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新型コロナウイルス感染症に「うつらない、うつさない」

引き続き気を付けましょう

水族博物館うみがたり
パーテーションを介した接客

稲田小学校での人権出前授業

春日保育園の園児たちの手洗い

隣りの人と距離を取りながらの運動

※本紙は、令和２年10月13日現在の情報に基づき作成しています。

市民の皆さまへ
市民の皆さまには、新型コロナウイルスの感染拡大
防止の取り組みにご協力いただき、心から感謝申し上
げます。地域が一体となった「新しい生活様式」のご
努力のもと、当市では幸いにも感染拡大が抑えられ、
市民生活も落ち着きを取り戻しつつあるように見えます。
しかし、季節は間もなく冬を迎え、季節性インフル
エンザが流行する時季となります。年末年始の帰省や
旅行により、新型コロナウイルスの感染拡大や同時流
行が懸念されるなど、ここで気を緩めることはできま
せん。そこで、「新しい生活様式」を今一度ご確認い
ただきたいとの思いから、本冊子を作成いたしました。
この半年余りを振り返りますと、新型コロナウイル
ス感染症が社会に与えた影響は非常に大きく、私たち
の日々の生活や価値観を覆す大きな変化をもたらしま
した。
社会的・身体的距離を確保する状況下に置かれたこ
とで、
家族や地域の中でこれまで当たり前のことであっ
た人と人との関わりがどれほど貴重なものであったか、
日常生活の大切さや社会を支える方々への感謝を実感
する機会となりました。

また、新型コロナウイルス感染症は誰にでも感染す
る可能性があるからこそ、感染した人を責め、差別、
偏見、誹謗中傷するのではなく、
「もしも自分や家族だっ
たら」と想像力を働かせ、その不安や悩みに思いを巡
らせるなど、正しい情報に基づいた冷静な判断と人権
に配慮した行動をとることの大切さを、私たちに改め
て問い掛けました。
一方で、否応なしにこれまでの価値観の転換や社会
の変化が求められています。今後、再度の感染拡大や
同様の危機に備え、顔を合わせることがなくても、仕
事や学習に取り組むことができるような新たな社会へ
と移行していくでしょう。人口減少も相まって、この
変化は急速に進展することが予想され、この大きなう
ねりに私たちは果敢に挑戦していかなくてはなりません。
今回の危機は、市民一人一人が、「うつらない、う
つさない」と互いを思いやる気持ちを変わらず持ち続
け、さらに新しい社会に柔軟に対応していく知恵を出
し合うことによって、必ず乗り越えることができます。
心も体も「すこやかなまち」を目指して、共にこの難
局を乗り越えましょう。
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改めて知りましょう！「新型コロナウイルス感染症」って？

■問合せ…健康づくり推進課（☎025-526-5111）

Q
A

新型コロナウイルス感染症とは？
 型コロナウイルス感染症は、ウイルス性の風邪の
新
一種です。症状としては発熱やのどの痛み、強いだ
るさなどを訴える人が多いことが特徴です。

Q
A

突起が「王冠」
（ギ
リシア語で「コロ
ナ」
）のように見
えることから名付
けられました

どのように感染するの？
一般的には飛沫感染、接触感染で感染すると言われています。
飛沫感染…感染者のくしゃみ、咳、唾などと一緒にウイルスが放出さ
れ、他の人がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感
染します。
接触感染…感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの
物に触れるとウイルスが付きます。他の人がそれを触ると
ウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ることにより
粘膜から感染します。

新型コロナウイルス感染症の経過
風邪症状・嗅覚味覚障害
呼吸困難、咳・痰

発症～１週間程度

特に感染性
が高い！

80％
軽症のまま治療

人工呼吸管理など

１週間～10日

10日以降

20％

5％

肺炎症状が増悪し入院

集中治療室へ
2-3％で致命的

２日前 発症

１週間前後

10日前後

発症の２日前から、発症後７～10日間程度までが感染させやすい期間です。
（参考：厚生労働省「新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き第３版」）

！

高齢者や基礎疾患（心血管疾患、糖尿病、慢性呼吸器疾患など）のある人が、重症
化するリスクが高いと言われています。
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こんな場面で感染が拡大します

■問合せ…健康づくり推進課（☎025-526-5111）

３つの条件（いわゆる３密）でクラスター発生のリスクが高くなります。
①換気の悪い

密閉空間

②多数が集まる

密集場所

③間近で会話や発声をする

密接場面

○多くの人が密集していなくても、１人が複数の人と密接に接触するような場合にもクラスター
が発生する可能性があります。
○これまでに「複数の人での発声や歌唱」
「近い距離での運動」
「至近距離での会話機会の多い会食」
などでクラスターが発生しています。

