
令和 2年 司0月 29日
新型コロナウイルス感染症対策本部

本部員会議 配布資料

「コロナ社会を生き抜 く県民運動」

O目 的

5月 の緊急事態宣言解除後、「コロナ社会を生き抜く

行動指針」を策定 し、これを元に、県民、事業者、学

校等「オール岐阜」で取 り組んできた。

これら様々な感染防止対策を改めて「県民運動」と

して体系付け、追加措置を講 じ、徹底を図る。

○事業一覧

1 県民一人ひとりにおける対策

2 事業所における対策

3 コロナ ロハラスメン ト防止

4 飲食店など店舗における対策

(重点6業種の対策促進、対策実行中!ステッカーの掲示)

5 イベン トの感染防止対策

6 外国人県民への普及啓発
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O各事業

1 県民一人ひとりにおける対策

2 事業所における対策

(対策)⇒ 県、市町村は県民に対しあらゆる広報媒体を活用し、

周知徹底を図る。各事業所は従業員に以下の点について周知

徹底を図る。

・基本的な対策 (「マスク着用」「手洗い」「人との距離確保」)の徹底

※特に様々な感染症が拡大する冬季を迎えるため、他の感染

症共通の予防策であるマスク着用と手洗いを重点とする。

。国の分科会(第 10回 )で提示された高リスクの「5つ の場面」

の注意喚起

イ飲酒を伴う懇親会等」
イ六人数や長時間におよぷ飲食」
イマスクなしでの会話」
イ狭い空間での共同生活(寮生活など)」

イ居場所の切り替わり(休憩室など)」

。本県で9月 以降、クラスターが発生した場面、行動の注意喚起

(「親成を含む六人数の会食」「いわゆる夜の街の接待を伴う飲

食店」「体調不良のまま出席した会食」)

・県「感染警戒QRシ ステム」と厚生労働省「接触確認アプリ(C

OCOA)の 活用促進。

×さらに、今後 12月 を「年末年始の要注意期間」とし重点広報

(年末年始の高感染リスク)

:年末・初脂の人出、親威同士の会合、成人式と2次会
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(対策) ⇒各職場、学校、家庭における感染症対策の担当 (「 コ

ロナガード 」)を決め、防止対策の緩みがないようチ

ェック・声かけを行う。

・県庁は全所属で担当を設置し、実行。

・全市町村、対策協議会構成団体を通 じて関係団体等に依頼。

。毎日担当がチェックするポイントとして、各職場、学校、家庭

における「感染防止ポイント」を県が整理 し提示。

【参考 1】 感染症防止担当者における具体的なチェック項目 (例 )

【職場】

□ 1 職場の方々は全て入館 (室)時に手洗い又は消毒をしているか

□2 勤務時間中は全てマスクを着用 し、みだ りに外 していないか

□3 オフィスで人との距離を確保 しているか。密集 した場がないか

□4 全てのオフイスは定期的に換気をしているか

□5 マスクを外す食事中は大声の会話を控えているか。食事後は必ずマ

スクを着用 した上で会話をしているか

□6 定期的に執務室・ トイレの ドアノブ、蛇ロコック、エレベーターのボ

痺ンなど、高頻度で多数の人が接触する場所を消毒 しているか

□7 体調が悪い方は気兼ねなく休めるような雰囲気づ くりがあるか

【学校】

□ 1 教員・生徒は全て校舎に入る際に手洗い又は消毒 しているか

□2 教員・生徒は全てマスクを着用 し、みだ りに外 していないか

□3 教室で人との距離を確保 しているか。密集 した場がないか。

□4 全ての教室は定期的に窓を開け、換気をしているか

□5 マスクを外す食事中は大声、会話を控えているか。食事後の会話は必

ずマスクを着用 した上でしているか

□6 定期的に教室 。トイレのドアノブ、蛇ロコックなど、高頻度で多数の

人が接触する場所を消毒 しているか

□7 体調が悪い方は気兼ねなく休めるような雰囲気づ くりがあるか
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【家庭】

