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新型コロナウイルスとは？ 
   

コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器

症候群（SARS）」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群（MERS）」ウイ

ルスがあり、現在流行しているのが「新型コロナウイルス（SARS-CoV2）」です。 

  ウイルスは自分自身で増えることはできませんが、粘膜などの細胞に付着して

入り込んで増えることができます。 

  ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことが

できず表面に付着するだけと言われています。 

物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。ただし、物の種

類によっては24時間～72時間くらい感染する力をもつと言われています。 

  手洗いは、たとえ流水だけであったとしても、ウイルスを流すことができるため

有効ですし、石けんを使った手洗いはコロナウイルスの膜（エンベロープ）を壊す

ことができるので、更に有効です。 

手洗いの際は、指先、指の間、手首、手のしわ等に汚れが残りやすいといわ

れていますので、これらの部位は特に念入りに洗うことが重要です。 

また、流水と石けんでの手洗いができない時は、手指消毒用アルコールも同

様に脂質と糖タンパク質の膜（エンベロープ）を壊すことによって感染力を失わせ

ることができます。 
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新型コロナウイルス感染症にかかると、 

どのような症状がでますか？ 

 

● 主な症状は、発熱・せき・頭痛・倦怠感（体のだるさ）です。これは、一般的な

風邪の症状に似ていますが、症状が長引く傾向があります。 

● 症状が現れない人や、軽微な人もいます。 

● 現在のところ、それほど重症度は高くないと考えられていますが、肺炎と診断

された人では、呼吸困難が出現しています。 

● 特に高齢の人や、糖尿病・慢性肺疾患・免疫不全などの基礎疾患のある人

は重症化する傾向があります。 

● WHOによると、現時点において潜伏期間*は、１〜１４日（一般的には約５～

６日）といわれています。 

* ウイルスが体内に入ってから症状が出はじめるまでの期間のことです。 
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どうやって感染するの？ 

 

一般的な状況では「飛沫感染」、「接触感染」で感染します。 

閉鎖した空間で、近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみ

などの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。（WHOは、

一般に、５分間の会話で１回の咳と同じくらいの飛まつ（約3,000個）が飛ぶと報

告しています。） 

 

飛沫感染とは？ 

感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出され、他の

方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染することを言います。 

 

接触感染とは？ 

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイ

ルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や

鼻を触ることにより粘膜から感染することを言います。 

WHOは、新型コロナウイルスは、プラスチックの表面では最大72時間、ボー

ル紙では最大24時間生存するなどとしています。 
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一人ひとりができる感染症対策は？ 

 

◆新型コロナウイルスに感染しないようにするために 

感染経路の中心は「飛沫感染」及び「接触感染」です。 

「人と人との距離をとること（Social distancing; 社会的距離）」、「外出時はマ

スクを着用する」、「咳エチケットを心がける」、さらに「家やオフィスの換気を十分

にする」、「十分な睡眠などで自己の健康管理をしっかりする」等を取り入れた生

活を実践していただく必要があります。 

また、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であ

れば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされてい

ます。無症状や軽症の人であっても、他の人に感染を広げる例があります。 

これらの状況を踏まえ、市民お一人おひとりが、日常生活のなかで「『３つの密

（密閉・密集・密接）』の回避」、「マスクの着用」、「石けんによる手洗いや手指消

毒用アルコールによる消毒」や「咳エチケットの励行」など基本的な感染対策を

継続する「新しい生活様式」を心がけていただくことで、感染症の拡大を防ぐこと

ができ、ご自身のみならず、家族や友人への感染を回避することにつながりま

す。 

 

 



5 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

◆「３つの密（密閉・密集・密接）」の回避 

感染を予防するためには、基本的な感染予防の実施や不要不急の外出の自

粛、「３つの密」を避けること等が重要です。 

 

「３つの密」 

１．密閉空間 （換気の悪い密閉空間である） 

２．密集場所 （多くの人が密集している） 

３．密接場面 （互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や共同行為が

行われる） 

 

