新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）感染症（かんせんしょう）に
関（かん）する

よくある質問（しつもん）

今（いま）起（お）こっている
気（き）を付（つ）けること

状況（じょうきょう）

生活（せいかつ）で

Ｑ : 今（いま） コロナウイルス（ころなういるす）の
どうなっていますか

状況（じょうきょう）は

「船橋市（ふなばしし）」のニュース（にゅーす）は こちらを見（み）てください
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p076941.html
「国（くに）」のニュース（にゅーす）は 厚生労働省（こうせいろうどうしょう）
ホームページ（ほーむぺーじ）を 見（み）てください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
Ｑ： 生活（せいかつ）で

気（き）を付（つ）けることは

何（なん）ですか

病気（びょうき）にならない 病気（びょうき）を 移（うつ）さないために
下（した）に 書（か）いてあることや 体調（たいちょう）に 気（き）を付（つ）
けましょう
・せっけんで 手（て）を 洗（あら）いましょう
・手指（てゆび）消毒用（しょうどくよう）アルコール（あるこーる）による
消毒（しょうどく）
・混（こ）んでいる 場所（ばしょ）に いかないように しましょう
・たくさん 寝（ね）ましょう
・咳（せき）や 熱（ねつ）など 風邪（かぜ）の 症状（しょうじょう）が
でたときは 学校（がっこう）や 会社（かいしゃ）を 休（やす）み
家（いえ）にいま しょう
・咳（せき）や 熱（ねつ）など 風邪（かぜ）の 症状（しょうじょう）が でた
ときは 毎日（まいにち） 体温（たいおん）を 記録（きろく）しましょう
新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）感染症（かんせんしょう）と
予防（よぼう）については こちらです
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p078121.html

人（ひと）との 接触（せっしょく）を

８０％

減（へ）らす

１０のポイント（ぽいんと）は こちらです
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p079363.html

Ｑ : 高齢者（こうれいしゃ）は
りますか

特（とく）に

気（き）を付（つ）けることがあ

・上（うえ）に 書（か）いてある 「生活（せいかつ）で 気（き）を付（つ）け
ること」
・運動不足（うんどうぶそく）にならないように 気（き）を付（つ）けましょう
運動不足（うんどうぶそく）の 解消（かいしょう）については こちらです
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kaigo/005/p078122.html
【厚生労働省（こうせいろうどうしょう）】
「高齢者（こうれいしゃ）の 皆（みな）さまへ」は こちらです
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei
sha/yobou/index_00013.html

Ｑ：どのような

消毒方法（しょうどくほうほう）が

良（よ）いですか

皮膚（ひふ）の 消毒（しょうどく）
・石鹸（せっけん）で 手洗（てあら）い
・７０％以上（いじょう）の 消毒用（しょうどくよう）アルコール（あるこーる）
物（もの）の 表面（ひょうめん）の 消毒（しょうどく）
・７０％以上（いじょう）の 消毒用（しょうどくよう）アルコール（あるこーる）
・次亜塩素酸（じあえんそさん）ナトリウム溶液（なとりうむようえき）を
薄（うす）めたもの
作（つく）り方（かた）は

広報（こうほう）ふなばし

４月（がつ）１５日（にち）号（ごう）３面（めん）
「手洗（てあら）い・消毒（しょうどく）の 徹底（てってい）を」にあります
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/kouhou/001/p078765.html#3-2

Ｑ：風邪（かぜ）のような

症状（しょうじょう）がありますが

どうしたら

よいですか
・咳（せき）や 熱（ねつ）など 風邪（かぜ）の 症状（しょうじょう）が でた
ときは 学校（がっこう）や会社（かいしゃ）を 休（やす）み 家（いえ）に
いてください
・咳（せき）や 熱（ねつ）など 風邪（かぜ）の 症状（しょうじょう）が でた
ときは 毎日（まいにち） 体温（たいおん）を 調（しら）べてください
・病気（びょうき）が

