では、東京都など首都圏のほか、愛知県や大阪府、福岡県などでも連日多くの新たな感

染者が確認されております。また、大都市圏以外でも感染者の増加が見られます。 

こうした状況に鑑み、お盆期間における帰省等について、県民の皆様には、以下の点に十分
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ご留意くださるようお願いします。 

１ 感染拡大地域からの帰省は慎重に 

ご家族やご親戚の方に、体調が悪い時の帰省を控えることや、感染が拡大している地域

からの帰省は、オンライン帰省とすることも含め、慎重に判断していただくことを伝えまし

ょう。 

２ 感染が拡大している地域へのお盆期間の帰省・旅行は控えて 

県内から感染が拡大している地域へのお盆期間の帰省・旅行については、できるだけ控

えましょう。 

３ お盆期間も「新しい生活様式」の徹底を 

人が集まる機会が多いお盆期間においても、基本的感染防止策（手指消毒やマスク着

用、大声を避ける、十分な換気など）の徹底や三密を極力避け、大人数の会食など感染の

リスクが高い状況を控え、感染予防の基本となる「新しい生活様式」を徹底しましょう。 

福島県 １ 帰省について慎重に判断を 

・ 発熱等の症状がある方は 、帰省や移動を控えましょう。 

・ 帰省先の御家庭の中に、高齢者や既往症をお持ちの方がいる場合や感染リスクが高い場

所に最近行った方は、慎重に判断するようにしましょう。 

２ 「新しい生活様式」の徹底を 

お盆等で多くの方が集まる機会がある場合には、家の外だけでなく、家の中でも「新しい

生活様式」の徹底をお願いします。 

＜お盆における５つの新しい生活様式＞ 

・ ３密を極力避けましょう。 

・ 感染防止対策（手指消毒やマスク着用、大声を避ける、十分な換気など）を徹底しましょう。 

・ 友人や親戚等が集まる会食や宴会については、感染リスクが高いことに注意しましょう。 

特に大人数の会食は控えましょう。 

・ 感染対策が行われているお店等を利用するようにしましょう。 

・ 「接触確認アプリＣＯＣＯＡ」などをインストールしましょう。 

茨城県 東京都内在住の方におかれましては，都内での経路不明の陽性者が増加していることなどか

ら、大変申し訳ありませんが、茨城県への不要不急の移動・滞在は控えていただくようお願いし

ております。（県民に対しても，都内在住の家族等へ不要不急の帰省の呼びかけを自粛するな

ど慎重な対応をお願いしているところです。） 

栃木県  帰省する場合は、県内外にかかわらず、体調が悪い場合は、旅行や外出を控えることとし、御

実家等への帰省であっても、控えるよう十分に家庭で話し合ってください。 

 高齢者など感染した場合のリスクが高い方がいる家庭での帰省の受け入れは、十分な配慮を

お願いします。手指の消毒、換気の徹底をはじめ、「３つの密」の回避等基本的な感染防止対策

を家庭内でも心がけてください。 

群馬県 日本人にとってお盆は特別な行事であり、一律に移動自粛を求めることは考えていません。 

 帰省する場合には、マスクの着用や十分な換気など、基本的な感染防止対策の徹底はもちろ

ん、大人数の会食など感染のリスクが高い状況を控えるなど、特に高齢者等への感染につなが

らないよう注意をお願いします。もし、そうした対応が難しい場合には、オンライン帰省をご検
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討ください。また、大前提として、そもそも発熱等の症状がある方は、帰省は控えてください。 