「新しい生活様式」を徹底しましょう
「新しい生活様式」の徹底はあなただけでなく、家族や友人など大切な人の命を守ることに
つながります。一人一人が継続して実施していきましょう。

手洗い

マスク

人との距離
2m

いろいろな場面での新しい生活様式の実践例
スポーツ

距離も
確保
運動は少人数で

買い物

働き方

レジに並ぶときも
距離を保つ

会議はオンラインで
2020・11
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今シーズンの冬、一人一人が気を付けること

■問合せ…健康づくり推進課（☎025-526-5111）

冬は感染症が流行しやすい季節です

今シーズンの冬は、新型コロナウイルスとインフルエンザなどの感染症の同時流行が懸念
されますので、免疫力を高め、感染症にかかりにくい体づくりをしていきましょう。特に高
齢者や基礎疾患（心血管疾患、糖尿病、慢性呼吸器疾患など）のある人は重症化しやすいた
めインフルエンザ予防接種や手洗い、マスクの徹底など、より一層の注意が必要です。

コロナ禍でも医療機関で必要な受診を ～医療機関では感染防止対策が行われています～
○過度な受診控えは、健康上のリスクを高めてしまう可能性があります。
○コロナ禍でも、持病の治療や予防接種・健診等の健康管理は重要です。
○具合が悪いなど健康に不安があるときは、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

年末年始の帰省や旅行に関するお願い
感染状況の確認

公共交通機関の利用

地域の感染状況に
注意しましょう

初詣や年末年始の買い物前には健康観察を
空いている時間を
選び、体温測定な
ど体調チェックを
してから出掛けま
しょう

空いている時間
を選び、会話は
控えめにしま
しょう

年末年始の親族行事

発熱や風邪症状がある場合は参加
しないようにしましょう

事業者が気を付けること
国が示す「業種別感染拡大予防ガイドライン」や、県が示す業種別「新しい生活様式」を
参考に感染防止対策に取り組み、営業を行うことが大切です。

業種別の感染防止対策の一例

【小売店】
・従業員と客との間や、客と客との間にパーテーションを設ける。
【飲食店】
・個室などの密閉した部屋や座敷席などにおける多人数での使用を控える。
・客の入れ替え時の消毒や清掃、大皿での取り分けによる食品提供の自粛。
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▶業種ごとの感染
拡大予防ガイド
ライン（国）

▶業種別の新しい
生活様式（県）

家庭で気を付けること
家の外から持ち込まない

・帰 宅したら手や顔を洗いましょう。手洗いは30秒程度かけて水と
せっけんで丁寧に洗いましょう。（手指消毒も可）

家の中で感染を広げない

・冬でも換気をしましょう。（30分から１時間に１回程度）
・窓 が１つしかない場合は、部屋のドアを開けて風の流れを作りま
しょう。

身近なものの消毒を行う

・手で触れる共有部分（ドアの取っ手など）を消毒してください。家
庭用塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）や消毒用エタノールな
どが有効です。家庭用塩素系漂白剤を薄める場合の目安となる濃度
は0.05％です。
・詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
■問合せ…健康づくり推進課（☎025-526-5111）

新型コロナウイルスなどの感染症対策のための家庭ごみの排出について
ごみ収集作業員の皆さんがごみの円滑・安全な収集・処理を行えるよう、ごみを出す
際には、①ごみ袋の口をしっかり縛る、②空気を抜いて出す、③生ごみの水切りをする、
④ごみの減量を心掛けましょう。
ごみ収集作業員が新型コロナウイルスに感染し、ごみ収集に支障をきたす場合は、燃
やせないごみや資源物などを一時的にご家庭で保管いただくなど、排出量の抑制につい
て、町内会や市ホームページを通じてお知らせします。ご協力をお願いします。

新型コロナウイルスなどの感染症の感染者またはその疑いのある人の使用済みマスクなどの捨て方
感染者やその疑いのある人が家庭にいる場合、鼻水などが付着したマスクやティッシュなどのごみ
を捨てるときは、以下のことを心掛けましょう。

①ごみ箱にごみ袋をかぶせ、 ②ごみに直接触れることの
いっぱいにならない
ないよう、
しっかり縛って
ようにしましょう！
出しましょう！
いっぱいになる前に
早めに出しましょう。