ひどくなりやすい人（ひと）(基礎疾患（きそしっかん）の

ある人（ひと）)や 新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）
以外（いがい）の 病気（びょうき）を 心配（しんぱい）している 人（ひと）
は 初（はじ）めに かかりつけの病院（びょういん）に 電話（でんわ）で
相談（そうだん）してください
＜医療機関（いりょうきかん）を 受診（じゅしん）する 場合（ばあい）の
ご注意（ちゅうい）＞
下（した）の「相談（そうだん）・受診（じゅしん）の 目安（めやす）」に
当（あ）てはまる人（ひと）は 船橋市新型コロナウイルス感染症相談センター
（ふなばしし しんがたころなういるす かんせんしょう そうだんせんたー）に
電話（でんわ）してください
◆相談（そうだん）・受診（じゅしん）の目安（めやす）
(1) 息苦（いきぐる）しさ(呼吸困難（こきゅうこんなん）) 強（つよ）いだるさ
（倦怠感（けんたいかん）） 高熱（こうねつ）などの 強（つよ）い
症状（しょうじょう）の ある人（ひと）
(2) 下（した）の ・ の人（ひと）は 病気（びょうき）がひどくなりやすいです
熱（ねつ）や 咳（せき）などの 軽（かる）い 風邪（かぜ）の
症状（しょうじょう）があったら 電話（でんわ）しましょう。
・お年寄（としよ）りの人（ひと）
・糖尿病（とうにょうびょう） 心不全（しんふぜん） 呼吸器（こきゅうき）疾患
（しっかん）（COPD など）の 基礎疾患（きそしっかん）が ある人（ひと）
・透析（とうせき）を している人（ひと）
・免疫（めんえき）抑制剤（よくせいざい）や 抗（こう）がん剤（ざい）などを
使（つか）っている 人（ひと）

(3) 上（うえ）の(1)(2) 以外（いがい）で 熱（ねつ）や 咳（せき）などの
軽（かる）い 風邪（かぜ）の 症状（しょうじょう）が ４日以上（にちいじょう）
続（つづ）いている 人（ひと）
（熱（ねつ）を 下（さ）げる薬（くすり）を 飲（の）み 続（つづ）ける 人
（ひと）も おなじ）
◎病気（びょうき）は 症状（しょうじょう）に 個人差（こじんさ）が
(1)(2)(3)の症状（しょうじょう）では なくても 心配（しんぱい）な
時（とき）は すぐに 相談（そうだん）してください
マスク（ますく）は

必（かなら）ず

あります

つけてください

問（と）い合（あ）わせ
船橋市（ふなばしし）新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）
感染症（かんせんしょう）相談センター（そうだんせんたー）
電話（でんわ）：０４７－４０９－３１２７
午前(ごぜん)９時(じ)から 午後(ごご)５時(じ)
土曜日(どようび)と 日曜日(にちようび)や 祝日(しゅくじつ)も
電話(でんわ)を

することができます

≪言葉（ことば）の 障害（しょうがい）・耳（みみ）が 聞（き）こえないなど
電話（でんわ）の相談（そうだん）ができない人（ひと）は≫
FAX：０４７－４０９－２９５２
で 相談（そうだん）してください。

船橋市新型コロナウイルス感染症相談センター（ふなばしし しんがた ころなうい
るす かんせんしょう そうだん せんたー）に ご相談（そうだん） いただく
目安（めやす）は こちらです
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p077431.html
Ｑ：一緒（いっしょ）に
症状（しょうじょう）が

住（す）んでいる人（ひと）に 風邪（かぜ）の
ありますが どうしたらよいですか

・咳（せき）や

熱（ねつ）など

ときは 学校（がっこう）や
いてください

風邪（かぜ）の

症状（しょうじょう）が

会社（かいしゃ）を

休（やす）み

でた

家（いえ）に

・一緒（いっしょ）に 住（す）んでいる 人（ひと）も 毎日（まいにち） 体温
（たいおん）を 調（しら）べて 健康観察（けんこうかんさつ）してください
できるだけ 外（そと）に 出（で）ないで 家（いえ）に いてください
＜家（いえ）の中（なか）で