【県内へ帰省される皆様へ】 

帰省時の注意点 

・感染防止策の徹底（手指消毒、マスク、喚起など、） 

・３密を避ける 

・リスクが高い上古湯を控える（大人数の会食など） 

・発熱等の症状がある方は、帰省しない 

埼玉県 ◆帰省する場合は、いつも以上の感染症対策を。 

◇特に高齢者への感染防止に注意（３つの三つを回避、手指消毒、マスク着用、十分な換気な

どを徹底） 

◇大人数での会食・飲み会は自粛 

◇新しい旅のエチケットに留意 

◆上記の対応が難しい場合は、オンライン帰省を含め、慎重に検討 

◆発熱等の症状がある方は、くれぐれも帰省は控えて 

千葉県 体調がよくないときは、帰省を含め、外出を控えてください。帰省先の都道府県の要請を参

考に行動してください。 

東京都 今年の夏は、「特別な夏」ということで、一日でも早く安全・安心な生活を取り戻すために、こ

の夏の過ごし方につきまして、改めてお願いを申し上げます。旅行、帰省、夜間の会食、遠くへ

の外出、これらをお控えいただきたい。 

神奈川県 高齢者など、感染により重症化する可能性が高い方には特に配慮が必要ですので、帰省にあ

たっては、ご家族で事前によく話し合ってください。 

新潟県 発熱や風邪症状がある方は旅行や帰省を控えてください。 

富山県 お盆や夏休みは移動や面会が増える季節です。感染拡大防止に留意し、高い緊張感を持った

行動をお願いします。感染防止対策を徹底し、発熱や風邪症状の場合は、移動を控えてくださ

い。 

石川県 高齢者の重症化リスクを避ける観点から、お盆の帰省については、帰省される家族と十分相

談するなど、慎重に検討してください。 

福井県 〇帰省時の感染対策の徹底 

 ・東京都からの帰省は控える。 

 ・感染拡大注意地域からの帰省は、慎重に判断。 

 ・帰省前（２週間程度）は会食などリスクのある行動を控え、接触確認アプリ（COCOA）を導

入。 

 ・発熱や風邪の症状がある場合は、帰省を控える。 

 ・帰省後は、毎日の検温などの体調管理を徹底し、うつさない行動を。 

  ※高齢者や基礎疾患のある方が家庭内にいる場合等は特に注意。 

 ・親族や友人が集まり会食をする機会には、「感染防止徹底宣言」ステッカーを掲示している店

舗を利用。 

山梨県 この時期に帰省されるかどうかにつきましては、リスクを考えた上でもう一度、御家族で御

相談をしていただきたいと思います。特に、高齢者あるいは持病がある方、こういう重症化リス
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クの高い方が御家族にいらっしゃる場合には、帰省について慎重の上に慎重を重ねて、御検討