□1 家族全員は帰宅時、直ちに手洗い又は消毒液で消毒しているか

□2 外出時は必ずマスクを着用しているか、みだりに外していないか

□3 全ての部屋を定期的に換気しているか

□4 定期的に部屋・トイレのドアノブ、蛇ロコックなど、高頻度で来客者

が多数接触する場所を消毒しているか

□5 お互いに体調を気遣い、体調不良時は外出、出勤、登校をストップす

るよう声かけをしているか

【参考2】 正しい手洗い。より適切な手洗い場

○正しい手洗い

。 外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗 う。石けん

で洗い終わったら、十分に水で流 し、清潔なタオルやペーパーかオルでよく

ふき取って乾かす。

流水でよく手を濡らした後、石けんをつけ、手のひらをよくこする

→ 手の甲を伸ばすようにこする、指先・爪の間を念入りにこする

→ 指の間を洗う、親指と手のひらをねじり洗いする、手首も忘れずに洗う

・ 手や指についたウイルスの対策は、洗い流すことが最も重要。

・ 手や指に付着 しているウイルスの数は、流水による 15秒の手洗いだけで

1/100に 、石けんやハンドソープで 10秒 もみ洗いし、流水で 15秒すすぐと

1万分の 1に減 らせる。

○蛇国のオン・オフ

・ センサー、フットポンプまたは大きなハンドルのいずれかにより、腕又は

肘で蛇口をオフにできるもの。

・ 蛇国のコックは高頻度接触面。管理者の方が ドアノブ等の消毒を行 う際

には、蛇口のコックもこまめに消毒を行 う。

oソ ープディスペンサー

・ 流水だけではウイルスの除去能力は限定的なため、センサー式またはプッ

シュ式の液体石けんを配置。

・ 液体石けんが空になっていないことを、毎日確認。

①手の乾燥

・ ペーパー芽ォルとゴミ箱を用意。

・ 布かオルの共用は感染の場を作ることになるため、絶対にしない。通常は、

「何も置かず、各個人が自分のハンカチ等で拭 く」ことを推奨。

Oその他
。 手洗い場の扉は高頻度接触面なので、ないことが望ましいが、ある場合

は取っ手などをこまめに消毒。
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3 コロナ・ハラスメン ト防止

9月 1日 の「ストップ Fコ ロナ・ハラスメント』」宣言後、様々な

メディアを通じて啓発活動を実施してきた。

(対策)⇒ 県・市をはじめ啓発活動を継続するとともに、各職場、

学校、地域においてコロナ・ハラスメントが発生していないか

どうか注視し、確認した場合は関係機関への情報共有、相談窓

日の紹介など、適切に対応する。

。関係機関と相談窓日、実績

(1)県人権啓発センター 【058-272-8252】

(本年度 42件 :う ちコロナ・ハラスメント関連なし)

(2)県精神保健福祉センター 【058-231-9724】

(本年度 3,549件 :う ちコロナに関する不安など196件

うちハラスメント関連なし)

(3)県在住外国人相談センター 【058-263-8066】

(本年度 642件 :う ち病状や貸付手続き相談など188件

うちハラスメント関連なし)

。今後の県の体制強化

(1)相談 。支援体制の強化 (10月 中旬～)

(2)ネ ットパ トロールの実施 (11月 ～)

(3)弁護士による無料相談の実施 (10月 以降随時)

。意見交換会の実施

現場の学校、大学、人権の専門家、感染症の専門家を交え、

実態について及び今後の新型コロナに関する人権侵害を防止

するための提案について発言いただく意見交換会を開催する。

。日時 令和 2年 11月 2日 (月 )
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4 飲食店など店舗における対策