注意（ちゅうい）

すること＞

・部屋（へや）を 分（わ）けましょう
・病気（びょうき）の 人（ひと）の 世話（せわ）は 決（き）まった人（ひと）
だけでしましょう
・マスク（ますく）を つけましょう
・すぐに 手洗（てあら）いや アルコール消毒（あるこーるしょうどく）を
しましょう
・換気（かんき）をしましょう
・手（て）で 触（さわ）った 部分（ぶぶん）の 消毒（しょうどく）
みんなで使（つか）う 物（もの）や 場所（ばしょ）：
ドア（どあ）の 取っ手（とって） トイレ（といれ） 洗面所（せんめんじょ）
など
・体液（たいえき）で 汚（よご）れた 衣服（いふく）タオル（たおる） などは
手袋（てぶくろ）と マスク（ますく）を 着（つ）けて 洗濯（せんたく）し
完全（かんぜん）に 乾（かわ）かしてください
・鼻（はな）をかんだ ティッシュ（てぃっしゅ）や 捨（す）てる マスク
（ますく）は ビニール袋（びにーるぶくろ）に 入（い）れて 口（くち）を
しっかり 閉（と）じて 捨（す）てます
家（いえ）で 注意（ちゅうい）する ８つのポイント（ぽいんと）は
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
Ｑ：公園（こうえん）などの

こちらです

利用（りよう）について

新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）感染症（かんせんしょう）が
広（ひろ）がらないように 次（つぎ）のことを 守（まも）りましょう
・ほかの人（ひと）との
取（と）りましょう

間（あいだ）に 十分（じゅぶん）な 距離（きょり）を

・マスク（ますく）は

必（かなら）ず つけましょう

・咳エチケット（せきえちけっと）を 守（まも）りましょう
咳（せき）や くしゃみが 出（で）るときは 下（した）を 向（む）いて
マスク（ますく）や ハンカチ（はんかち）で 口（くち）をふさぎます
人（ひと）との 接触（せっしょく）を ８０％減（へ）らす
１０のポイント（ぽいんと）は こちらです
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p079363.html

Ｑ：運動不足（うんどうぶそく）で

困（こま）ってます

船橋市（ふなばしし）は 自宅（じたく）での 運動（うんどう）や
を 動画（どうが）で 紹介（しょうかい）しています

遊（あそ）び

＜子（こ）ども向（む）け＞
・楽（たの）しく 遊（あそ）ぼう
https://www.city.funabashi.lg.jp/funakkonavi/guide/8015/8104/kosodateshienn
douga.html

・発達（はったつ）のための

遊（あそ）び

https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/hattatsu/003/p079223.html
＜高齢者（こうれいしゃ） 向（む）け＞
・運動不足（うんどうぶそく）を 解消（かいしょう）しましょう
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kaigo/005/p078122.html

Ｑ：マスク（ますく）が
船橋市（ふなばしし）では

ないのですが

どうしたらよいですか

市（し）の 持（も）っている

マスク（ますく）は

病院（びょういん）や 介護（かいご）などに 関（かか）わる人（ひと）たちへ
優先的（ゆうせんてき）に くばりました
マスク（ますく）が なかなか買（か）えない 時（とき）のために
手作（てづく）りマスク（ますく）の 作（つく）り方（かた）を
紹介（しょうかい）します こちらです
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p077619.html

Ｑ：使（つか）った
りたい

マスク（ますく）を

捨（す）てる方法（ほうほう）を

知（し）

使（つか）った マスク（ますく）や ティッシュペーパー（てぃっしゅぺーぱー）
は 小（ちい）さい袋（ふくろ）などにいれて しっかり口（くち）を 閉（し）め
て 可燃（かねん）ごみで 捨（す）ててください
ごみを捨（す）てた 後（あと）は しっかり手（て）を 洗（あら）ってください
感染（かんせん）を

防（ふせ）ぐ マスク（ますく）の

捨（す）て方（かた）

は こちらです
https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/gomi/001/p078156.html

