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千葉県（ちばけん）の中（なか）や 東京都（とうきょうと）・埼玉県（さいたまけ

ん）・神奈川県（かながわけん）など 近（ちか）くの 都県（とけん）で 新型コ

ロナウイルス（しんがたころなういるす）の 感染者（かんせんしゃ）が 増（ふ）

えています 

 

千葉県（ちばけん）に 住（す）む 皆（みな）さんと 事業者（じぎょうしゃ）の 

皆（みな）さんへ 新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）が 

広（ひろ）がらないように これまでの お願（ねが）いの 徹底（てってい）と 

法律（ほうりつ）に 基（もと）づいた 次（つぎ）の 協力（きょうりょく）を  

お願（ねが）いします 

 

感染（かんせん）が 広（ひろ）がらないことと 社会（しゃかい）の経済活動 

（けいざいかつどう）の 維持（いじ）が 両方（りょうほう）できるように  

さらに 大（おお）きな 理解（りかい）と 協力（きょうりょく）を お願（ねが）

いします 

 

千葉県民（ちばけんみん）の 皆（みな）さんに 特（とく）に 注意（ちゅうい）

して もらいたいこと 

 

・熱（ねつ）などの 症状（しょうじょう）があるときは 千葉県（ちばけん）から

東京都（とうきょうと）や ほかの県（けん）への 移動（いどう）は  

避（さ）けてください  

外出（がいしゅつ）も なるべくしないように してください 

 

・外出（がいしゅつ）するときは  

「マスク（ますく）を 着（つ）ける」 

「手洗（てあら）いなど 手指（てゆび）を 清潔（せいけつ）に」 

など 感染（かんせん）が 広（ひろ）がらないようにし 

「新（あたら）しい 生活様式（せいかつようしき）」に 基（もと）づいて 



行動（こうどう）してください 

 

・県内（けんない）でも 県外（けんがい）でも どこでも 感染防止対策（かんせ

んぼうしたいさく）が 徹底（てってい）されていない 施設（しせつ）や  

場所（ばしょ）へは 行（い）かないようにしてください 

特（とく）に 繁華街（はんかがい）で 接待（せったい）のある 飲食店 

（いんしょくてん）などで 対策（たいさく）の 徹底（てってい）されてない 

店（みせ）の利用（りよう）は なるべくしないように してください 

 

・飲食店（いんしょくてん）では 特（とく）に 3 つの密（みつ）を 避（さ）け

てください 

 

1. 密閉空間（みっぺいくうかん）：部屋（へや）の 空気（くうき）が 

              入（い）れ替（か）わらない 場所（ばしょ） 

2. 密集場所（みっしゅうばしょ）：人（ひと）が たくさん 集（あつ）まる 

場所（ばしょ） 

3. 密接場面（みっせつばめん）：人（ひと）と人（ひと）が 手（て）を 伸（の）

ばしたら 届（とど）く 距離（きょり）で 話（は

なし）をすること 

 

・たくさんの人（ひと）で 食事（しょくじ）を するときは 大声（おおごえ）で

の 会話（かいわ）は なるべくしないように してください 

 

 

＊ 若（わか）い 人（ひと）の 感染（かんせん）が 広（ひろ）がっています 

友達（ともだち）や 家族（かぞく）に 感染（かんせん）が 広（ひろ）がらない

ように 注意（ちゅうい）して 行動（こうどう）してください 

 

 

外出（がいしゅつ）について 

 

・熱（ねつ）があるときは 県外（けんがい）への 移動（いどう）は 避（さ）け 

外出（がいしゅつ）も なるべくしないように してください 

 

・外出（がいしゅつ）するときは 「マスク（ますく）を 着（つ）け」 

「手洗（てあら）い 手指衛生（てゆび えいせい）」など 感染（かんせん）が  

ひろがらないように 「新（あたら）しい 生活様式（せいかつ ようしき）」に  

基（もと）づいて 行動（こうどう）してください 



 

