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）に 相談（そうだん）
するとき
＊相談（そうだん）は 基本（きほん） 電話（でんわ）の 受付（うけつけ）
だけです
＊沢山（たくさん）の 電話（でんわ）が 同（おな）じ 時間（じかん）に
集（あつ）まると 相談センター（そうだんせんたー）への 電話（でんわ）が
つながらないことも あります
＜病院（びょういん）に

行（い）く

前（まえ）に＞

＊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
可能性（かのうせい）がある 症状（しょうじょう）の 人（ひと）は
・息苦（いきぐる）しさ 強（つよ）いだるさ
ような症状（しょうじょう）など

高熱（こうねつ） 風邪（かぜ）の

病院（びょういん）に 行（い）く前（まえ）に
「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 せんたー）へ 連絡（れんらく）してください
＊熱（ねつ）や 咳（せき）など 風邪（かぜ）の 症状（しょうじょう）で 病院
（びょういん）に 行（い）く 時（とき）は
行（い）く前（まえ）に 病院（びょういん）へ 電話（でんわ）して 受診方法
（じゅしん ほうほう）を 聞（き）いてください
マスク（ますく）も 必（かなら）ず つけてください
病院（びょういん）に 行（い）く前（まえ）の ご注意（ちゅうい）はこちらです

https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p077747.html

＊相談（そうだん）をする前(まえ)に
す）感染症（かんせんしょう）について
(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
よくある

お問（と）い合（あ）わせを

見

https://www.city.funabashi.lg.jp/faq/kenkou/kansenshou/001/p076864.
html

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）まで
（土曜日(どようび)や 日曜日(にちようび)も 毎日(まいにち)
相談(そうだん)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（ふぁっくす）：０４７－４０９－２９５２
で 相談（そうだん）してください。

＜どんな症状（しょうじょう）の

時（とき）に

相談（そうだん）するのか＞

下（した）の 症状（しょうじょう）が ある人（ひと）は すぐに 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）に 電話（でんわ）してください
(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 等）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

あります

＜妊娠（にんしん）している人（ひと）へ＞
妊娠（にんしん）している人（ひと）は 念（ねん）のため 早（はや）めに
相談センター（そうだんせんたー）に 相談（そうだん）してください。
妊娠（にんしん）している人（ひと）への 案内（あんない）はこちらです

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10653.html

＜子（こ）どもが

いる人（ひと）へ＞

子（こ）どもについては 子（こ）どもの 病院（びょういん）に 行（い）き
子（こ）どもの 医者（いしゃ）に 診（み）てもらうのが 良（よ）い です
病院（びょういん）に 行（い）く前（まえ）に 相談センター（そうだんせんたー）
や かかりつけの 子（こ）どもの 医者（いしゃ）に 電話（でんわ）で
相談（そうだん）してください
厚生労働省（こうせいろうどうしょう）が
「子（こ）どものいる 家族（かぞく）の
こちらです

作（つく）った
案内（あんない）」も

みてください

https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p077431_d/fil
/shouni_mhlw.pdf
≪相談（そうだん）や
注意（ちゅうい）する

医者（いしゃ）に
こと≫

行（い）く

前（まえ）に

・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

＜外国（がいこく）から 日本（にほん）に 到着（とうちゃく）した人（ひと）
や ウイルス感染者（ういるすかんせんしゃ）と 同（おな）じ 場所（ばしょ）
にいて 感染（かんせん）が 心配（しんぱい）な人（ひと）へ＞
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）に
相談（そうだん）してください
必要（ひつよう）なら 帰国者（きこくしゃ）・接触者（せっしょくしゃ）のため
の 病院（びょういん）の 窓口（まどぐち）も 紹介（しょうかい）します

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）
帰国者・接触者相談センター（きこくしゃ・せっしょくしゃ 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）まで
（土曜日(どようび)や 日曜日(にちようび)も 毎日(まいにち)
相談(そうだん)できます）
◎ 新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）に 関（かん）する Q＆A
（厚生労働省（こうせいろうどうしょう））については 英語（えいご） 中国語
（ちゅうごくご） 韓国語（かんこくご）で 見（み）れます
こちらです

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_0000
1.html

◎ 船橋市（ふなばしし）の

ホームページ(ほーむぺーじ)を

外国語（がいこくご）

で 見（み）るときは、上（うえ）にある 「Translate」を クリック(くりっく)
してください
英語（えいご）、中国語（ちゅうごくご）、韓国語（かんこくご）、スペイン語
（すぺいんご）で 見（み）ることができます

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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