
５月１６日より後の 宮城県の コロナ対策

これからのポイント

お願い いままで（再拡大防止期間） ５月１６日から

宮城県に住んでいる人・飲食店 １つのテーブルに 一緒に座るのは 4人までに します 人の数は 制限しません。

＊また 感染が 広がりそうな時は すぐに 対策を 考えます
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▽重い症状で 入院する 病気の人の 数が 増えていません。飲食店で クラスター＜＝たくさんの人が 感染する＞

が ありませんでした。そのため、「再拡大防止期間」は ５月１５日で 終わります。 飲食店を使うときは 一緒

に座る 人の数は 制限しません。

▽日本中で新しく コロナに感染する人が まだいます。これからも ４つの対策は 続けます。 宮城県に 住んでい

る人への お願いも 続けます。
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再拡大防止期間＜＝感染が また広がらないように 気をつける期間＞が 終わります。
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▶飲食店を使うときは 一緒に座る 人の数は 制限しません。そのほかの お願いは そのまま 続けます。

▶ ４つの対策は 続けます。
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宮城県に 住んでいる人への お願い

【変わること】

○飲食店など、 外で 他の人と 食事をするときに １つのテーブルに 一緒に座る 人の数は 制限しません。

【続けること】

宮城県の外に行くときは 感染を防ぐ対策を しっかりして 移動先で 感染する危険が 高いことはしない。

○ 飲食店など、 外で 他の人と 食事をするときは、 次の①～③を 守ってください。

① 感染を防ぐ対策を しっかりしている店を 使います。（宅配・テイクアウトの店 以外）

（「選ぶ！選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」 の認証店など）

② 飲んだり 食べたりする 時間を 短くします。 話をするときは 小さな声で 必ず マスクを着けます。

○ 感染する危険が 高いことは しないでください。 感染を防ぐ対策を してください。

（ワクチンを 接種していない人は、とくに 注意します）

○ コロナの症状がない人で 感染が不安な人は、 コロナの検査を 受けてください。

〔※ワクチンを接種した人でも 感染する場合があります。 コロナの検査を受けた人も 今までどおり 対策を 続けます。〕
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