・感染予防ガイドライン（かんせんよぼうがいどらいん）などに 基（もと）づく  

感染予防対策（かんせんよぼうたいさく）が 徹底（てってい）されてない 施設

（しせつ）への 外出（がいしゅつ）は なるべくしないように してください 

 

・特（とく）に 繁華街（はんかがい）の 接待（せったい）がある 飲食店（いん

しょくてん）で 対策（たいさく）が 徹底（てってい）されてない 店（みせ）

の 利用（りよう）は なるべくしないように してください 

 

・飲食店（いんしょくてん）の 利用（りよう）では 特（とく）に  

「3つの密（みつ）」を 避（さ）けてください 

 

・多人数（たにんずう）での 食事（しょくじ）のときは 大声（おおごえ）での  

会話（かいわ）は なるべくしないように してください 

 

・観光地（かんこうち）では 人（ひと）と 人（ひと）との 距離（きょり）を  

確保（かくほ）するように してください 

 

・感染（かんせん）が 大（おお）きく 広（ひろ）がりそうなときや 施設（しせ

つ）などで クラスター（くらすたー）の 発生（はっせい）が あった場合（ば

あい）は 国（くに）と 連携（れんけい）して 外出自粛（がいしゅつじしゅく）

について 必要（ひつよう）な 協力要請（きょうりょくようせい）を すること

が あります  協力（きょうりょく） お願（ねが）いします 

 

 

イベント（いべんと）について 

 

＜参加者（さんかしゃ）の 皆（みな）さまへ＞ 

 

・熱（ねつ）があるときは イベント（いべんと）に 参加（さんか）しないで  

ください 

 

・イベント（いべんと）に 参加（さんか）する 前（まえ）に 接触アプリ 

（せっしょくあぷり）を インストール（いんすとーる）してください 

感染（かんせん）が 広（ひろ）がらないように イベント側（いべんとがわ）か

ら 連絡先（れんらくさき） 登録（とうろく）などの 求（もと）めが ある場

合（ばあい）は 積極的（せっきょくてき）に 協力（きょうりょく）を お願（ね

が）いします 



 

・イベント（いべんと）に 参加（さんか）するときは 熱中症（ねっちゅうしょう）

などの 対策（たいさく）が 必要（ひつよう）な 場合（ばあい）を 除（のぞ）

いて マスク（ますく）を 着（つ）けて ください 

何度（なんど）も 消毒（しょうどく）や 手洗（てあら）いなど  

「新（あたら）しい 生活様式（せいかつ ようしき）」に 基（もと）づく  

行動（こうどう）を徹底（てってい）してください 

 

・イベント（いべんと）の 入場時（にゅうじょうじ） 退場時（たいじょうじ）  

休憩時間（きゅうけいじかん）や 待合場所（まちあいばしょ）も 含（ふく）め  

「３つの密（みつ）」を 避（さ）けるようにしてください  

そこでの 交流（こうりゅう）も 控（ひか）えてください 

 

・イベント（いべんと）の 参加前（さんかまえ）・参加後（さんかご）の 

移動中（いどうちゅう）や 移動先（いどうさき）での 打（う）ち上（あ）げは 

やめるなど 感染リスク（かんせんりすく）の ある行動（こうどう）は 

避（さ）けるように 感染（かんせん）が 広（ひろ）がらない 行動（こうどう）

を とってください  

 

 

＜主催者（しゅさいしゃ）の 方（かた）へ＞ 

 

・入場（にゅうじょう）するときは 検温（けんおん）を 行（おこな）い 熱 

（ねつ）の ある人（ひと）には 参加（さんか）を控（ひか）えてもらうように

してください  

その場合（ばあい）の 払（はら）い戻（もど）しについても あらかじめ ルー

ル（るーる）を 決（き）めておいてください 

 