船橋市（ふなばしし）で行（おこな）う PCR 検査（けんさ）について
Ｑ： PCR 検査（けんさ）について
できますか

詳（くわ）しいことは、どこで知（し）ることが

下（した）の リンク（りんく）を 見（み）てください
・新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）の PCR 検査（けんさ）を
やります
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p077291.html
・新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）の 相談（そうだん）と
検査（けんさ）の 実績（じっせき）
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p078042.html
・船橋市（ふなばしし）が PCR 検査（けんさ）した 人数（にんずう）と
新（あたら）しい 陽性者数（ようせいしゃすう）
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p076941.html#kanjyad
ata
Ｑ： PCR 検査（けんさ）を
すれば いいですか

受（う）けたいですが

どこに

相談（そうだん）

・新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）感染症（かんせんしょう）の
PCR 検査（けんさ）は
船橋市新型コロナウイルス感染症相談センター（ふなばしししんがたころなういる
す かんせんしょう そうだんせんたー）で
「相談（そうだん）・受診（じゅしん）の目安（めやす）」の 症状（しょうじょ
う）の 質問（しつもん）をして
病院（びょういん）と連絡（れんらく）をしてから 検査（けんさ）を するか
決（き）めます
「相談（そうだん）・受診（じゅしん）の目安（めやす）」に当（あ）てはまる
人（ひと）は
船橋市新型コロナウイルス感染症相談センター（ふなばしししんがたころなういる
す かんせんしょう そうだんせんたー）に
（電話（でんわ）：047－409－3127）

電話（でんわ）して

ください

言葉（ことば）の 障害（しょうがい）・ 耳(みみ)が 聞(き)こえない などで
電話（でんわ）の 相談（そうだん）が できない人（ひと）は
【FAX（ふぁっくす）：047－409－2952】に 相談（そうだん）してください。
※PCR 検査（けんさ）は

誰（だれ）でも

受（う）けられるわけではありません

Ｑ：ドライブスルー方式（どらいぶするーほうしき）とは

何（なん）ですか

船橋市（ふなばしし）は PCR 検査外来（けんさがいらい）
（ドライブスルー方式（どらいぶするーほうしき））を ４月（がつ）２１日（にち）
から 始（はじ）めました
最初（さいしょ）に
「船橋市新型コロナウイルス感染症センター（ふなばしししんがたころなういるす
かんせんしょうせんたー）」で 症状（しょうじょう）を 質問（しつもん）します
検査（けんさ）が 必要（ひつよう）と 判断（はんだん）した 場合（ばあい）に
病院（びょういん）に 行（い）かないで PCR 検査（けんさ）を 受（う）けるこ
とが できます

船橋市（ふなばしし）の 新型コロナウイルス感染症（しんが
かんせんしょう） 患者（かんじゃ）について

ころなういるす

Ｑ： 病気（びょうき）に

なった人（ひと）を

知（し）りたい

病気（びょうき）に なった人（ひと）を 教（おし）えることは 住（す）んで
いる人（ひと）のことも 考（かんが）えて やっていません
みんなに教（おし）える 必要（ひつよう）が あることは ホームページ
（ほーむぺーじ）などで 伝（つた）えます
今（いま） 伝（つた）えられる ニュース（にゅーす）に
の リンク（りんく）に 書（か）いてあります

ついては

下（した）

新型コロナウイルス感染症（しんがたころなういるすかんせんしょう）
患者（かんじゃ）の 発生（はっせい）状況（じょうきょう）
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p076941.html

船橋市（ふなばしし）の PCR 検査（けんさ）した 人数（にんずう）と
新（あたら）しい 陽性者数（ようせいしゃすう）
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p076941.html#kanjyad
ata

Ｑ：本人（ほんにん）の 同意（どうい）がないと
公表（こうひょう）できないのですか

情報（じょうほう）を

保健所（ほけんじょ）は 感染（かんせん）した 人（ひと）から
くわしい行動歴（こうどうれき）など 聞（き）いて 必要（ひつよう）な
情報（じょうほう）は 集（あつ）めています
感染（かんせん）した 人（ひと）との 信頼関係（しんらいかんけい）や 本人（ほ
んにん）の 意思（いし）を 第一（だいいち）に 考（かんが）えています
ご理解（りかい） お願（ねが）いします