上記の３つの条件のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられて

います。 

また、屋外でも、密集・密接には要注意。人混みや近距離での会話、特に大

きな声を出すことや歌うこと、激しい呼気や大きな声を伴う運動は避けましょう。 
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◆手洗い 

自宅に感染症を持ち込まないために 

ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイ

ルスが付着している可能性があります。外出先からの帰宅時や調理の前後、食

事前などこまめに石けんで手を洗うか、アルコールで手指を消毒しましょう。洗っ

ていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください。 

 

家庭の中での手洗いのタイミング 

・外出から戻った後 

・多くの人が触れたと思われる場所を触った時 

・咳・くしゃみ、鼻をかんだ後 

・症状のある人の看病、お世話をした後 

・料理を作る前 

・食事の前 

・家族や動物の排泄物を取り扱った後 

・自分がトイレを利用した後 

外出中も手洗いのタイミングは同様です．洗面台もアルコールもない場合

や、小さなこども、手の不自由な高齢者は、アルコールを含んだウエットティッ

シュで両手をゴシゴシと隅々まで丁寧に拭くのも効果的です。 
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流水と石けんによる手洗い 

① 手のひらに石けんをとり、よくこすりあわせる 

② 手の甲を伸ばすように洗う 

③ 指先や爪の間をよく洗う④ 指の間を十分に洗う 

⑤ 親指と手のひらをねじり洗う 

⑥ 手首を洗う 

⑦ 流水でよくすすぐ 

⑧ ペーパータオルでよく拭く 

 

アルコールを用いた手指の消毒 

① 手のひらに消毒薬をとり、よくすりこむ 

② 手の甲に伸ばすようにすりこむ 

③ 指先や爪先の内側にすりこむ 

④ 指の間にすりこむ 

⑤ 親指を手のひらでねじりながらすりこむ 

⑥ 手首にもすりこむ 
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◆咳エチケット 

咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする

際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる

ことです。 

対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ２

ｍとされています）が、一定時間以上、多くの人々との間で交わされる環境は、リ

スクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチケットを徹

底しましょう。 

 

咳エチケットを守りましょう 

マスクは、咳やくしゃみによる飛沫やそこに含まれるウイルスなどの病原体が飛び

散ることを防ぎます。 

● 咳・くしゃみなどの症状のある人はできる限り、外出を控えましょう。 

● やむを得ず出かけるときは、正しい方法でマスクを使いましょう。 

 

咳やくしゃみをする時は、ハンカチやティッシュ等で口と鼻を覆い、他人から顔を

そむけ、１メートル以上離れましょう。  

● 使用した紙は、すぐにゴミ箱に捨てて手を洗いましょう。 

● ティッシュがないときは、洋服の袖で口・鼻を覆います。 

 

咳の症状があるときは、周りの人へうつさないためにマスクを着用しましょう。 

咳をしている人に、マスクの着用をお願いしましょう。 
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咳エチケットを実践しましょう 

① 咳症状があるときは、マスクを着用する 

② 咳・くしゃみの時はティッシュで口と鼻をおおう 

③ 咳・くしゃみの時は周囲の人から顔を背け、1メートル以上離れる 

④ 鼻汁・痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱*に捨てる 

⑤ 液体石けんと流水で手を洗う 

*ゴミ箱にはビニール袋をかける。ふたに手を触れずに廃棄できるゴミ箱を使う。 

 

マスクは正しく使いましょう 

■付け方 

①裏表を確認する 

②ノーズピースを鼻の形に合わせる 

③ひだを上下に伸ばし、下あごまでしっかりとおおう 

■外し方 

①マスクの表面に触れず、ひもを持って外す 

②外したマスクはその手でゴミ箱に捨てる 

③手指衛生をおこなう 
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◆環境消毒・換気 

咳やくしゃみなどの症状がある人が、手で鼻や口をおさえると、手にウイルス

がつきます。その手で手すり、テーブル、ドアノブなどに触れることで、ウイルス

が環境表面につきます。そして，他の人がその場所を知らずに触り、自分の

口、鼻、目を触れることで感染することがあります。 

 

