感染症被害の拡大を防ぎ、家族を、従業員を、そして
あなた自身を守るのは、私たち一人ひとりの心構えと行動
にかかっています。
大府市公式マスコットキャラクター

おぶちゃん

家庭で、職場で、感染を防ぐ行動をとるために

大府市 感染症
予防ハンドブック
新型コロナウイルス感染症は世界的な問題であり、流行が続いている間は感染を防
ぐための注意が必要です。
本市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、新型コロナウイルス感染
症対策基金の設置や予防啓発、医療機関等への支援など、感染防止対策に全力で取
り組んでいます。
引き続き、感染被害の拡大と社会への影響を最小限に抑えるため、市民の皆様に感
染予防の正しい知識を身につけていただくためのハンドブックを作成しました。
今後も、新型コロナウイルスに限らず、新たな感染症の流行が繰り返されるかもしれ
ません。いつ起こるかわからない、このような危機に備えるためにも、感染症対策につ
いて各家庭、職場で話し合い、準備しましょう！
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新型コロナウイルス感染症について
感染の仕方を知ろう

感染しやすい場面▶ P4 参照

●新型コロナウイルスは、インフルエンザウイルスな
ひ まつ

どと同じように、主に飛 沫 感染と接触感染で感染
すると考えられています。

屋内などで十分な距離を空けられない状況（密閉、
密集、密接）で、一定時間を過ごすとき。

ウイルスが付着しやすい場所
ドアノブ、電源スイッチ、エスカレーターのベルト、

●飛沫感染とは、感染者の飛沫（咳やくしゃみなどに

タッチパネル、つり革など、皆が触れるところ。

含まれるしぶき）
と一緒にウイルスが放出され、未
感染者が口や鼻から吸い込むことで感染します。
●接触感染とは、感染者が触れるなどでウイルスが
付着した物に未感染者が触って手に付着し、その
手で目や鼻、
口を触ることによる感染をいいます。

２割の重症化しやすい人がとくに問題
●新型コロナウイルスは、感染しても症状が出なかったり、発熱や
咳などの症状が続いたあと、多くは1週間ほどで回復します。
●しかし、肺炎となり重症化する人が約2割おり、なかには人工呼
吸器が必要となるなど危険な状態になる人もいます。また、軽
症者のなかから急速に症状の悪化がみられる人がいます。
●とくに、高齢者や慢性の持病がある人などのハイリスク者は、
重症化しやすいため、
より注意が必要です（下部参照）
。

感染から発症後の経過
感染

発症

※100人が発症した場合の例。

発症せず
（不顕性）

80人は軽快

重症化

重篤化

15人は回復

生命
危機

100人が発症
無症状
1〜14日

感染しても症状が出
ない場合もあるが、
多くは1〜14日の潜
伏期間後に発症する。

咳、発熱、倦怠感
など
7日ほど

100人が発症したとする
と、80人は咳や発熱な
どのかぜに似た症状が7
日ほど続き、
軽快する＊。

3人は救命
20人は重症化
肺炎、呼吸困難

5人は危険な状態に
呼吸不全、敗血症性ショックなど

発症後、数日から数週間

20人は重症化し
て肺炎や呼吸困
難などを起こし、
入院が必要となる。

そのうち5人は、呼吸不全
などさらに重篤な状態に
陥り、ICU（集中治療室）
での治療が必要となる。

＊軽症者のなかから急速に症状の悪化がみられる人もいる。

ハイリスク者
の例

■高齢者、高血圧・糖尿病・心臓病・腎臓病などの基礎疾患が
ある人で、
とくにそれらの状態が安定していない人
■免疫抑制剤や抗がん剤などによる治療を行っている人
■妊娠中の人 など
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2人は
死亡
発症した100
人のうち、2人
は命を落とす
危険がある。

新型コロナウイルス感染症の感染が
疑われるとき

かかりつけ医や帰国者・接触者相談センター（知多保健所内☎0562-32-1699）
にあらかじめ電話でご相談ください。その結果、感染が疑われると判断された場合
には、帰国者・接触者外来等を紹介しますので、そこでコロナウイルスの検査を受け
ることになります。今後、国の体制整備により、相談、診療、検査の体制や名称が変更
となる場合があります。