空気を抜いてから
しっかり縛って出し
ましょう。
万一、ごみが袋の外
面に触れた場合や、
袋が破れている場合
は、ごみ袋を二重に
してください。

③ごみを捨てたあとは
しっかり手を
洗いましょう！
せっけんを使って、
流水で
手をよく
洗いましょう。

■問合せ…生活環境課（☎025-526-5111、内線1020-1225）
2020・11
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地域で気を付けること

■問合せ…健康づくり推進課（☎025-526-5111）

町内行事などに参加または主催するときの注意点
①参加者が注意すること

こまめな手洗い、手指の消毒を

マスク着用、
咳エチケットの徹底

体調がすぐれないとき
は参加を控えましょう

②活動の代表者が注意すること
参加者の体調確認、参加者名簿の作成、
連絡先の把握を（名簿は１カ月間保管）
こまめに
室内の換気を

できるだけ２ｍ
あける（最低１ｍ）

部屋の定員を守りましょう（大声を出す、
歌唱する際は通常の1/2以内）

人との距離や配置を考慮しましょう

近所での「お茶のみ」の際の注意点

①毎日の体温測定、健康チェック、手洗いを
・発熱など、風邪の症状があるときは、お茶
のみに行かない。
・お茶のみの会場に着いたとき、帰宅したと
きはすぐにせっけんで手洗いまたは手指消
毒を。
②数人で適度な距離をとって
・３密を避けて、十分に換気を。
・飲食するとき以外は、マスクを着用。
③お茶碗、箸の共用はせず、飲み物・食べ物は
個人ごとに用意する
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▲新光町３丁目町内「長生会」の皆さん
このように隣りの人とは距離をあけましょう

避難するときに心掛ける感染症対策

■問合せ…危機管理課（☎025-526-5111、内線1732）

分散避難を検討しましょう

災害の危険が迫ったときには、迷わず避難行動をとることが大切です。しかし、災害
時に大勢の人が避難所・避難場所に行くことで、感染症への感染リスクが高まる恐れが
市ホームページ
あります。
避難とは「難」を「避」けることであり、避難所へ行くことだけが避難ではありません。あらか
じめ自宅周辺の災害リスクをハザードマップで確認し、
「指定避難所」以外にも、
「自宅での避難（2
階以上への垂直避難）」「近くの高台や頑丈な建物への避難」
「親戚・知人宅への避難」など、分散
避難を検討しておきましょう。

避難するときのポイント
ポイント１

ポイント２

自宅での避難や親戚・知人宅
への避難など、避難所以外への
分散避難も検討しましょう。

体温計やマスク、アルコール消毒液
などの衛生用品を持って避難しましょう。
（下記の「避難する際の持ち物
チェック！」を参照してください）

ポイント３

ポイント４

避難先ではこまめな手洗い、
定期的な換気などを徹底しま
しょう。

日頃から検温などで体調を確認しておきましょう。
避難先で体調が悪くなったときは、すぐに周囲（避
難所の場合は職員）に伝えましょう。

避難行動判定フロー
ハザードマップで自分の家の場所を確認して
みましょう。色がついていますか？
上越市
ハザード
マップ

いいえ

はい ※避難先や避難経路も確認

災害の危険アリ！
安全な場所に避難が必要です。

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚
や知人はいますか？
はい

いいえ

親戚や知人宅へ
避難しましょう。

指定避難所へ
避難しましょう。

●早めの避難を心掛けましょう
●夜間や周囲が危険な状態にある場合は自宅で
身の安全を確保しましょう

例外

□
□
□
□
□
□

自宅で安全が確保できます。
※浸水の危険があっても…
浸水する深さよりも高い部屋に避
難ができる（家の２階など）とい
う条件を満たせば、自宅で安全を
確保することも可能です。

□ 避難する際の持ち物チェック！

着替え・生活用品 □ 非常食 □ 水
育児・介護用品
□ 薬 □ レジャーシート、マット
お金、通帳、印鑑 □ 健康保険証
身分証明書 □ ヘルメット・ずきん
携帯電話
□ モバイルバッテリー・充電器
懐中電灯
□ ラジオ
□ 電池

＜感染症対策に使用する衛生用品等＞
□ 体温計 □ マスク □ 消毒液 □ タオル
□ ウエットティッシュ □ スリッパ □ ビニール袋
●災害はいつ起こるか分かりません。あらかじめ
準備しておきましょう
●３日間は自力で生活できる備えをしましょう
2020・11
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自分の体調管理をしましょう ～症状がある場合はためらわずに相談を～