環境消毒 

● 家族がよく触れる場所（部屋のドアノブ・照明のスイッチ・リモコン・トイレのレ

バー等）を消毒します。 

● 1日1～2回、ドアノブ、テーブル、てすり、スイッチなど、手のよく触れるとこ

ろを、薄めた漂白剤（0．02％次亜塩素酸ナトリウム水溶液）または，アルコ

ールを含んだティッシュで拭きましょう。 

※漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム水溶液）を使用した場合は、拭いた場所が 

さびるおそれがありますので、消毒後は水拭きしてください。 

 

換  気 

● 感染症の伝播（うつる）を防ぐためには、部屋のウイルス量を下げるために、

部屋の十分な換気を行います。 

２方向の窓を、１回数分間程度、全開にしましょう。換気回数は毎時２回
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以上確保しましょう。 

   窓が１つしかない場合でも、入口のドアを開ければ、窓とドアの間に空気が

流れます。扇風機や換気扇を併用すれば、換気の効果はさらに上がります。 

空  間 

● 症状がある家族とは、できる限り部屋を分けましょう。症状がある家族の部屋

は、窓のある換気ができる部屋にします。 

● 症状がある家族本人および同居の人は石けんと流水でよく手を洗い、同じ部

屋などで目安として1～2メートル以内で接するときは、どちらもマスクをしましょ

う。 
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発熱など風邪のような症状がある場合 

 

●発熱などのかぜ症状がある場合は、仕事や学校を休んでいただき、外出やイ

ベントなどへの参加は控えてください。休んでいただくことはご本人のためにも

なりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。そのためには、企

業、社会全体における理解が必要です。厚生労働省と関係省庁は、従業員

の方々が休みやすい環境整備が大切と考え、労使団体や企業にその整備に

ご協力いただくようお願いしています。 

●咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手でおさえると、その手で触ったドア

ノブなど周囲のものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他者に病気をう

つす可能性がありますので、咳エチケットを行ってください。 

●発熱など風邪のような症状があり、医療機関を受診する方は、受診の前に、

まずは、身近な医療機関に電話などで相談をしてください。 

１．かかりつけ医など身近な医療機関に電話等でご相談ください 

・発熱、のどの痛み、頭痛、下痢、体のだるさ、においや味がわかりにくい等の

症状のある方は、受診の前に、まずは、かかりつけ医など身近な医療機関

（診療所・クリニック）に電話等で連絡し、症状等をお伝えください。 

・診療所等によっては、発熱患者を診ることができない場合がありますが、その

場合は、他の医療機関を案内されます。 
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・医師の診察により、必要な検査を受けることになります。 

２．診療所等が指定する方法で受診してください 

・他の患者との接触を避けるため、来院時間や来院方法などを指定されること

があります。診療所等が指定する方法で受診してください。 

３．手洗いとマスクの着用をお願いします 

・受診前に手指の消毒またはせっけんを使った手洗いをすませて、マスクを着

用して受診してください。 

４．相談先・受診先に迷う場合は受診・相談センターへ 

・受診できる医療機関をご案内します。聴覚に障害のある方など電話での相 

談が難しい場合はメールやファックスでお問い合わせください。 

【受診・相談センター（旧帰国者・接触者相談センター）】（毎日・24時間） 

電話 077-528-3621／FAX 077-528-4865 

E-Mail s-support@office.email.ne.jp 

５．症状のない方は一般電話相談窓口へ 

・家庭、地域や職場での予防方法など受診以外のことについては、一般電話 

相談窓口にご相談ください。 

  【一般電話相談窓口】 

電話 077-528-3637（毎日 8:30～17:15）／FAX 077-528-4865 

E-mail corona-soudan@pref.shiga.lg.jp 
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家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合 

家庭内でご注意いただきたいこと 

～８つのポイント～ 

 

ご本人は外出を避けてください。 

ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察をし、不要不急の外出

を避け、特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などには行かないように

してください。 

  ご家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合には、同居されているご

家族は以下の８点にご注意ください。 

 

