
P1

静岡県の
新型コロナウイルス感染症者
発生・入院等の状況

（2022年4月22日～28日時点）

静岡県健康福祉部　新型コロナ対策 企画課 & 推進課



静岡県の直近１か月の新型コロナ新規感染者数の状況
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（公表日ベース）《４月28日時点》



静岡県の新型コロナ新規感染者数と簡易実効再生産数（1/10～4/28）

（人）（人）

国立感染症研究所の報告に基づき、簡易実効再生産数を直近7日間の新規感染者数/
（世代時間）日前7日間の新規感染者数とし、世代時間をオミクロン株で2日間として計算した
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実効再生産数は、1月30日以降0.91～1.07の間を推移していたが、
3月に入り0.9台が多くなり、3月22日から0.8台となった。
3月27日から再び１を超えたが、4月8日以降0.9台(4月28日0.91)。



静岡県の第６波以降　これまでの全体像（1/1～4/28）
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（人/週/人口10万）（人）
2月10日

最高３３３.７
2月10日

最高１２,１４７

3月25日
６波最低１４９.６

3月25日
６波最低５,４４６

第６波 第７波

4月28日
１２９.７

4月28日
４,７２１



静岡県 発熱等受診相談センターの有症状者相談件数と感染者数(7/1～4/26)

P5

症状のある方からの相談件数は
３月下旬以降横ばいだったが、
４月後半からやや下降傾向。

R3年10月30日～
発熱等診療医療機関

を県webで公表



静岡県の直近の年代別感染者数・割合（4/22～27）

全3988人

（+-□%）
は先週との増減

政令市を含む全県

１０歳未満が２２％で
最多で人数も最多
他の年代は全て人数
が減少。

２０歳代以下で全体の
約半数、
３０歳代以下で約３分
の２を占める。
６０歳以上は９％。

P6（-2%）

（+-0%） （+2%）（+-0%）

（+1%）

（-2%）

（+-0%）

（+-0%）



静岡県　飲食の場での感染割合（3/10～4/27）
政令市と県所管地域

３月下旬のまん延防止等
重点措置解除後に
飲食の場で感染した割合
が１０歳代～６０歳代で増
加したが、最近は減少
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（0,6,3,3,5,0,1）

（5,12,20,14,12,5,10）

（6,15,14,52,24,17,17）

（3,5,15,21,19,9,13）

（3,5,12,24,12,11,9）

（3,4,4,12,6,3,7）

（0,1,3,7,1,2,0）

（0,1,2,1,0,1,1）

（ ）内数字は
各１週間の
感染者人数



静岡県　知人友人からの感染割合（3/10～4/27）
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３月下旬のまん延防止
等重点措置解除後に
知人友人から感染した
割合が１０歳代と２０歳代
で増加

（2,5,11,15,10,10,6）

（29,36,70,52,45,27,38）

（21,28,53,72,47,42,31）

（15,12,11,17,28,15,14）
（6,9,15,20,11,14.12）

（9,2,8,8,10,10,4）
（4,2,6,6,1,3,7） （0,4,4,2,3,2,6）

（ ）内数字は
各１週間の
感染者人数

政令市と県所管地域



全４０６件中、学校・保育施設が１４２件（３５％）で最多
次いで僅差で高齢者施設が１３６件（３４％）、病院・クリニックは４３件（１１％）

静岡県 感染者集団（クラスター）の種類と件数(1/8～4/27)

（件）

（10件） （1件）

（142件） （25件）

（136件） （27件）

（43件） （22件）

P9



オミクロン株全体の中でＢＡ.２が占める割合は、３～１％程度で
推移していたが、２月下旬より増加し始めて、直近で約８５％。

オミクロン株BA.１とBA.２の割合の推移 （1/14～4/27） 

166人 221人 416人 179人334人 341人

政令市を含む全県

154人 167人 152人検査人数 71人 270人 187人 60人92人
P10



静岡県 コロナワクチン３回目接種状況 高齢者(1/10～4/25)

（回）

本県の高齢者の３回接種率は、
4月25日時点で８７.５％
直近７日間は1日約1,400回接種
７日間で約１ポイント上昇

（対象者約109.7万人）
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静岡県 コロナワクチン３回目接種状況 全年代(1/10～4/25)

（回）

本県の全年代の３回接種率は、
4月25日時点で５１.３％
直近７日間は1日約１.５万回接種
７日間で約３ポイント上昇

P12



静岡県 コロナワクチン５～11歳接種状況 (3/7～4/25)