受診の目安
少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相
談ください。
（これらに該当しない場合の相談も可能です。
）
■息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

■ハイリスク者の例
（P2下部）
で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の
症状がある場合

発熱

■上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

医療機関にかかるときのお願い
★事前に電話でご相談の上、受診してください。
★複数の医療機関を受診することはお控えください。
★受診する際にはマスクを着用し、手洗いや手指消毒の徹底をお願いします。

感染不安から生じる不当な差別や偏見を防ぎましょう
「自分は感染したくない」
「家族に感染させたくない」といった不安が高じて、特定の人（地域・国籍・職
業・感染者やその家族など）に対して、不当な差別や偏見が生じることがあります。SNSやうわさ話など
により、事実に基づかない不確かな感染情報に苦しんでいる方もいます。私たち一人ひとりが互いの立場
に立ち、思いやりのこころを持って支え合いましょう。

差別や偏見を防ぐポイント
★うわさに流されず確かな情報を得る。
★差別的な言動には同調しない。
★どんな人にも敬意をもつ。
★誰もが感染するかもしれない病気であることを理解する。

相談窓口など
内

容

相談先

電話番号

みんなの人権110番
（全国共通人権相談ダイヤル）0570-003-110

不当な差別、いじめに関する相談
人権相談

市青少年女性課
（問い合わせ先）

0562-45-6219

学校でのいじめ等に関する相談

大府市レインボーハウス

0562-44-9400

児童の生活習慣や虐待に関する相談

大府市家庭児童相談室

0562-46-2143

女性の悩みごとやDVに関する相談

ミューいしがせ
（石ヶ瀬会館）

0562-44-9117

高齢者や障がい者の虐待に関する相談

大府市高齢者・障がい者虐待防止センター

0562-45-5447
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感染から身を守り、感染拡大を防ぐ
感染防止のために
「新しい生活様式」
を
●新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言では、新型コロナウイルス感染症の感染予防と拡大
防止のために、長丁場に備えた「新しい生活様式」として次のような実践例を挙げています。

感染防止の３つの基本
❶人と人との距離の確保
❷マスクの着用

具体的な生活様式の例
◆人との間隔は
できるだけ２m
（最低１ｍ）
あける。
◆会話をする際は可能な限り
真正面を避ける。
◆外出時や屋内でも会話をするとき、人との間隔が十分にとれ

❸手洗い

ない場合は、症状がなくてもマスクを着用する。ただし、夏場
は、熱中症に十分注意する。
◆家に帰ったらまず手や顔を洗う。人混みの多い場所に行った

くわしい内容は

後は、できるだけすぐに着替える。シャワーを浴びる。

新型コロナウイルス 新しい生活様式

検索

でクリック！

◆手洗いは30秒程度かけて流水と石けんで丁寧に洗う
（アル
コール手指消毒薬の使用も可）
。
◆毎朝、体温測定を行い、健康状態をチェックする。発熱または
風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養。
※高齢者や持病があるようなハイリスク者の例
（P2）
と会う際には、体調管
理をより厳重にする

（厚生労働省資料をもとに作成）

「３つの密」
を避けて
感染拡大を防ぐ

換気の悪い

密閉空間

●感染予防の大切なキーワードが「3つの密」。密閉、密集、

★3つの密が重
なると、クラス
ター発生（集団
感染）
リスクが
グンと高まる。

密接の「3密」を避けることが、感染の拡大を防ぎます。
●1つでも感染の危険は高まりますが、3つ
の密が重なると「クラスター発生」のリス
クがはね上がります。できるかぎり「ゼロ
密」を目指しましょう。
●人がいなくても、共用部分にはウイルスが
密に付着しているおそれがありますので、
接触後の手洗いなどに注意しましょう。

大人数が集まる 間近で会話する

密集場所

密接場面

（厚生労働省資料より）
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ために
「咳エチケット」
でウイルスの拡散を防ぐ
●咳やくしゃみをするとき、ほかの人にうつさ
ないようにマスクなどで口や鼻をおさえ、工