・イベント（いべんと）を 開催（かいさい）する前（まえ）に イベント参加者 

（いべんとさんかしゃ）に 接触確認アプリ（せっしょくかくにんあぷり）を 

インストール（いんすとーる）するように してください 

感染（かんせん）が 広（ひろ）がらないように イベント参加者（いべんと  

さんかしゃ）の 連絡先（れんらくさき）などが わかるように 徹底（てってい）

してください 

 

・イベント（いべんと）を 開催（かいさい）するときは 熱中症（ねっちゅうしょ

う）などの 対策（たいさく）が 必要（ひつよう）な 場合（ばあい）を  

除（のぞ）いて マスク（ますく）を 着（つ）けるように してください 



何度（なんど）も 消毒（しょうどく）や 手洗（てあら）いなど  

「新（あたら）しい 生活様式（せいかつ ようしき）」に 基（もと）づく  

行動（こうどう）を 徹底（てってい）してください 

 

・イベント（いべんと）を 開催（かいさい）するときは 入場時（にゅうじょうじ） 

退場時（たいじょうじ） 休憩時間（きゅうけいじかん）や 待合場所（まちあい 

ばしょ）も 含（ふく）め  

「３つの密（みつ）」を 作（つく）らないように 徹底（てってい）してくださ

い  

そこでの 交流（こうりゅう）なども なるべくしないよう 呼（よ）びかけてく

ださい 

 

・イベント（いべんと）を 開催（かいさい）する 前（まえ）と 後（あと）では

観客（かんきゃく）や スタッフ（すたっふ）（選手（せんしゅ）出演者（しゅつ

えんしゃ）を含（ふく）む）の 移動中（いどうちゅう）や 移動先（いどうさき）

での 感染（かんせん）が 広（ひろ）がらないための 適切（てきせつ）な  

行動（こうどう）を 促（うなが）してください 

 

例（れい）：必要性（ひつようせい）のない 外出（がいしゅつ）による 感染リ

スク（かんせん りすく）を 避（さ）ける 

 

・参加者（さんかしゃ）の 上限人数（じょうげんにんずう）については 屋内 

（おくない）・ 屋外（おくがい）で 区別（くべつ）せず  

屋外（おくがい）でも 座席（ざせき）などで 参加者（さんかしゃ）の 位置 

（いち）が 固定（こてい）され 定員（ていいん）の ルール（るーる）が あ

る場合（ばあい）は 収容定員（しゅうようていいん）の 半分以下（はんぶんい

か）にしてください 

 

・屋内（おくない）でも 座席（ざせき）がなく 参加者（さんかしゃ）の 位置（い

ち）が 固定（こてい）されない 場合 

（ばあい）や 収容定員（しゅうよう ていいん）の 規則（きそく）が ない 

場合（ばあい）は  

人（ひと）と人（ひと）との 距離（きょり）が 十分（じゅうぶん）とれるよう

に 入場人数（にゅうじょうにんずう）の 制限（せいげん）を してください 

 

 

 

・沢山（たくさん）の 人（ひと）の 移動（いどう）がある 大（おお）きな 



イベント（いべんと）（プロスポーツ（ぷろすぽーつ）の 試合（しあい）など）  

参加者（さんかしゃ）が １０００人（にん）を 超（こ）えるような イベント

（いべんと）を 開催（かいさい）する 場合（ばあい）は  

事前（じぜん）に 県（けん）に 相談（そうだん） してください 

 

事前相談（じぜんそうだん）では 千葉県ホームページ（ちばけんほーむぺーじ）に 

掲載（けいさい）されている  

「大規模（だいきぼ）な イベント開催（いべんとかいさい） 事前相談シート 

（じぜんそうだんしーと）」により 

・こまめな手洗（てあら）い ・消毒（しょうどく） ・換気（かんき）など  

基本的（きほんてき）な 感染防止対策（かんせんぼうしたいさく）について  

確認（かくにん）します  

くわしい 相談方法（そうだんほうほう）は ホームページ（ほーむぺーじ）を 

みてください 

 

 