4-1 重点6業種の対策促進

クラスター発生業種など、感染防止対策の重点 6業種 (カ ラ

オケ店、ライブハウス、接待を伴う飲食店、スポーツジム、パ

チンコ店、性風俗店)に対し、マニュアルの作成・提出を要請。

(対策)⇒ 県・市町村はさらなる提出を促進、対策の徹底

体業協力要請対象施設 10/28時点 全店舗数 提出率

123 134 91.8%

24 29 82.8%

1,137 1,343 84.7%

259 276 93.8%

147 1 5 1 97.4%

44 47 93.6%

合計 1 734 1,980 87.6%

4-2 新型コロナ対策実行中 !ステッカーの掲示

感染症対策を実施 している店舗にステッカーを掲示し、利

用者にわか りやすくPRする。

(対応)⇒ 県・市町村は飲食店、宿泊施設を重点に掲示を促進

業種別 10/28時点 全店舗数 配布率

6,786 13,648 49.7%

629 1 1 0 1 57.1%

6,973 8,143 85.6%

11,012 79,508 13.90/O

合計 25,400 102,400 24.8%
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5 イベン トの感染防止対策

全国的に人が集まるイベント、 1, 000人を超えるイベント

については国の方針により事前に県と協議することとし、感染防

止対策について助言・指導を実施。

。現在までに県から助言 。指導したイベント:61件

(対応)⇒ 市町村は引き続き該当イベント開催の情報を入手した

時点で県へ連絡及び当該イベント主催者へ事前相談を促進。

・スポーツイベント →

。その他イベント  →

地域スポーツ課

感染症対策調整課

【参考】

○これまでに指導、助言した主なイベント※ ()内数は指導したイベント数

・FC岐阜ホームゲーム (13)

。その他地域スポーツイベント(16)

・市町村又は民間イベント(32)

〔主なイベント:8/29長良川鵜飼屋花火 (岐阜市)、 9/19・ 20陶器まつり

(上岐市)、 10/4タ マミヤフェ酒 (岐阜市)、 12/21こ よみのよぶね (岐阜

市)、 1月 成人式 (可児市)〕

○主な指導・助言内容例

・マスクをはずす食事の際は高感染 ジスクのため距離を確保すること。食

事が終了したらマスクを着用するよう館内放送など徹底すること。

・花火は屋外で四方から大勢の人が集まり、人との距離確保が困難である

ため、打ち上げについては事前予告せずサプライズで行 うなど集客を制

限する工夫をすること。

・万が一感染者が発生した場合に疫学調査を行うため、県感染警戒QRシ
ステム、COCOAの 活用を促進すること。 など
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6 外国人県民への普及啓発

(対策) ⇒外国人県民に対し、直接的に感染防止に関するメンセー

ジが伝わるよう、県、市はこれまで以上に多言語での注意喚起

を行う。

重点箇所 :外国人がよく利用する「教会等宗教施設」、「雑

貨店」、「スポーツジム」、「飲食店」、「留学生が在籍する教育

機関」、「技能実習制度の監理団体」など

(参考 :こ れまで強化 してきた広報)

・ 県国際交流セ ンターのホームページ及び Facebookに おいて、発熱等

の症状が生 じた場合の医療機関等への相談・受診方法、知事メッセージ、

ス トップ「コロナ・ハ ラスメント」宣言等を主要 5言語で情報発信

・ 14言語で「STOP I COVID■ 9」 チラシを作成、広報

英語、中国語、ポル トガル語、タガログ語、ベ トナム語、韓国語、

インドネシア語、タイ語、クメール語、ネパール語、 ミャンマー語、

スペイン語、マレー語、モンゴル語

外国人県民会議等の各種会議において、感染防止策の周知や注意喚起

(参考 :保健所業務における通訳者確保等)

・ 在住外国人感染者や濃厚接触者への聞き取 り調査を円滑に行 うため、

複数言語の民間ボランテイアなどを派遣できる体制を確保

・ 宿泊療養施設入所者用注意事項等の説明資料 (14言語)を作成

・ 保健所及び宿泊療養施設における電話通訳 (14言語)の導入
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接触慰業に注意 !

新型コロナウイルスのは梨経臨として

稲沫慰業のほか`接触慰業に注意が必要です。

人は、“無意識に"顔を触っています !

目  1時間に平均23

そのうち、目、鼻、国などの粘 1良は、

惨考文献)  約44パ ーセン トを占めています!