いただきたいと思います。 

県と致しましては、帰省自体を否定するものではありませんが、ぜひリスクを十分踏まえた上

で、大切な御家族の感染リスクを重々踏まえて御検討いただきたいと思います。その際には、

基本的な感染防止対策に加えまして、体調に不安がある場合は、今年は帰省を止めるというこ

とも一つ大きな方策だろうと思いますし、また帰省された際にもご親族でお集まりされる場合

に、大人数での会食は危険が伴います。また、マスクを着用しないで感染が広がったというケー

スも家族間でありますので、ぜひマスクを着用する、あるいは長時間対面で接触しないように

心がける、こういった対策を講じていただきますようお願い致します。また、御友人と久しぶり

の再会される場合にも、会食の場所はグリーン・ゾーン認証を取得したお店など、感染症対策が

十分とられた店舗をご利用いただきたいと思います。 

長野県 夏季における県外からの帰省は、ご家族と相談して、慎重に検討してください。帰省をされる

場合は、帰省前から３密空間を避けるとともに、帰省後は飲食店や知人宅での会食を控え、ご

高齢の方との接触を最小限にするなど慎重な行動をとってください。また、風邪症状などの体

調の異変がある場合は帰省を控えてください。 

また、感染拡大が懸念されている地域を含め、他県から当県へ来訪した方は、基本的な感染

防止策を徹底し、旅行中に風邪等の症状が現れたら、直ちに最寄りの有症状者相談窓口にご相

談ください。 

岐阜県 県をまたぐ帰省や、旅行については、目的地の最新の感染状況、ご家族や自身の体調などに

十分注意し、慎重に判断を。 

静岡県 今後、旧盆の時期を迎え、帰省をお考えの方もいらっしゃると思います。今後、首都圏等、感

染拡大地域からの帰省により、若年層から家庭内、とりわけ、高齢者や基礎疾患をお持ちの方

に感染が拡大することが大変危惧されます。 

帰省は、別な場所に住んでいる家族との間の濃厚接触になります。その点で、同居している

家族の旅行などと比べて、感染リスクが高いと言えます。 

帰省は、久しぶりの再会など、大変楽しみにしていらっしゃると思いますので、もちろん不要で

はありません。 

本当に今でなければいけないのか、今一度、御家族や先方の方々と十分御相談いただき、こ

の地域ごとの行動制限を参考にしていただき、自粛や特に慎重な行動をとっていただきますよ

うお願いします。 

やむを得ず、帰省される場合は、既に自分や相手が感染しているかもしれないとの意識をお

持ちいただき、移動前から体温測定や人との接触機会を減らすなど自己管理を行った上で、帰

省後も、体調管理のほか、マスクの着用、人と人の距離の確保など、徹底した感染防止対策をお

願いします。 

愛知県 お盆休み期間中の帰省については、もう一度、家族と検討を。体調が良くない場合は、帰省

や旅行を控えてください。 

三重県 お盆休み期間中の帰省については、もう一度、家族と検討を。体調が良くない場合は、帰省

や旅行を控えてください。 

帰省等をご検討されている感染者が急増しているエリアにお住まいやお勤めの方は、今その
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必要があるか、一度立ち止まって考えていただき、体調がすぐれない場合は三重県への移動を

避けて下さい。 

滋賀県 お盆を迎えるにあたって皆様への呼びかけ 

お盆を迎えますが、多くの方々にとって大切な時期であるこのお盆に、帰省を控えてほしい

ということは申し上げませんが、体調の優れない方は控えていただく、また、慎重に判断してい

ただくよう、ぜひ呼びかけたいと思います。病院へのお見舞い、介護施設等への面会について

は、クラスターが発生しやすい場所、重症化しやすい方々がいらっしゃるということも踏まえ

て、施設側の指示に従っていただき、慎重なご判断をお願いするよう呼びかけてまいりたいと

思います。 

京都府 帰省先での行動について、大人数での飲食や大声での会話を避けるよう要請し、高齢者と話

す際にマスク着用し、正面を向かないなどの配慮を求めます。 

大阪府 帰省自体を自粛いただくことは求めていません。 

帰省にあっては、体調管理・感染症対策を十分に行っていただくようお願いします。 

帰省した際には、宴会等で大騒ぎするような環境はつくらず、静かに親族と会ってお盆を過ご

しください。 

兵庫県 お盆に親族等を迎える際には、手洗い、マスク着用、換気など感染防止策をしっかりと！ 

発熱等の症状がある方は、帰省を控えましょう！ 

奈良県 奈良県では、帰省に際しては、各人が基本的な感染症対策を徹底していただくことが大事だ

と考えています。 

気をつけて帰省いただき、お墓参り、社寺参拝や故郷の自然を楽しんでいただければと思い

ます。 

また、家族（特におじいさん、おばあさん）に、うつさないように気をつけていただければと思

います。 

和歌山県 今現在、県外からの往来については、自粛をお願いしていません。（感染状況により日々対応

を検討）本県にお越しの際には、安全な生活・安全な外出を心がけてほしい。また、ガイドライン

を守って安全な営業をしているところに行ってもらいたい。 

大阪へ出かけて、会食をしてくることは控えてほしい。 

夜遅くまで集団で会食をし、そのまま友人宅に宿泊するようなことは控えてほしい。 

 