■問合せ…健康づくり推進課（☎025-526-5111）

健康チェック表

症状はないが、心配な場合

以下の症状がないか毎日チェックしましょう
□風邪症状（咳、喉の痛み、鼻水、鼻づまり、頭痛、
関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐）
□平熱よりも高いまたは37.5度以上の発熱
□息苦しさ、強いだるさ
□味覚障害、嗅覚障害

〇症状はないが感染していな
いか知りたい

〇新型コロナウイルスに関す
る不安がある
など

など

※□ がついたら、学校や仕事を休み下記へ相談
しましょう
ためらわずに電話相談を！

かかりつけ医・身近な医療機関へ
事前に電話でご相談ください

新型コロナウイルス感染症総合相談窓口
【平日】午前８時30分～午後５時15分
上越市役所（☎025-526-5111）

PCR検査の受診に関するQ＆A
Q PCR検査で知人が陽
性になりました。私も
PCR検査を受けられま
すか？
A 保健所が調査を行い、濃厚接触者と
判断された場合には、個別に連絡が行
きます。保健所の指示に従ってPCR検
査を受けてください。

Q 風邪症状などがあるため、PCR検査
を受けたいです。
A 風邪症状や発熱など自覚症状がある
場合は、事前に電話をしてからかかり
つけ医または身近な医療機関へご相談
ください。
 PCR検査が必要かどうかは、医師が
判断します。
 検査結果はおおむね２〜３日後に判

明し、
検査機関から直接連絡があります。
Q 症状はありませんが、心配なので

Q 上越市にPCR検査センターが設置さ

A 自覚症状がなく、濃厚接触者などで

A 医師の判断で検査が必要とされた人
のみに検査を実施します。

PCR検査を受けたいです。

もない場合は、保険適応でのPCR検査
等は受けられません。

 全額自費でPCR検査等を行っている
医療機関については、各自で医療機関
に問い合わせてください。
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れましたが、誰でも受けられますか？

※PCR検査の他にも各医療機関で抗原検
査（現在の感染を示す）
、
抗体検査（過
去の感染を示す）があります。

STOP! 感染した人も、周りの人も、誰も傷つかない社会を

コロナ差別

■問合せ…人権・同和対策室（☎025-526-5111、内線1442）
第72回全国人権・同和教育研究大会新潟県実行委員会事務局（☎025-545-9220）

新型コロナウイルス感染症への不安や恐れから、全国で感染した人や周りの人、地域を支
える医療従事者などへの偏見や差別が生まれています。感染者や濃厚接触者の皆さんは新型
コロナウイルス感染症の被害者であり、また、自らの感染リスクを顧みず、最前線で治療や
看護などに奮闘している医療関係者に対するいわれのない差別や偏見は断じて許されません。
新型コロナウイルス感染症は誰もが感染しうる病気です。人権を脅かすような言動は決し
て行わず、思いやりをもって行動しましょう。

新型コロナウイルス感染症に関するインターネット上での偏見や差別の例
ある日…
新型コロナ
感染者が
でました

大変だ！
ネットに詳し
い情報がある
かな？

感染した人が立ち
寄ったお店や、受
診した医療機関も
載っている…

ピコ

ン

サッ
サッ

1

3 ピコン

2

数時間後…

えっ!?

名前も住所も
特定されてい
る！

4

デマや偏見が… あの店に行ったら
コロナ禍
で飲み会
をしたか
らだろう！

5

うつされるぞ！

差別が
広がって
いました

許せない！
まちから
出ていけ！
ウイルス
をばらま
いた責任
をとれ！

6

偏見や差別は、感染者や周りの人を傷つけるだけでなく、
新型コロナウイルス感染症のさらなる感染拡大を引き起こします
新型コロナウイルス感染症

未知のものだからわからないことが多い
偏見や差別を受けることを恐れ、
自分が感染した疑いがあるときに
検査を受けない人も。偏見や差別
がさらに感染を広める



偏見や差別

不安や恐れ

感染者や感染者の対応を
する医療従事者などを差
別することで安心感を得
ようとする

いろいろな情報に
振り回されて、不
安になってしまう
※日本赤十字社「新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！」を参考に作成
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新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持って、
偏見や差別をなくしましょう
●感染した人やその身近な人は悪くありません。責めたりせずに優しく接しましょう。
●私たちの命や社会、生活を支えるために働いてくれる人への感謝と思いやりを忘れず
に過ごしましょう。
●市では、県の発表に基づき、感染者の症状・経過、行動歴、濃厚接触者などの情報を
公表しています。
具体的な感染者の立ち寄り先の公表は、不特定多数の感染が危惧され
る場合となります。
●インターネットやSNSの書き込み、人から聞いた話はすぐに信じず、
市や県、国など公的機関の情報を確認しましょう。
●偏見・差別は、感染への不安や不自由な生活へのストレスから生まれ
ます。前向きに過ごすことが大切です。