施設（しせつ）の 利用（りよう）について 

 

＜利用者（りようしゃ）の 皆（みな）さまへ＞ 

 

・熱（ねつ）があるときは 施設（しせつ）の 利用（りよう）は やめて 

外出（がいしゅつ）も 控（ひか）えてください 

 

・施設（しせつ）を 利用（りよう）するときは 利用（りよう）する 前（まえ）

に 接触アプリ（せっしょくあぷり）を インストール（いんすとーる）して 

ください 

感染（かんせん）が 広（ひろ）がらないように 施設管理者（しせつかんり 

しゃ）から 連絡先（れんらくさき） 登録（とうろく）などの 求（もと）めが 

ある 場合（ばあい）は 積極的（せっきょくてき）に 協力（きょうりょく） 

お願（ねが）いします 

 

・沢山（たくさん）の 利用者（りようしゃ）がいる 施設（しせつ）を 利用 

（りよう）するときは 熱中症（ねっちゅうしょう）などの 対策（たいさく）が 

必要（ひつよう）な 場合（ばあい）を 除（のぞ）いて マスク（ますく）を  

着（つ）けるように してください 

何度（なんど）も 消毒（しょうどく）や 手洗（てあら）いなど  

「新（あたら）しい 生活様式（せいかつ ようしき）」に 基（もと）づく  

行動（こうどう）を 徹底（てってい）してください 



 

・沢山（たくさん）の 利用者（りようしゃ）がいる 施設（しせつ）を 利用 

（りよう）するときは 入場時（にゅうじょうじ） 退場時（たいじょうじ）  

休憩時間（きゅうけい じかん） 待合場所（まちあい ばしょ）も 含（ふく）

め 「３つの密（みつ）」を 避(さ)けてください 

 

＜管理者（かんりしゃ）の 方（かた）へ＞ 

 

・入場（にゅうじょう）するときは 検温（けんおん）を 行（おこな）い  

熱（ねつ）の ある人（ひと）には 参加（さんか）を なるべくしないようにし

てください 

 

・施設（しせつ）を 利用（りよう）する前（まえ）に イベント参加者（いべんと 

さんかしゃ）に 接触確認アプリ（せっしょくかくにんあぷり）を  

インストール（いんすとーる）するように うながしてください 

また 必要（ひつよう）ならば 感染（かんせん）が 広（ひろ）がらないように 

イベント参加者（いべんとさんかしゃ）の 連絡先（れんらくさき）などが  

わかるように 努（つと）めてください 

 

・施設（しせつ）を 利用（りよう）するときは 熱中症（ねっちゅうしょう）など

の 対策（たいさく）が 必要（ひつよう）な 場合（ばあい）を 除（のぞ）い

て マスク（ますく）を 着（つ）けるように してください 

何度（なんど）も 消毒（しょうどく）や 手洗（てあら）いなど  

「新（あたら）しい 生活様式（せいかつ ようしき）」に 基（もと）づく  

行動（こうどう）を 徹底（てってい）してください 

 

・施設（しせつ）を 利用（りよう）するときは 入場時（にゅうじょうじ）  

退場時（たいじょうじ） 休憩時間（きゅうけいじかん） 待合場所（まちあい 

ばしょ）も 含（ふく）め  

「３つの密（みつ）」を 作（つく）らないように 徹底（てってい）してください  

 

・そのほか 感染（かんせん）が 広（ひろ）がらないように 業種別ガイドライン

（ぎょうしゅべつがいどらいん）などの 感染防止対策（かんせんぼうしたいさく）

を 徹底（てってい）して ください 

 

「再度（さいど）の 協力要請等（きょうりょくようせいとう）の 判断基準 

（はんだんきじゅん）」について 

 