県民の皆様へは以下のお願いをしています。 

 

首都圏と大阪に出かけて会食をしない 

遅くまで集団で会食・宿泊をしない 

◇         ◇ 

症状がある人は通勤通学を控えてクリニック 

事業所では発熱チェック 

◇         ◇ 

各事業所で感染拡大予防ガイドライン 

病院、福祉施設サービスは特に注意 
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◇         ◇ 

濃厚接触者は陰性でもさらに注意 

クリニック等は疑い症例を積極的に発見 

鳥取県 皆さんの家族、親戚、友人には、身近な人からの感染に不安を感じている方がいるかもしれ

ません。県外から帰省をお考えの方、特に感染が拡大している地域の皆様には、高齢者や基礎

疾患をお持ちのご家族などへの感染の可能性について慎重に考慮し、その計画をもう一度ご

家族と相談し、ご判断ください。 

帰省された皆さんは、同窓会など三密になりやすい大人数の集まりについては、今一度中止

や延期についても検討していただきますようお願いします。 

島根県 島根県からのお願い 

（帰省について） 

県民の皆様と島根県に帰省される方々に、８月３日にお願いしましたが、一部追加・修正を加

えた上で、次の５点をお願いします。 

①身近な人からの感染に不安を感じている方がいるかもしれないので、帰省についてもう一度

家族と相談をお願いします。 

②発熱等の症状のある方や、最近２週間以内に感染リスクが高い場所に行かれた方は、帰省を

控えてください。 

③実家等で生活を共にする場合には、自宅でも感染予防策（「３つの密」の徹底的な回避、マス

ク着用、手洗い・咳エチケット、人と人との距離確保等）を徹底してください。 

④自宅での感染予防対策の徹底が難しい場合には、宿泊について、ホテルや旅館の利用も検討

してください。 

⑤感染のリスクが高い「大人数でのアルコールを伴う飲食」は控えてください。 

大変心苦しいお願いですが、感染防止の観点から、以上の一定の注意事項のもとで、注意して

お過ごし頂きたいと思います。 

なお、私からの要請事項の徹底をされた上で、帰省される方もおられると思います。帰省さ

れた方や御家族に対して、周囲の方は十分に配慮されますよう、重ねてお願いします。 

岡山県 夏休みやお盆の時期を迎え、帰省などによる人と人との接触の機会が増え、感染拡大のリス

クが高まることが懸念されます。 

そこで、８月３１日までの取組について、県民の皆様へのお願いです。 

１つ目、ふるさとへの帰省について、もう一度ご家族と相談してください。また、会う時間を短

くしたり、オンライン帰省も検討してください。 

広島県 お盆の過ごし方をみんなで考えよう！ 

・あなたの家族、親戚、友人には、身近な人からの感染に不安を感じている方がいるかもしれま

せん。ふるさとへの帰省について、もう一度家族と相談してみてください。 

うつらない、うつさない努力を！ 

帰省先でも、旅行先でも感染予防を引き続き徹底しましょう。 

・体調に不安があるときは帰省や旅行をやめる。 

・居住地や目的地の自治体が出す最新情報を確認する。 

・感染防止対策（「３つの密」の徹底的な回避、マスク着用、手洗い・咳エチケット、人と人との距
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離確保等）を徹底する。 