高田本町商店街での取り組み
本町商店街では、新型コロナウイルス感染症が広がる中で
働く医療従事者をはじめ、交通機関職員やごみ収集業者など
７つの職種の従事者への感謝を示すポスターを掲示しています。
発起人の本町４丁目の菓子店「竹内泰祥堂」の竹内代表取
締役は、
「コロナ禍の過酷な状況でも社会のために働いてく
れている人たちへの感謝の気持ちを伝えたいと、取り組みを
始めました。コロナが終息するまで続けていきたい。」と思
いを語ってくださいました。

ポスターと竹内代表取締役

市立小中学校での人権教育や市民向け人権啓発
市教育委員会では、未来を担う子どもたちや市民を対象に、
人権や差別について正しい知識を身に付け、考え、差別解消
に向けて行動してもらうため、小中学校への人権出前授業や
市民向け人権啓発出前講座を行っています。

稲田小学校での人権出前授業

不当な差別やいじめなど人権問題でお困りの場合は相談を
【みんなの人権110番】（全国共通人権相談ダイヤル）
☎0570-003-110（平日午前８時30分～午後５時15分）
【子どもの人権110番】
☎0120-007-110（平日午前８時30分～午後５時15分）
【外国語人権相談ダイヤル（Foreign-language Human Rights Hotline）】
☎0570-090911 （平日午前９時～午後５時）
【市内の常設人権相談窓口】（新潟地方法務局上越支局）
☎025-525-4163（平日午前８時30分～午後５時15分）
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インターネット
人権相談受付窓口
（法務省）

新型コロナウイルス感染症に関する情報を提供しています
令和２年
月

10

日発行

25

新型コロナウイルス感染症総合相談窓口
市役所木田庁舎１階で新型コロナウイルス感染症の症状に係る不安や症状の
相談、感染予防に関する相談などのほか、各種支援策をご案内しています。
開設…平日午前８時30分～午後５時15分

上越市役所（☎025-526-5111）

新型コロナウイルス感染症に関する情報
市ホームページ
市内発生関連情報の他、新型コロナウイルス感染症
に関する各種情報を掲載しています。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市民、
事業者への支援制度の概要を紹介しています。

市公式SNS
「LINE」と「Twitter」の市の公式アカウント（アカウント名：上越市）
で、新型コロナウイルス感染症に関する情報をはじめ、市からのお知ら
せやイベント情報などを発信しています。二次元バーコードから「友だ
ち登録」または「フォロー」をお願いします。

◀LINE

◀Twitter

■問合せ…広報対話課（☎025-526-5111）

有線（ＪＨＫ） ・５１１１

編集 上越市総務管理部広報対話課 ☎０２５・５２６・５１１１

〒 ・ 新潟県上越市木田１・１・３

943
8601

新型コロナウイルス
接触確認アプリ
（略称：COCOA）

接触確認アプリは、新型
コロナウイルス感染症患者
と接触した可能性について、
通知を受け取ることができ
るスマートフォンのアプリ

ほん

くに

こと ば

よ

この本は いろいろな 国の 言葉で 読めます
か

た

ろ

ぐ

ぽ

け

っ

と

あ

「カ タ ロ グ ポ ケ ッ ト 」という

ま

ー

と

ふ

ぉ

ん

マートフォンなどから
よ

あ

ぷ

り

だ

ぷ

り

つか

す

ア プ リ を使 うと ス
くに
こと ば
いろいろな 国の 言葉で
う

ん

ろ

ー

ど

かね

読めます。アプリの ダウンロードに お金は かか
こ ー ど
よ
と
だ う ん ろ ー ど
りません。ＱＲコードを 読み取って ダウンロード
あ ぷ り
ひら
してください。アプリを 開いたら 「じょうえつし」

で

けんさく

検索してください。

き かい

ほんやく

ま ちが

ば あい

※ 機械が 翻訳しているので 間違っている 場合も あります。

です。
インストール
をお願いします。

iOS

Android

■問合せ…共生まちづくり課（☎025-526-5111、内線1765）
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