Ven Lee Angela Kwok,Jan Gralton,Mary― Louise McLaws.Face touching:A frequent habit that has implications for

hand hygiene.Am J infect Control.2015 Feb生 テ43(2):生 12… 114
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分科会から政府への提言
感染リスクが高まる「5つの場面」と「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」

令和 2年 10月 23日 (金 )

新型コロナウイルス感染症対策分科会



第12回新型コロナウイルス

感染症対策分科会「5つの場面」に関する分科会から政府への提言

緊急事態宣雷を解除後、ほぼ半年が経過しようとしている。今冬を
しつかり乗りi越えるためには、これまでの対策について評価することド泌
要である。

新型コロナウイJレス感染症は、屋外で歩いたり、十分に換気がされて
いる公共交通機関での感染は限定的であると考えられる。本感染症の
伝播は、主にクラスターを介けして拡大することから、今冬に備えるために
は、クラスタ…連鎖をしつかり抑えることが逃須|である。

9月 25日の分科会では感染リスクを高めやすい「7つの場面」を示し
た。その後、各自治体とのヒアリングなどを,通してクラスターの分析がさら
に進んだことから、今 ゴ 5つの場面」に整理し、提示することにした。

さらに、飲酒を伴う会食においてクラスターの発生が多く見られている
ことから、「感染リスクを下眈 がら会食を楽しむ工夫」を取りまとめた。

政府IEおいては、「感染リスクが高まる5つの場面」及び「感染リスクを
下眈 がら会食を楽しむ工夫」を、国民。社会に幅広く伝わるよう発信し
て頂|きたい。
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第12回新型コロナウイルス

感染症対策分科会「5つの場面」に関する分科会から政府への提言

感染リスクが高まる「Sつの場面J

【場面ユ】飲酒を伴う懇親会等

・飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。

・特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。

・また、ロ し飲みや箸などの共用が感染のリスクを高める。

【場面 2】六人数や長時間:こおよぶ飲食

・長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはし剤 では、短時間の食事に比べて、感染リスクが

局まる。

・大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。

【場面 3】マスクなしでの会話

・マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。

・マスクなしでの感染例としては、昼力夢オケな贅 の事例が確認されている。

・車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。

【場面 4】狭い空間での共同生活

・狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。

・寮の音F屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が幸限告iされている。

【場面 5】居場所の切り替わり

・仕事での休憩時間に入つた時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスク

カ悩 まることがある。

・休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。



第12回新型コロナウイルス

感染症対策分科会「5つの場面」に関する分科会から政府への提言

感染リスクセ下げ劇戯受灘渡鶴鮨む工夫
<不J用者>
・飲酒をするのであれば、①少人数・短時間で、

②なるべく普段一緒にいる人と、

③深酒・1まし剤 などはひかえ、適度な酒量で。

・箸やコップは使い回わさず、一人ひとりで。

・座の配置は斜め向かいlこ。 (正面や真横はなるべく避ける)

(食事の際に、正面や真横に座った場合には感染したが、斜め向かしЧこ座った場合に1ま感染しなかつた報告事例あり。)

・会話する日寺はなるべくマスク着用 。 (フェィスシールド・マウスシールド※11まマスクに比べ効果溺ヨいことに留意が必要※2c)

※ 1 フェイスシールトはもともとマスクとイ洋用し日長からの飛沫感染防止のため、マウスシールドはこれまで一言B産業界から使われてきたものである。

※2 新型コロナウイルス感染防止′デ功果については、今後さらなるエビデンスの蓄積蒔込要。

・換気が適切になされているなどの工夫をしている、ガイドライン★を遵守したお店で。
・体調が悪い人は参加しない。

<お店>
・お店はガイドライン★の遵守を。

(例え(よ 従業員の体調管理やマスク着用、席ごとのアクリル板の効果的な設置、換気と組み合わせた適切な扇風機の利用などの工夫も。)

・利用者に上記の留意事項の遵守や、

接角虫確認アプリ(COCOA)のダウンロードを働きかける。
【飲酒の場面も含め、金ての場面でこれからも引き続き守つてほしいこと】
・基本はマスク着用や三密回避。室内では換気を良くして。
・集まりは、少人数・短時間にして。
・大声を出さず会話はできるだけ静かに。
・共用施設の清掃。消毒、手洗い。刀レコール消毒の徹底を。