・夜の繁華街など「３つの密」が重なるリスクが高い場所への出入りを控える。特に帰省前は気

を付ける。 

・帰省後、ご高齢の方と会うときは、食事など特にリスクの高い場面における感染防止対策を

徹底する。 

・感染対策が行われている施設を利用し、感染リスクを避ける。 

・旅行される方は「新しい旅のエチケット」を実践する。 

・「接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）」などをインストールする。 

山口県 県外から帰省を予定されている方へ 

◎ 帰省は、慎重に検討のうえ、予定される場合は、 

  ☝ 帰省前２週間、感染リスクを避けて ！ 

  ☝ 症状があれば、帰省は自粛を！    

◎ 帰省後、症状が出た場合は、 

  ☝ すぐに保健所に相談を！ 

  ☝ 特に、『お年寄り等との接触 』 や 『会合への出席 』 は、絶対に避けて！ 

徳島県 １．徳島県からの感染拡大予防へのお願いについて 

 徳島県では、感染拡大予防対策を行う独自の指標として、「とくしまアラート」を作成していま

す。現在、「感染拡大注意」の段階であり、感染拡大防止のために以下のことにご協力ください。 

基本的感染予防（マスク着用、手洗い手指消毒、咳エチケット、３密の回避）の徹底をお願いしま

す。 

飲食店を利用する場合は、感染拡大予防ガイドラインの実践状況の確認をお願いします。 

  →「事業者版スマートライフ宣言」(２．にて詳細)などの掲示を確認いただき、 

感染拡大予防ガイドラインの実践状況を確認 

 

会食など、飛沫感染のリスクが高い場所での、大声での会話の自粛をお願いします。 

体調等が優れない場合は、外出せず、療養をお願いします。 

 

２．「事業者版スマートライフ宣言」などについて 

 徳島県では、各事業者や各店舗において、感染拡大予防ガイドラインの実践を推進しその取組

を「見える化」するため、 

「事業者版スマートライフ宣言」や「ガイドライン実践店ステッカー」を作成しています。 

徳島県内で店舗を利用される際は、これらの掲示状況を参考にしてください。 

 

３．接触確認アプリ「COCOA」及び「とくしまコロナお知らせシステム」の利用について 

 万が一、訪問先等で新型コロナウイルス感染症が発生していた場合、感染情報を提供する、 

国の接触確認アプリ「COCOA」のダウンロードにご協力ください。 

 

「とくしまコロナお知らせシステム」運用しています。 

このシステムは不特定多数の方が利用する施設やイベント等で、新型コロナウイルスの感染者
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が発生した場合に、感染者と同じ日に同じ施設等を利用した方に対し、注意喚起メールを県か

ら送信するものです。 

訪問先で読み取り用のQRコードがありましたら、ご登録をお願いいたします。 

 

