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【概要版】～新しい生活様式に基づく～ 

 

1.「新しい生活様式」とは 
新型コロナウイルスの感染予防のためには「新しい生活様式」を実践して

いく必要があります。この「新しい生活様式」を心掛けることで、新型コロナ

ウイルスをはじめとする感染症の拡大を防ぎ、自分の、みんなの「命」を守る

ことにつながります。 

みんなで「感染症に強い三郷」をつくっていきましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）一人ひとりができる感染対策  
３つの基本：①社会的距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗い 
□人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。 
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。 
□外出時や屋内でも会話をするとき、人との間隔が十分とれない場合は、 

症状がなくてもマスクを着用する。ただし、夏場は熱中症に十分注意する。 
□家に帰ったらまず手や顔を洗う。 
□手洗いは 3０秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う。 
※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、 

体調管理をより厳重にする。 
 
（２）日常生活を営む上での基本的生活様式 
□まめに手洗い、手指消毒 
□咳エチケットの徹底 
□こまめに換気 
□身体的距離の確保                         
□「３密」の回避（密集・密接・密閉） 
□毎朝の体温測定、健康チェック 
 （発熱又は風邪の症状がある場合は、無理せず自宅で療養）  
 
（３）日常生活の各場面別様式 
□買い物でレジに並ぶときは、前後にスペースを。  
□公共の場や公共交通機関などを利用する際は、会話は控えめに。  
□食事の際は、大皿は避けて、料理は個別に。 
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２. 感染リスクが高まる「５つの場面」とは 
 

 飲酒を伴う懇親会等 

・飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。 
また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。 

・特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、 
大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。 

・また、回し飲みや箸などの共用が感染のリスクを高める。 
 

 大人数や長時間におよぶ飲食 
・長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご
酒では、短時間の食事に比べて、感染リスクが高まる。 

・大人数、例えば５人以上の飲食では大声になり飛沫が
飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。 

 

 マスクなしでの会話 

・マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染
やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。 

・マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの
事例が確認されている。 

・車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。 
 

 狭い空間での共同生活 

・狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間
が共有されるため、感染リスクが高まる。 

・寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われ
る事例が報告されている。 

 

 居場所の切り替わり 

・仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り
替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リス
クが高まることがある。 

・休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事
例が確認されている。 
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３.地域活動を行うための対策 

（１）基本的な感染症対策を実施しましょう。 
〇体調不良の方の活動自粛 

 ・発熱等や風邪の症状がみられる時は、参加しないように呼びかけましょう。 

ご自分のためだけでなく、周囲の方のためにも活動参加を控えましょう。 

〇感染予防と感染拡大防止 

 ・活動参加の際には、こまめに手洗いや手指の消毒を行いましょう。 

 ・活動中は可能な限りマスクを着用し、咳エチケットを徹底しましょう。 

 ・主催者は消毒液を用意し、会場内の人が触れる箇所を消毒しましょう。 

  （ドアノブ、スイッチ、共用のマイクなど） 

 

（２）密集・密接・密閉の「３密」を徹底的に回避した上で活動しましょう。 
密集しない  多くの人が手の届く距離に集まらないように配慮しましょう。 
 【対策例】 
 ・人の密度を下げるために、長机１台につき１人など、席の配置を考慮する。 

 ・身体的距離を確保して活動する。（できるだけ四方２ｍを空けることを目安に） 

 ・なるべく対面方式は避ける。 

 ・使用する部屋の定員(通常時の概ね１/２)を守り、会場を広く使う。 など 

 
密接しない  会話などで飛沫を発生させないよう工夫しましょう。 
 【対策例】 
 ・会話や発声の際はマスクを着用する。 

 ・大声を出したり、呼吸が激しくなったりする活動は控える。 
 ・飲食を伴う活動を行う場合は、手洗いを徹底し、飛沫を発生させないようにする。 
 ・会食の場合は、対面を避け、会話も控える。 など 
 