★従業員で感染者が出たある飲食店では、ガイド夢インを遵守
しており、窓を開けるな懃 気もされ、客同士の間隔も一定開け
られていたことから、利用客 (100名超)からの感染者は出な
かつた。
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場画①

感染リスクが高まる「5つの場面」

飲酒を伴う懇親会等 理 大人数や長時間におよぶ飲食

●飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。

また、聴覚が鈍麻 し、大きな声になりやすい。
e特に敷居などで区切られている狭い空間に、

長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが

高まる。
● また、回し飲みや箸などの共用が

感染のリスクを高める。

● 長時間におよぶ飲食、接待を伴う欲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、

感染リスクが高まる。
0大人数、例えば 5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、

感染リスクが高まる。

狭い空間での共同生活 居場所の切り替わり理 マスクなしでの会話

◆ マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染
やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。

● マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなど

での事伊lが確認されている。
●車やパスで移動する際の車中でも注意が必要。

e狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が

共有されるため、感染リスクが高まる。
●寮の部屋や トイレなどの其用部分での感染が疑われる

事例が報告されている。

◇仕事での休憩時間に入つた時など、居場所が切 り
替わると、気の緩みや環境の変化により、感染
リスクが高まることがある。

o休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が
確認されている。

4

場面④ 場函③



(参考)7月 以降のクラスター等の発生状況の推移

接待を伴う飲食店

会食

職場

学校・教育施設等

医療・福祉施設等

その他

47

37

86

42

56

53

41

37

100

80

194

71

３

１

０

４

９

８

２

２

８

４

７

６

17

19

55

25

46

31

*報道等情報を元に内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室において作成。
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分類 (件 ) 10月
※10月 21日 時点
で公表されている
件数
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ストップ「コロナ・ハラスメント」宣言

1「コロナ ロハラスメント」●
・

新型コロナは人類未知のウイルスであり、誰しも怖いもの

です。
この病気に対する恐怖心、誤解や偏見により、知らず知らず誰

かを排除したり、差別をしていませんか? 身近なところで以

下のようなこと (コ ロナ ロハラスメン ト)が起こつていません

か?

・退院した感染落
‐
が、お店の方から「帰れ」と言われた。

・会社に復帰する際に 「陰性証明を持ってこい」と言われた。
・感染者が、退院後にデイサービ不を断られた。
・インターネットで感染者を名指しするような書き込みがあつた。
・感染者の子どもが、学校でコロナのことでいじめられ、泣きなが

ら帰ってきた。
・感染者が発生した地域で、嫌がらせのビラが配られた。
・飲食店が、感染者が発生したという喩により、l鼠ヽ 評被害にあつた。
・医療従事者の子どもが、保育所で受け入れ拒否やいじめを受けた。
・感染が多発 している県のナンバーの自動車に対し、嫌がらせのビラ

が貼られた。
・子どもが学校を体むと、同級生にコロナに感染したと言われた。
・感染者が出ている学校の学生が、アルバイ ト先から解雇された。

Oご相談・お問い合わせは、以下まで。

・岐阜県人権啓発センター(058-272-8252)
・お住いの市町村相談窓口

2 「思いやり」と「感謝」を

新型コロナは、誰でも感染する可能性があり、私たちが

闘つている相手は、人ではなくウイルスです。

感染した方を「思いやり」、その立場を守ります。また、

最前線で治療や社会生活維持にあたる医療従事者や関係

者の方々に「感謝」します。

このように人との絆を大切に、この難局を乗り越えまし

O 患者、濃厚接触者、医療従事者、外国人の方々、他地域からの

来訪者、そ して、それ らのご家族や特定の店舗などへの差別的扱

い、非難を絶対になくしましょう。

O 不確かな感染情報 (デマ)の拡散は許されることではありませ

ん。SNSに 書き込むなど安易に広げることは、かえって人に不

安を与えるだけです。

○ 医療従事者をはじめ、新型コロナ対策に携わる関係者の方々、

あるいは食品流通業務や、生活安全業務など、私たちの暮らしを

支える方々に改めて感謝 しましょう。

よ つ。
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