Ｑ：軽症者（けいしょうしゃ）・ 無症状（むしょうじょう）の 陽性者（ようせい
しゃ）向（む）け 宿泊施設（しゅくはくしせつ）とは 何（なん）ですか

４月（がつ）３０日（にち）から

船橋市（ふなばしし）で

（しんがたころなういるす）感染症（かんせんしょう）の
借（か）りたホテル（ほてる）のことです

新型コロナウイルス
人（ひと）のために

軽症者（けいしょうしゃ） 無症状者（むしょうじょうしゃ）が 家（いえ）では
なく このホテル（ほてる）で 病気（びょうき）を 観察（かんさつ）することに
よって 家族（かぞく）への 感染（かんせん）が 防（ふせ）げます
容体（ようたい）が 急変（きゅうへん）したときは 必要（ひつよう）に
応（おう）じて 病院（びょういん）に 搬送（はんそう）もします
このホテル（ほてる）には
２４時間（じかん）いて
ます

看護師（かんごし）や

保健師（ほけんし）が

健康状態（けんこうじょうたい）を

確認（かくにん）し

宿泊施設（しゅくはくしせつ）の 入退室状況（にゅうたいしつじょうきょう）につ
いては こちらです
https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/ncov-hotel.html##03

会社（かいしゃ）や

働（はたら）いている

人（ひと）へ

Ｑ： 新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）感染症（かんせんしょう）に
関（かん）する 中小企業者（ちゅうしょうきぎょうしゃ）への
には どのようなものがありますか。

支援（しえん）

７月（がつ）２日（にち）から 新（あたら）しく
・「事業継続支援助成金（じぎょうけいぞくしえんじょせいきん」
・「テレワーク導入支援補助金（てれわーくどうにゅうしえんほじょきん）」の
請受付（しんせいうけつけ）を 始（はじ）めます
※国（くに）の 「持続化給付金（じぞくかきゅうふきん）」の
もらっている 人（ひと）は

申

お金（かね）を

「事業継続支援助成金（じぎょうけいぞくしえんじょせいきん）」は
もらえません
中小企業者（ちゅうしょうきぎょうしゃ）への 支援（しえん）については
下（した）の リンク(りんく)を 見（み）てください。
（農林漁業者（のうりんぎょぎょうしゃ）を含（ふく）む）

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/corona-jigyosha.html

Ｑ：（働（はたら）いている人（ひと）へ）
新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）感染症（かんせんしょう）による
「仕事（しごと）の 相談（そうだん）」について
千葉労働局（ちばろうどうきょく）では ２０２０年（ねん）２月（がつ）１４日
（にち）に 始（はじ）めた 特別労働相談窓口（とくべつろうどう そうだんまど
ぐち）で 新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）感染症（かんせんしょう）
に 関（かん）する 相談（そうだん）のほか 小学校（しょうがっこう） 中学校
（ちゅうがっこう）などの お休（やす）みによる 特別休暇（とくべつきゅうか）
制度（せいど）（病気休暇（びょうききゅうか）含（ふく）む）の 相談（そうだん）
も 行（おこな）っています
【千葉労働局（ちばろうどうきょく）】
・「新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）感染症（かんせんしょう）の
影響（えいきょう）による 特別労働相談窓口（とくべつろうどう そうだん
まどぐち））」などの 知（し）らせは こちらです
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/oshirase_20200213.html
【厚生労働省（こうせいろうどうしょう）】
・働（はたら）く人（ひと）と 経営者（けいえいしゃ）の 皆（みな）さんへ
（働（はたら）く人（ひと）・経営者（けいえいしゃ）への 支援（しえん））
参考（さんこう）資料（しりょう）（厚生労働省（こうせいろうどうしょう）
ホームページ（ほーむぺーじ））
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hata
rakukata