密閉しない  屋内の活動では換気を徹底しましょう。 
 【対策例】 
 ・空気の流れを作るため、複数の窓がある場合、二方向の壁の窓を開放する。 

 ・窓が一つしかない場合は、ドアを開ける。 

 ・３０分活動したら換気を数分程度行う。 など 

 

- 4 - 
 

（３）活動参加者全員の把握と対策チェックを行いましょう。 
・活動する際の代表者は、活動前に 資料編【参考①】「新型コロナウイルス感染症

対策チェックリスト」を使い、参加者全員の対策状況を確認し、チェックを行ってか

ら活動しましょう。 

(マスクの予備を用意し、持参しない方がいても対応できるようにしましょう。) 

・活動日ごとに 資料編【参考②】参加者名簿を作成し、活動日から１ヵ月間、各団

体で保管しましょう。感染者が発生し追跡調査が必要となったときに活用します。 

 （１ヵ月間経過後、個人情報に十分注意して廃棄しましょう。） 

・活動前後は会話を控え、活動終了後はできるだけ速やかに解散しましょう。 
 

４. 特に注意する活動 
・集団感染リスクが高い次の活動は、適切な対人距離の確保、手洗い・手指消毒、 

マスクの着用、大声での会話を控えるなど、適切な感染防止対策を徹底しましょう。 
・対策がとれないときは中止や延期を検討してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
【参考】三郷市公共施設等の利用にあたっての条件について 

時期 利用条件 

6 月 1 日～  

6 月１５日～ 屋内 利用人数 100 名以下で、身体的距離が確保できること

かつ収容定員の５０％以下 

屋外 利用人数 ２００名以下で、身体的距離が確保できること 

７月 1 日～ 屋内 参加人数が収容定員の５０％以下 

屋外 身体的距離の確保ができること 

● 調理、会食を伴う活動 

● 密接が避けられない活動  （例：囲碁、将棋、麻雀 など） 

● 専ら運動をすることを目的とした活動  （例：踊り、ダンス、体操、運動 など） 

● 密閉した部屋で大きな声を出すことや歌うこと          

（例：合唱、カラオケ、詩吟、民謡、謡曲 など） 
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５. 具体的な活動の方法について 
以上のことを取り入れた活動方法の具体例を以下にお示しします。 

どのような活動も、基本的な感染対策を十分にとり、マスクの着用やこまめな手指の

消毒、３密回避の徹底など、新しい生活様式の実践が大前提となります。 

 

 

（１） 定期総会等、各種会議 

・集まる場合は、委任の手段を活用し、最小限の人数で開催する。 

・上記が困難な場合は書面開催を検討する。 など 
 
※市のホームページにて 

町会・自治会等が開催する総会等について 
書面表決方法の例を紹介しています。 
右記からご確認ください。 

 

（２） 清掃活動（側溝清掃含む）など     

・清掃日時や場所を分散させ、密集を避ける。 

・作業はできるだけ２ｍ以上離れて行う。 

・グループでなければできない作業を行う際は、マスク、手袋を必ず着用して、

会話は控え、人と人とが接触しないようにする。 など 

※資料編 彩の国「新しい生活様式」における地域清掃活動１０のポイントも
ご参照ください。 

 

寒い日が続きますが、 
積極的に換気しましょう！ 
室内の湿度も保ちましょう！ 
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（３）地域のまつり 