3つの咳エチケット

1

夫する行為を「咳エチケット」といいます。
●マスクがない場合に咳などをするときは、手
ではなく、ティッシュ、ハンカチ、袖や上着の
内側などで口と鼻を覆いましょう。

咳やくしゃみなど
の 症 状 が あると
きは、マスクを着
ける。

2

マスクが ない 場
合は、ティッシュ
や ハンカチなど
で口や鼻を覆う。

3

とっさの場合など
は、上着の袖や内
側などで口や鼻
を覆う。

マスクを取り扱う際の注意
★外したり捨てたりするときは、ゴムひもの部分だ
けを持ち、マスクの表面には触れないように注
意しましょう。
★外したり捨てたりしたあとは、必ず手指を石けん
で洗うか、
アルコール消毒をしましょう。
★感染のおそれのある人のケアで使用したマスク
は部屋の外には持ち出さず、部屋の入口に置く
か、捨てましょう。

予防のためのマスク
マスクはある程度感染を予防できると考えられていま
すが、基本的には感染した人が周囲に感染を広げない
ために有効な人にやさしいツールです。

「手洗い」
は感染予防の基本
●ウイルスから身を守り、周囲に広げないために

動画もありますので
参考にしてください。

正しい手洗い方法

もっとも重要なのが「手洗い」です。

1

●アルコール手指消毒薬も予防に効果的です。

2

手洗いのタイミング
●

家に帰ったとき

●

ご飯を食べる前後

●

外にあるものを触ったとき など

●

咳やくしゃみ、鼻をかんだあと
●

手をぬらし、石けんをつけ
てよく泡立てます。

病気の人のケアをしたとき

3

石けんによる手洗い効果
手洗い

残存ウイルス

なし

約 100 万個

石けんで 10 秒
もみ洗い
その後流水で
15 秒すすぐ

1回

数 10 個
（約 0.001％）

2回
くり返し

数個
（約 0.0001％）

指 先、 爪 の 間を念 入りに
こすります。

5
手 の ひらで 親 指をねじり
洗いします。

（森功次他：感染症学雑誌、80;496-500,2006 から作成）

手のひらと甲をのばすよう
に洗います。

4
指の間や付け根を洗いま
しょう。

6
手首もしっかり洗いましょう。
（厚生労働省資料より）
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家庭での消毒液のつくり方

〜手すり・ドアノブなどの消毒には塩素系漂白剤が有効〜
●ドアノブなどの共用部分の消毒には塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）が有効で、市販の漂白剤
を濃度0.05％に薄めた溶液で拭くことで消毒できます。この家庭でもつくれる消毒液は、新型コロナ
ウイルスだけでなく、インフルエンザウイルスやノロウイルスなどにも有効です。

0.05％以上の次亜塩素酸ナトリウム液のつくり方

＊商品によって濃度が異なりますので、以下を参考に薄めてください。
＊金属は腐食することがありますので、消毒後は必ず水拭きしてください。
メーカー（50 音順）
花王
カネヨ石鹸
ミツエイ

商品名
ハイター
キッチンハイター

ペットボトルを
利用すると便利！
ペットボトルの
キャップは
5mLに相当

つくり方の例
水 1L に本商品 25mL（商品付属のキャップ 1 杯）※

※次亜塩素酸ナトリウムは、一般的にゆっくりと分解し、濃度が低下していきます。購入か
ら3か月以内の場合は、水1Lに本商品10mL
（商品付属のキャップ1/2杯）
が目安です。

カネヨブリーチ
カネヨキッチンブリーチ

水 1L に本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

ブリーチ
キッチンブリーチ

水 1L に本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

注意

■家庭用手袋を着用して行ってください。  ■換気をしてください。  ■ほかの商品と混ぜないでください。
■使用にあたっては、商品パッケージやホームページの説明をご確認ください。
■このほかにも、次亜塩素酸ナトリウムを成分とする商品は多数あります。表に無い場合は、商品パッケージやホームページ
の説明にしたがって使用してください。
（厚生労働省・経済産業省資料より）
■薄めた消毒液は使い切りとして、長時間作り置きにしないでください。