Ｑ：患者（かんじゃ）が 発生（はっせい）した時（とき）の
の 流（なが）れ・ 方法（ほうほう）を 知（し）りたい

消毒（しょうどく）

患者（かんじゃ）が 発生（はっせい）し 感染（かんせん）が 広（ひろ）がりそ
うなときは その施設（しせつ）に 消毒（しょうどく）を 指示（しじ）します
必要（ひつよう）なものが あるか 確認（かくにん）しておきましょう

消毒（しょうどく）は

保健所（ほけんじょ）の

指導（しどう）で

行（おこな）

います
その場（ば）を 管理（かんり）している 人（ひと）がする 場合（ばあい）は
・自分（じぶん）の 家（いえ）なら 本人（ほんにん）か 家族（かぞく）
・会社（かいしゃ）の 場合（ばあい）は その会社（かいしゃ）に 勤（つと）
めている 人（ひと）
管理（かんり）している 人（ひと）が 消毒業者（しょうどくぎょうしゃ）へ
消毒（しょうどく）を お願（ねが）いする 場合（ばあい）は
・消毒業者（しょうどく ぎょうしゃ）
＜消毒（しょうどく）の

方法（ほうほう）＞

患者（かんじゃ）の 手（て）の ふれたところを ふき取（と）りにより
消毒（しょうどく）します
消毒薬（しょうどくやく）は 次亜塩素酸ナトリウム（じあえんそさん なとりうむ）
もしくは 消毒用エタノール（しょうどくよう えたのーる）を 使（つか）います
患者発生（かんじゃはっせい）から 消毒（しょうどく）までの 流（なが）れ
消毒方法（しょうどくほうほう）についてを 見（み）てください
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p079762.html

Ｑ：緊急事態宣言（きんきゅうじたいせんげん）における
粛（じしゅく）とは

自

何（なん）ですか

５月（がつ）２５日（にち）に
終（お）わりました

Ｑ：差別（さべつ）や

外出（がいしゅつ）の

緊急事態宣言（きんきゅう

じたい

せんげん）は

偏見（へんけん）について

見（み）えない ウイルス（ういるす）への 不安（ふあん）のために
（さべつ）や 偏見（へんけん）を 生（う）んでいることがあります

差別

くわしくは こちらです
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p079488.html

Ｑ：ペット（ぺっと）を 飼（か）っています 自分（じぶん）が
新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）感染症（かんせんしょう）に

感染（かんせん）したら

どうしたらよいですか

・家族（かぞく）や 友人（ゆうじん）など ペット（ぺっと）の
預（あず）け先（さき）を 考（かんが）えておきましょう
・ペット（ぺっと）の 世話（せわ）や ペット（ぺっと）に 感染（かんせん）
しないように まず 飼（か）い主（ぬし）が 病気（びょうき）にならないよう
に気（き）を付（つ）けましょう
・ペット（ぺっと）に 触（さわ）ったときは 石鹸（せっけん）で 手（て）を
洗（あら）い あまり 触（さわ）り すぎないようにしましょう
・猫（ねこ）は 家（いえ）の 中（なか）で 飼（か）いましょう
【環境省（かんきょうしょう）】
ペット（ぺっと）を 飼（か）っている 皆（みな）さま ペット関連事業者
（ぺっとかんれんじぎょうしゃ）の みなさまへは こちらです
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/coronavirus.html
問（と）い合（あ）わせ先（さき）
動物愛護指導センター（どうぶつあいご しどうせんたー）
電話（でんわ）：０４７－４３５－３９１６
Ｑ：猫（ねこ）が 新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）に
感染（かんせん）すると 聞（き）きましたが 本当（ほんとう）ですか
研究機関（けんきゅうきかん）から 猫（ねこ）の 間（あいだ）での
新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）の 感染（かんせん）の 報告
（ほうこく）は ありましたが ペット（ぺっと）と人（ひと）の 間（あいだ）で
の 関係（かんけい）については 証拠（しょうこ）がないとされています
動物（どうぶつ）からの 感染（かんせん）を 防（ふせ）ぐため ペット（ぺっと）
を 触（さわ）り すぎないようにし 触（さわ）った後（あと）は 手洗（てあら）
いや アルコール消毒（あるこーるしょうどく）をしてください
ペット（ぺっと）の 世話（せわ）や ペット（ぺっと）に 感染（かんせん）
しないように まず 飼（か）い主（ぬし）が 病気（びょうき）にならないように
気（き）を付（つ）けましょう
猫（ねこ）は 家（いえ）の 中（なか）で 飼（か）いましょう
【環境省（かんきょうしょう）】
ペット（ぺっと）を 飼（か）っている 皆（みな）さま ペット関連事業者