・屋内の場合は各施設の利用人数制限を守り、屋外の場合は身体的距離を

確保できるようにする。 

・屋台の調理員は必ずマスク、手袋を着用する。 

・屋台の行列で密集が起こらないよう、行列内の人と人の間隔を空けたり、 

整理券を配布するなどして行列が生じないよう工夫する。 

・神輿は密接を避けて展示するなど工夫する。 

・密集がおこるような屋内に飲食場所をできるだけ設けない。 

（４）各種会合 

・各施設の利用人数制限を守る。 

・参加者のマスク着用を徹底する。 

・座席の間隔を２ｍ以上空ける。 

・弁当は持ち帰りにし、会場内での飲食は行わない。 など 

（５）慰労会、新年会等 

開催する場合は、感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫を行い、 

特に次の点に注意してください。 

・飲食店を使う場合は、彩の国「新しい生活様式」安心宣言を掲げるなど、 

感染対策ができている店舗を選び、そのお店の感染対策のルールを守る。 

・大人数、例えば５人以上の飲食では大声になり飛沫が飛びやすくなるため、

感染リスクが高まる。 

・大皿は避けて、料理は個別とする。 

・対面でなく、斜め向かいに間隔をあけて座る。 

・料理に集中し、おしゃべりは控えめにして、会話をする時はマスク着用する。 

・お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避ける。 

・体調が優れない方は参加しない。など 
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６. 回覧・配布にご配慮いただきたいこと 
地域の回覧板について、多数の人が触れることから、感染経路になるのではないか

と不安視する声が寄せられています。 

市からのお知らせ文書については、市役所全庁や学校などに不要・不急の回覧は控

えるよう呼びかけています。持病のある方、介護されている方など状況は様々ですの

で、各団体におかれても、同様の配慮をお願いします。 
 

【対策例】 

〇回覧の受け渡しを対面で実施する場合は、マスクを着用しましょう。 

〇直接の手渡しを避け、可能な限りポストへの投函など間接的な受け渡しをする。 

〇個人情報が含まれていない回覧物は、自治会の掲示板等に貼る。  など 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季節の行事としてクリスマス、大晦日、初詣、初日の出などがありますが、 

感染防止対策の管理者が不在であり、かつ不特定多数のかたが   

密集するような場所では感染拡大の危険性があります。            

★参加する際には基本的な感染防止対策を徹底し、              

基本的な感染防止対策が徹底されていない行事への参加は控えましょう。 

★不特定多数の人が密集し、かつ大声等の発生を伴う行事への参加は 

控えましょう。 

★街頭や飲食店での大量、または長時間・深夜にわたる飲酒や、 

飲酒しての参加は控えましょう。 

★必要に応じて、家族同士で自宅で過ごす、オンラインのイベントに参加するなど、

行事の楽しみ方を工夫してみましょう。 

三郷市 市民活動支援課   令和 2 年 12 月現在 
  
データはこちらにあります  （市ホームページ） 
http://www.city.misato.lg.jp/item/37189.htm#
ContentPane 
 
あ な た が お 住 ま い の 地 域 
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７. 新型コロナウイルス感染症が疑われる方へ 
● 発熱などがある場合の医療機関の受診方法についてご案内します。 

※まずは、かかりつけ医に相談しましょう。受診が難しい場合には・・・ 

埼玉県指定 診療・検査医療機関検索システムができました。 

①医療機関を検索  新型コロナウイルス感染症とインフルエン

ザ両方の診療ができる医療機関を検索できます。 

検索システム https://flu-search.pref.saitama.lg.jp/ 

②受診の予約   必ず事前に予約をしてください。 

③受診         必ず予約した病院で受診してください。 
 

📞受診先の確認・受診を迷う場合 埼玉県受診・相談センター 
・電話番号：048-762-8026   ・ＦＡＸ：048-816-5801 

・受付時間：午前９時～午後５時３０分 月～土（祝日含む） 

📞受診先の確認・一般的な質問 県民サポートセンター 

・電話番号：０５７０－７８３－７７０   ・ＦＡＸ：048-830-4808 

・受付時間：２４時間 年中無休 

８．ご家庭に感染が疑われる場合の注意事項 

● ご本人は外出を避けてください。 

● ご家族や同居者の方も検温を行うなど健康観察を行い、不要不急の外出を 

避け、特に風邪症状等のある場合には職場などに行かないでください。 

 

９．感染症に関連した人権への配慮について 
● 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、患者や医療関係者及びそのご家族、海外

から帰国された方、外国籍の方に対する誤った情報や不確かな情報に基づいた

不当な偏見や差別が広がっています。このような偏見や差別は重大な人権侵害

につながる行為であり、決してあってはならないことです。 

● 誰もが感染する可能性があります。患者や医療従事者、私たちの健康と暮らしを

支えている方々に対して、思いやりや支え合いの気持ちを持ちましょう。 