新型感染症対策における必要な備蓄物品リスト
感染期に極力外出をしないで済むように、食料品・日用品・衣料品などを普段より多めにストックしておきま
しょう。新型コロナウイルス感染症の場合、感染者や濃厚接触者となった場合は2週間程度外出を控える必要が
あり、買い物に行くことができません。
また、
マスク・アルコール消毒液は感染期には入手困難になりますので、平時より多めに準備しておきましょう。
備蓄物品の中には災害時にも役立つものもありますので、
災害時用と合わせて備蓄しておくとよいでしょう。

備蓄物品の例
感染症対策
衛生用品
食料
貴重品

■乳幼児や高齢者、ペットがいる各家庭の家族構成を考えて必要不可欠なものを準備しましょう。

●マスク ●アルコール消毒液 ●ハンドソープ ●体温計 ●ビニール手袋 ●ラップフィルム
●漂白剤
（次亜塩素酸ナトリウムを含み効果があるもの） ●ビニール袋
（汚染されたごみの密封などに利用）
●ティッシュ・トイレットペーパー・ウェットティッシュ ●洗剤（食器用・衣類用・掃除用）
●せっけん・シャンプー・リンス ●生理用品・紙おむつ ●常備薬（胃腸薬・解熱剤など）
●米、乾めん、インスタント食品、缶詰など長期保存が可能なもの
●現金（誰かに買い物を頼むとき必要）
避難所に行くときに感染症予防として持っていくもの
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こころの健康に注意しよう
自粛生活が長引く中で、ストレスが溜まってイライラしたり、テレビやネットの情報、さらには仕事や生活
に不安を感じている人も少なくないようです。ストレスや不安が募って人間関係が悪化したり、こころの不
調を招くことのないように、自身のこころの不調に気づき、ストレスを解消しましょう。

気分の落ち込みが続いていませんか？

気分が落ち込み、なにをやっても楽しくない、やる気が起きない……、こうしたことは誰にでも起こりますが、
大抵は一時的なことです。ところがこうした状態がいつまでも続いて、日常生活に支障が出たり、本人がつらい
思いをするようになる場合は「うつ病」を疑ってみる必要があります。

心の不調

主な症状

身体の不調

抑うつ気分、絶望感、自責感、や
る気・集中力・行動力の低下、何
事にも興味・関心がなくなる、自
殺願望 など

不眠、頭痛、耳鳴り、めまい、
食欲不振、腹痛、便秘・下痢、
腰痛、性欲減退 など

自分でわかる変化

周囲の人がわかる変化

□ これまで楽しんでやれていたことが、楽しめなくなった
□ 以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられる
□ 自分が役に立つ人間だと思えない
□ わけもなく疲れたような感じがする
□ 毎日の生活に充実感がない
上記の2項目があてはまり、その状態が2週間以上ほとんど
毎日続いていて生活に支障が出ている場合は要注意です。

酒量が増えていませんか？

自粛生活のストレスや在宅時間が増えることで、お酒を飲む量
が増えていませんか？
適量のアルコールは、ストレスを和らげる作用がありますが、過
度の飲酒が続けば、誰でもアルコール
依存症になります。健康的にお酒を楽
しむためには、週に2日連続の「休肝
日（お酒を飲まない日）」をつくるこ
とが大切です。

心配なときは
専門医に相談を

□ 以前と比べて表情が暗く、元気がない
□ 体調不良の訴え
（身体の痛みや倦怠感）
が多くなる
□ 仕事や家事の能率が低下、
ミスが増える
□ 周囲との交流を避けるようになる
□ 遅刻、早退、欠勤
（欠席）
が増加する
□ 趣味やスポーツ、外出をしなくなる
□ 飲酒量が増える