（回）

直近７日間で１回目接種は、
1日約800回接種され、１回目
接種率は約２.５ポイント上昇

（対象者約21.7万人）
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・県の３回接種率は、５０歳以上は６０％以上となるが、３０歳代以下の若い年代は３０％以下と低い。
・県の３回接種率を全国と比べると、３０歳代、４０歳代は全国より約３ポイント低く、２０歳代以下も約

１ポイント低いが、５０歳代以上は全国より高い。

県と国 コロナワクチン年代別接種率 （4/25時点） 

（VRS；ワクチン接種記録システムより）
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県と国 コロナワクチン年代別３回接種率 （3/31-4/25） 
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（２回接種率）

・県の５～１１歳の２回接種率は、全国平均より高い。
・県の１２歳以上３０歳代までの３回接種率は全国より低いが、１２～２０歳代では

国との差が２ポイント以内だが、３０歳代では約３ポイント低い。



県と国 コロナワクチン年代別３回接種率 （3/31-4/25） 
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（２回接種率）

・県の４０歳代の３回接種率は、全国平均より約４ポイント以上低い。
・県の５０歳以上と全年代の３回接種率は、全国と同程度かやや高い。



ワクチン接種回数別 人口10万人あたり１週間感染者発生状況 （4/22～27） 

政令市を除く県所管地域
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（人/６日/人口10万）

（449,234人）

787人
4月22-27日
感染者数

（18,582人）

47人

（616,624人）

1,039人

（1,107,558人）

399人

（人口2,191,998人）

2,272人

２回接種者の
感染者発生数
を１とすると

１.５０

１.０４

０.２１

３回接種により

感染者数は

７９％減

4月24
時点人数



静岡県 コロナ受入病院 入院患者重症度別推移(1/1～4/28)

67
34

12

現在の最大確保病床数
６２９床の1/2 = ３１５床

21

0

2月20日
445人

３１５

10.9%

614/2

4月中旬から軽症者中
心に入院患者が増加し
たが、直近は減少中

P18



静岡県 年代別感染者の中等症以上発生率等(1/7～4/22)
•全体での中等症以上の発生率は約１.５％、中等症Ⅱ約０.８％、重症０.０３％

•７０歳以上の感染者の約１４％は中等症以上、約９％は中等症Ⅱ以上

感染者数 10,246 6,171 8,870 114,80017,14018,12216,69917,95319,599

人数（重症,中等症Ⅱ,中等症Ⅰ）

（0,7,5） （0,2,3）（0,3,10）（4,11,29）（4,22,54）（0,47,80）（8,84,119）

（22,758,469）

（38,934,769）

P19

0.06% 0.03% 0.08% 0.24% 0.47% 1.24%

3.42% 14.08%
1.52%

感染者のうち中等症以上になる％



静岡県 重症度別感染者の年代分布(1/7～4/22)
・重症者の約８割は６０歳以上
・中等症者の約７０％は７０歳以上、中等症Ⅱの約８０％は７０歳以上

人数 7699341,70338 P20



静岡県 新型コロナ第３波～第７波の死亡者数(～4/27)

（人） （人/日）

（％）

2020.11.16～2021.2.15 2021.4.1～6.30 2021.7.1～9.30 2022.1.1～3.31

感染者数　　3,975 3,603 17,289 94,945
（92日間） （92日間） （90日間）（91日間）

％

％

％
％

人/日

人/日
人/日

人/日

人

人

人

人

P21
（27日間）

2022.4.1～4.27時点

23,083

従来株主体 アルファ株主体 デルタ株主体 オミクロンBA.1株主体 オミクロンBA.2株主体

％
人

人/日



静岡市両替町の人流の状況 （4/27時点） 

まん延防止

P22

静岡市両替町の人流は、まん延防止等重点措置
の解除後、速やかに１月上旬のレベルに戻った
が、４月上旬以降少し下降し維持



静岡県　掛川駅,沼津駅,静岡駅,浜松駅,富士市吉原の人流の状況 （4/23時点） 

P23まん延防止

静岡県内主要歓楽街の２０時以降
の人流は、まん延防止等重点措置
の解除後は、速やかに１月上旬の
レベルまで増加し、いったん減少後、
２２時までの人流は再上昇中。



増加 要因減少 要因
BA.2への
置き換わり

３回目接種
者数の増加

マスク無しで会話する
時間×相手人数

換気
減増

どんより



連休後の感染再拡大を防ぐために

①旅行先・帰省先で大人数
で大騒ぎせず、換気を
②旅行先・帰省先で高齢者
など重症化リスクのある
方と接する場合は、移動
前に検査で陰性確認を



連休後の感染再拡大を防ぐために

③連休中、のどの変な感じ等
体調不良時は外出中止を
④連休明けの体調不良時　
も、仕事や学校を休む
⑤熱中症予防のため、こど
もの外でのマスクは不要


