
新型コロナウイルス感染症の
集中対策期間 （4/8 ～5/6   ）

北海道の みなさんへ

 政府の 対策本部は 今日、 新型インフルエンザ等 対策特別 措置法を 基
にして 緊急事態宣言を 出しました。

 北海道でも、 まだ 感染している人がいるので、 この緊急事態宣言が出されてい
る間は、 これまで 私たちが 取り組んできたことを もう一度 確認して、 しっかり
行う 「 集中対策期間 」とします。

 北海道に 住んでいる みなさんは、 改めて 手洗いと 咳エチケットを しっかり
行ったり、 出かける時に ３つの事を 確認したり、集団感染の 原因になる
「３つの密」を しないように 気をつけてください。

2020年 ４月 ７日

北海道 知事 鈴木 直道
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１ 熱や せき、のどの痛みは
ありますか？

〇専門家は、「病気に 気づいていない人も、 知らない間に、 感染を 広げて

いる」と 話しています。

◆かぜに 似ています。 のどの痛みや せき、 熱などが あるときは、

出かけないで ください。

◆自分や 家族の 熱を測るなど、 健康を 確認して ください。

◆せっけんで 手を洗ったり、 手や 指を 消毒用の アルコールで

消毒したり、 せきを 他の人に かけないように してください。
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〇専門家は、 「ライブハウスや 友達の家で たくさんの人と 飲み会を すること

は、 せまい場所で、 人と人とが とても 近い距離で いることに なります。 そ

の中に しばらくいると 感染する 可能性がある」と 話しています。

◆空気の 流れが 悪くて、 たくさんの人が 近くにいる場所は、 感染の リスク

が 高いです。 広くても せまくても その場所に 行かないでください。

◆自分の家など 窓のある 環境では、できれば

２つの方向の 窓を 同時に 開けて、部屋の中の

空気を 入れ換えて ください。

２ 人が たくさん いたり、 空気の
流れが 悪い場所 ですか？
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３ 感染の リスクを 下げる 方法を
知っていますか？

〇専門家は、 「病気に 気づいていない人は、 家の外での 活動や、 人と あ

まり 近づかない活動、 そして 一定の距離を とった会話は、 感染リスクが

低い」と 話しています。

◆話すときは、 手を 伸ばしても 届かないくらい 離れる。

つばを 飛ばさないように マスクを 着けて ください。

◆買い物は、 人が 少ない時間を 選ぶことが 必要です。

◆散歩や ジョギングは、 感染リスクが 低いです。
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