４．体調が悪い場合は 

発熱や咳などの症状がある場合は、外出はせず、医療機関を受診する前に「帰国者・接触者

相談センター」に相談してください。 

相談の結果、新型コロナウイルス感染症の疑いがあると判断した場合は、「帰国者・接触者外

来」への受診調整を行います。 

香川県 香川県への帰省を考えている皆さまへ 

お盆休みを迎え、ふるさと香川への帰省を楽しみにされていることと思います。香川県への

帰省を一律に控えていただく必要はありませんが、以下の点について、いま一度ご家族・ご友

人とご相談のうえ、慎重に検討していただくようお願いいたします。 

○ まずは、お住まいの地域において、地域外の移動についてどのような対応が求められてい

るのかを十分に確認してください。 

○ 発熱等の症状がある方や、出発直前あるいは最近２週間以内に感染リスクが高い場所に行

かれた方は、帰省を控えてください。 

○ 帰省される際には、人との距離を取る、３密を避ける、マスクを着用するなど、基本的な感

染防止対策を徹底してください。 

特に重症化のリスクの高い高齢者、基礎疾患のある方、妊娠している方に会うときには十分注

意してください。 

○ また、ご家族、ご親戚や同級生などが集まれば、会食の機会が多くなると思いますが、会食

の際は、大人数を避ける、座席の配置に気を付ける、大声を発しない、大皿料理やお酌を控える

など、感染防止対策を徹底してください。 

特に外食の場合は、ガイドラインに沿った感染予防対策が行われている施設かどうか確認し、

ガイドラインに沿っていない施設は避けてください。 

愛媛県 「夏休み・お盆期間」を迎えるにあたり、県民の皆様におかれましては、改めて、以下の ３点に

ご注意いただくようお願いいたします。 

①首都圏や関西圏からの帰省に注意 

➣重症化リスクが高い高齢者、基礎疾患のある家族がいる場合は特に注意 

・ 今回は感染拡大地域からの帰省は控える 

・電話やオンラインを活用した対話にする 

・感染リスクの回避について、今一度ご家族で相談する 

・帰省された場合は、健康観察・体調管理には十分注意していただき、少しでも発熱や咳など体

調に異変を感じたら、人との接触を避けて休養する 

・ためらわずに相談センターに連絡するなど。 

➣事業者の方々は出張等においても同様、旅行も慎重に 

・首都圏や関西圏、大都市圏への出張や旅行は、慎重に検討し・首都圏や関西圏、大都市圏への

出張や旅行は、慎重に検討していただていただく、オンラインで会議等を開催など。 
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高知県 感染が拡大している県外にお住まいの皆さまには、発熱がある、身体がだるいなど、新型コ

ロナウイルスの感染が疑われるような症状がある場合には、高知県への来県は控えていただく

よう、改めてお願いします。 

福岡県  来ていただく場合にはマスク、手洗い、人との距離、それから三密の回避。いわば、ご自身を

守るとうい防止対策になるわけですが、ご自身を守ることだけではなくて、人にもうつさない

ということにもなりますので、それをしっかり守っていただきたいと思います。 

佐賀県 帰省をお考えの場合は、徹底した感染予防と体調管理をしっかり行い、少しでも体調が悪い

場合は帰省を控えてください。 

帰省先に高齢者など重症化リスクが高い方がいらっしゃる場合は、宿泊は県内のホテルや旅

館の活用も検討してください。  

長崎県 帰省については、高齢者と接する機会、飲食・飲食の機会が増えることから、家族とよく相談

してください。 

発熱等の症状がある場合や、夜の繁華街等に立ち寄られた方は、帰省を控えてください。 

大人数の酒席やイベントへの参加、三密の場への立ち寄りは控えてください。 

マスクの着用、手指消毒、人と人との距離を空けるなど、新しい生活様式の実践を改めて徹

底してください。 

熊本県 お盆の時期の帰省についても、自粛していただくよう、県外在住の家族や親戚等に呼びかけ

をお願いしているところです。 

大分県 県外から実家などに帰省される方については、高齢者のいるご家庭もあることから、会食な

どの際には、対面で座ることや大声でおしゃべりすることのないようにご留意ください。 

宮崎県 帰省を控えいただくよう県外の県人会等を通じて要請中 

鹿児島県  夏休みやお盆の帰省シーズンを迎え、県外からの人の移動が活発になることが予想されま

す。高齢者や基礎疾患のある方など重症化リスクのある人への感染については、特に注意が必

要です。 

 このような状況を踏まえ、お盆休みなどで帰省される場合には、体調管理をしっかりと行った

上で来県し、感染防止策を徹底されるようお願いします。また、発熱等の症状がある場合には

移動を控えていただくようお願いします。 

 特に、高齢者や基礎疾患のある方と会われる際には、十分注意していただくようお願いしま

す。 

 また、離島においては医療提供体制が脆弱なため、一部の離島では、来島自粛を呼びかけて

いるところであり、ホームページ等でご確認のうえ、来島自粛への協力をお願いします。 

沖縄県  県民の皆様には、県をまたぐ不要不急の往来は自粛をお願いします。 

 県外からの渡航については、慎重に判断していただきますようお願いします。 

 来島自粛を求めている離島への渡航は自粛をお願いします。 

 また、その他の離島についても、離島の医療提供体制が脆弱であることから、本島と離島間、

離島と離島間の移動については、必要最小限とするようお願いします。 

 

※各都道府県からの情報及び HP等に基づき、全国知事会事務局が作成 

※内容は順次更新します。 