（ぺっとかんれんじぎょうしゃ）の

みなさまへは

こちらです

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/coronavirus.html
【厚生労働省（こうせいろうどうしょう）】
動物（どうぶつ）を 飼育（しいく）する方（かた）向（む）け Ｑ＆Ａ は
こちらです
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/doubutsu_qa__
00001.html
【日本獣医師会（にほんじゅういしかい）】
新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）感染症（かんせんしょう）に
関（かん）する 情報（じょうほう）は
http://nichiju.lin.gr.jp/covid-19/

こちらです】

問（と）い合（あ）わせ先（さき）
動物愛護指導センター（どうぶつあいご しどうせんたー）
電話（でんわ）：０４７－４３５－３９１６

Ｑ：船橋市（ふなばしし）から メール（めーる）・ＬＩＮＥが
来（き）たのですが どうしたらよいですか
船橋市（ふなばしし）の ふりをした うそのメール（めーる）が 確認（かくにん）
されてます
送（おく）られてきた ファイル（ふぁいる）を 開（ひら）いたとき あなたの
パソコン（ぱそこん）が コンピュータウイルス（こんぴゅーたういるす）に
感染（かんせん）する 場合（ばあい）が あります
知（し）らないメール（めーる）が 船橋市（ふなばしし）から きたときは
一緒（いっしょ）に 送（おく）られてきた ファイル（ふぁいる）は
開（ひら）かないでください
メール（めーる）に 書（か）いてある 課（か）や 係（かかり）へ
電話（でんわ）で 確認（かくにん）してください

市ホームページ（し ほーむぺーじ）のお問（と）い合（あ）わせ フォーム
（ふぉーむ）を 利用（りよう）した 不正メール（ふせいめーる）に

注意（ちゅうい）してくださいは

こちらです

https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/osirase/p080658.html
船橋市（ふなばしし）を かたるメール（めーる）に ご注意（ちゅうい）ください
は こちらです
https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/soudan/003/p075002.html

≪言葉（ことば）の障害（しょうがい） 耳(みみ)が聞(き)こえないなどで
（でんわ）の相談（そうだん）ができない人（ひと）へ≫

電話

船橋市新型コロナウイルス感染症相談センター（ふなばしししんがたころなういるす
かんせんしょうそうだんせんたー）へ 電話（でんわ）の相談（そうだん）が でき
ない人（ひと）は FAX（ふぁっくす）で 連絡（れんらく）してください。
FAX（ふぁっくす）： 047－409－2952

問（と）い合（あ）わせ
船橋市（ふなばしし）新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）
感染症（かんせんしょう）相談センター（そうだんせんたー）
電話（でんわ）：０４７－４０９－３１２７
午前(ごぜん)９時(じ)から 午後(ごご)５時(じ)
土曜日(どようび)と 日曜日(にちようび)や 祝日(しゅくじつ)も
を することができます

電話(でんわ)

日本語(にほんご)が よくわからない人(ひと)や 自分(じぶん)の 国(くに)の
言葉(ことば)で 話(なはし)を したい人(ひと)は 船橋市外国人総合相談窓口
（ふなばしし がいこくじん そうごうそうだん まどぐち）に 連絡(れんらく)
してください
船橋市外国人総合相談窓口（ふなばししがいこくじん そうごうそうだんまどぐち）
電話（でんわ）：０５０－３１０１－３４９５
午前(ごぜん)9 時(じ)から午後(ごご)5 時(じ)
土曜日(どようび) 日曜日(にちようび) 祝日(しゅくじつ)は休(やす)みです
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