県民（けんみん） 事業者（じぎょうしゃ）の 皆（みな）さんへの 呼（よ）びか

け 社会（しゃかい）への 協力要請（きょうりょくようせい）や 医療提供 

（いりょうていきょう）の 状況（じょうきょう）を 検討（けんとう）するための 

項目（こうもく）として 以下（いか）の 数値（すうち）を 分析（ぶんせき）し 

東京都（とうきょうと）や 近（ちか）くの県（けん）の 状況（じょうきょう）や 

クラスター（くらすたー）の 発生（はっせい）など すべてを総合的（そうごうて

き）にみて 判断（はんだん）します 

 

 

しひょう めやす 

けいほう さいようせい 

1. かんせん じょうきょう 

1）しんきかんせんしゃすう（ちょっきん７にちかん へいきん） 5にんいじょう／ひ 10にんいじょう/ひ 

2）しんきかんせんしゃすうの いっしゅうかんたんいの  

ぞうかひ 

（ちょっきんいっしゅうかんとそのまえのしゅうとのひかく） 

 

１をうわまわる 

 

1.5をうわまわる 

 

3）ちょっきんいっしゅうかんの しんきかんせんしゃすうに 

しめる ６０さいいじょうのわりあい 

 

そうごうてきに はんだんするための 

こうもく 

 

4）ちょっきんいっしゅうかんの かんせんけいろ  

ふめいしゃすうの わりあい 

5）PCRけんさの ようせいわりあい 

（ちょっきん いっしゅうかん へいきん・ 

いんせいか かくにんけんさを のぞく） 

 

3.5％ いじょう 

 

7％ いじょう 

2. いりょう ていきょう たいせい 

1） にゅういんかんじゃすう/そくおうびょうしょうすう 

＝ びょうしょうかどうりつ 

 

そうごうてきに はんだんするための 

こうもく 2） じゅうしょうしゃすう 

3） ほてるりょうようしゃすう/かくほへやすう 

＝ ほてるかどうりつ 

※1. 1）～５）は７日間（にちかん）の 平均（へいきん）で算出（さんしゅつ） 

 

警報（けいほう） 

 

感染拡大（かんせんかくだい）を 警戒（けいかい） するべき状況（じょうきょう）

を 広（ひろ）く 知（し）らせます 

 

県民（けんみん）や 事業者（じぎょうしゃ）の 皆（みな）さんへ 



・外出自粛（がいしゅつじしゅく） 感染拡大防止（かんせんかくだいぼうし）につ

いての 協力要請（きょうりょくようせい） 

・業種（ぎょうしゅ）ごとの ガイドライン（がいどらいん）を 踏（ふ）まえた 

対応（たいおう）の 徹底（てってい） 

 

などを働（はたら）きかけます 

 

再要請（さいようせい） 

 

段階的（だんかいてき）に 施設（しせつ）の 使用停止要請（しようていし  

ようせい）や 外出自粛（がいしゅつじしゅく） イベント開催（いべんと  

かいさい）の 自粛（じしゅく）などを 行（おこな）うことについて 東京都（と

うきょうと）や 近（ちか）くの県（けん）の 状況（じょうきょう）を 考（かん

が）えたうえで 総合的（そうごうてき）に 判断（はんだん）します 

 

緩和（かんわ） 

 

再要請（さいようせい）のあと 「警報（けいほう）」の 目安（めやす）を  

下回（したまわ）った 場合（ばあい）に 近隣都県（きんりんとけん）の  

状況（じょうきょう）を 考（かんが）えたうえで 総合的（そうごうてき）に  

判断（はんだん）します 

 

 

ホームページ（ほーむぺーじ）は こちらです 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti14.html 

 

 

問（と）い合（あ）わせ 

 

健康福祉部健康福祉政策課政策室（けんこうふくしぶけんこうふくしせいさくかせい

さくしつ） 

電話（でんわ）：０４３－２２３－４３１０ 

FAX（ふぁっくす）：０４３－２２２－９０２３ 

 

 

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti14.html


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 

 

あなたの 国（くに）の 言葉（ことば）で おはなしできます 

 

                              2020.07.16 