あなたの飲酒量は適量ですか？
適度な飲酒量
（適量）
とは
■日本酒なら1合
（180ml）

■ビールなら中びん1本
（500ml）

■ウイスキーならダブル1杯
（60ml）

■ワインならグラスに軽く2杯
（240ml）
※女性や高齢者
（男女とも）
はこの半分が適量です。一般に女性は、
男性よりもアルコールの影響を受けやすく、
また高齢になるほど
お酒が弱くなる傾向があり、依存症のリスクも高くなります。

心配なことがあれば、早めに専門医に相談しましょう。
専門医に行きにくければ、まずかかりつけ医に相談しましょう。

相談窓口など
こころやからだの健康に関する相談

大府市保健センター

こころの健康やこころの悩みに関する相談

愛知県知多保健所

☎0562-47-8000
☎0562-32-6211

新型コロナウイルス感染症関連SNS心の相談
（厚生労働省） https://lifelinksns.net/
こころのほっとチャット
【新型コロナ関連】
（厚生労働省）

LINE、Twitter、Facebookによる相談

https://www.tsunasou.jp/entrance/kokorohotchat2

※2021年3月末までの期間限定

新型コロナウイルスの影響による不安やストレスと向き合う

こころの耳【新型コロナウイルス感染症対策】
（厚生労働省） 方法についてのアドバイスを掲載。
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/coronavirus_info/
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被害を最小限にするために
大府市では、市民の生命及び健康を守り、市民生活への影響を最小限に抑えると共に、新型コロナウイ
ルスに限らず、新たな感染症にも対応するため、市・市民及び事業者の責務、市の推進する施策、感染拡大
防止のための体制整備等を定めた条例を令和2年9月に制定しました。

大府市感染症
対策条例で
定める感染症

1

新型
インフルエンザ

新たに人から人に感染する能力を有することとなったウイルスを
病原体とするインフルエンザ

2

再興型
インフルエンザ

かつて世界的規模で流行したインフルエンザであって、
その後流
行せず長期間経過し、多くの人が免疫を持っていないインフルエ
ンザ

3

新感染症

人から人に感染すると認められる疾病であって、
これまでに知られ
ている感染症と症状等が明らかに異なり、その感染力及びり患した
場合の危険性が極めて高い感染症
（新型コロナウイルス感染症）

4

その他の感染症 い感染症

既存の感染症で感染力及びり患した場合の危険性が極めて高

大府市感染症対策条例
目

的

概要

本市における感染症対策の強化を図り、市民の生命及び健康を保護し、並びに市民生活及
び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること。

市民の責務

事業者の責務

●正しい知識を習得し、感染症の予防・まん延防止に努める
●咳エチケット、手洗い等の手指衛生の励行、衛生資材の適
切な処理 その他の感染拡大防止のための行動の実践
●３密の回避、
マスクの着用
●感染症対策への協力

●正しい知識を習得し、感染症の予防・まん
延防止に努める
●自己の管理する施設又は場所においての
適切な感染拡大防止のための措置
●感染症対策への協力

市の責務

●正確かつ最新の情報の収集、整理及び発信
●市内における発生及びまん延を防止するために必要な ●患者及びその家族等の個人情報の保護に留意
対策を的確かつ迅速に実施
●風評被害の発生防止

施策の推進

●教育委員会に対する小中学校等における必要
●マスク及び消毒液等の物資並びに資材の提供及び貸与
な措置の要請
●物資の提供等に係る事業者との連携
●児童福祉施設、高齢者施設及び障がい者施設
に対する支援
●正しい知識の普及及び啓発
●市民生活の維持に係る支援
●市が管理する施設における利用制限その他の感染拡大
防止のための措置
●事業者に対する事業の継続に係る支援
●患者及びその家族に対する支援
●相談体制の整備
●医療機関等に対する支援
●その他市長が必要と認める施策

差別的取扱い等の禁止

大府市感染症対策本部

●患者及びその家族、医療従事者等に対して、感染症に
かかっていること又はそのおそれがあること等を理由と
した、差別的取扱い又は誹謗中傷の禁止
●風評被害の発生防止
禁無断転載 © 東京法規出版
1665841
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市長が必要と認めるときは、大府市感染症
対策本部を設置

令和 2 年 10 月発行