１．部屋を分けましょう 

◆個室にしましょう。食事や寝るときも別室としてください。 

子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも

２ｍの距離を保つこと、仕切りやカーテンなどを設置することをお薦めします。寝るときは頭

の位置を互い違いになるようにしましょう。 

 ◆ご本人は極力部屋から出ないようにしましょう。 

   トイレ、バスルームなど共有スペースの利用は最小限にしましょう。 

 

２．感染が疑われる家族のお世話はできるだけ限られた方で 

◆心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の

方などが、感染が疑われる家族のお世話をするのは避けてください。 
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３．マスクをつけましょう 

◆使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。 

◆マスクの表面には触れないようにしてください。 

マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外しましょう。 

◆マスクを外した後は必ず石けんで手を洗ってください 

（アルコール手指消毒剤でも可） 

※マスクが汚れたときは、新しい清潔な乾燥マスクと交換してください。 

※マスクがないときなどに咳やくしゃみをする際は、ティッシュ等で口と鼻を覆いましょう。 

 

４．こまめに手を洗いましょう  

◆こまめに石けんで手を洗いましょう。アルコール消毒をしましょう。 

洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください。 

 

５．換気をしましょう 

◆風の流れができるよう、2方向の窓を、1回、数分間程度、全開にしましょう。

◆換気回数は毎時2回以上確保しましょう。 

 

６．手で触れる共有部分を消毒しましょう 

◆ドアの取っ手やノブ、ベッド柵など共有部分は、薄めた市販の家庭用塩素系

漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。 

・物に付着したウイルスはしばらく生存します。 

・家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、使用料の目

安に従って薄めて使ってください。（目安となる濃度は0.05％です ※製品の濃度が６％
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の場合、水３Ｌに液を25㎖です。） 

◆トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに

消毒しましょう。 

・タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。 

・感染が疑われる家族の使用したものを分けて洗う必要はありません。  

◆洗浄前のものを共有しないようにしてください。 

・特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどで共有しないように注意してください。 

 

７．汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう 

◆体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な

家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください。 

  ※糞便からウイルスが検出されることがあります。 

 

８．ゴミは密閉して捨てましょう 

 鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して

捨てください。その後は直ちに手を石けんで洗いましょう。 

  

 

（詳しくは、【一般社団法人日本環境感染症学会ホームページ】をご覧ください。

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/dokyokazoku-chuijikou.pdf 
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イベント等の開催について 

 

 イベントの開催自粛の目安については、滋賀県の「コロナとのつきあい方滋賀プ

ラン」による感染拡大防止対策に基づきます。 

 なお、感染状況や感染拡大リスクなどを踏まえ検討されるため、随時変更され

ます。詳しくは、滋賀県ホームページ（新型コロナウイルス感染症について）でご

確認ください。 

 市においても、「近江八幡市地域行事等の開催に係るガイドライン」で行事の

開催等の判断に係る基準や目安を示しております。 

 行事等の開催においては、県ならびに市のガイドラインに基づいて対策を講じ

てください。 
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夏場のマスクの着用について 

 

夏場にかけては「熱中症」にも注意して過ごしていただく必要があります。 

高温多湿の中でのマスクの着用は体に負担がかかります。 

屋外で人と十分な距離が確保できる場合（２メートル以上の距離が取れる場

合）にはマスクを外してください。 

また、着用時には負荷のかかる作業や運動を避け、適宜外して休憩をとってく

ださい。 

特に、高齢の方は熱中症のリスクが高くなります。 

あわせて、エアコンによる温度調節やこまめの水分補給など、従来の熱中症

予防対策にも取り組んでください。 

マスクをつけての外出時 

・散歩などでは休みを多く取る 

・飲み物をいつもよりこまめに飲む 

・暑さ指数などを見て猛暑の時は外出を控える 

自宅で 

・部屋の温度を測り、確認する癖をつける 

・１日１回は外に出て、無理のない範囲で汗をかく 

・毎日決まった時間に体温や血圧などを測る 



24 

 

 

 

 



25 

 

【参考】 

・厚生労働省ホームページ 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

 

 

 

・首相官邸ホームページ 

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

 

 

・滋賀県ホームページ 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/309252.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚労省 コロナ  検索 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/309252.html
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