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成人式の実施に係る専門家会議委員の意見について 

 

●市としての方針 

成人式の実施の可否について、飯田市として専門家会議委員の意見を踏まえ、教育委

員会・公民館長・実行委員会に、延期も含めて慎重に判断いただくよう要請する。 

 

〇前例のないこと、刻々と変化してゆく状況を読み取り、正しい判断をすること。それも迅

速に。なかなか大変なことですが、個々の職に就く人の能力が試されているとも言えます。 

さてお尋ねの件ですが「成人式は前向きに延期する」という判断が良いと思います。根拠

もなく先送りする例が成人式に限らず多々ありました。これは「私は何も考えていません」

と言っているのと同じでお粗末な通達といえます。現情勢を見れば 1 月の成人式はまずい

なと多くの人が感じていると思います。でもこの先どうなってゆくのかということを見通

したうえで、これこれの理由で 8月に延期します、と説明すべきです。すなわち、薬もワク

チンもなく、大都市で感染拡大に歯止めがかかっていない現在、感染源になりうる人々を多

く受け入れて飯田の地で成人式を挙行することは、高齢者への感染を広めることにつなが

る可能性があります。一方、他国では未曽有のスピードでワクチン開発が行われ、人体実験

というべき接種が大規模に始められています。有難いことに、その副反応の多寡、効果の程

度など重要な情報が集まってきますから、我が国としてはそれらの情報を慎重に検討した

うえで、最も効果が期待できるワクチンを導入することができます。おそらく東京オリンピ

ックの前までには相当数のワクチン導入が可能と思われます。そうするとオリンピックが

終わる 8 月中旬には、かなり安心した気持ちで成人式を迎えられる状況になるはずです。

飯田市の成人式はそんな環境の中で開催したいと思います。 

などと説明していただけたら、市民皆みな納得してくださるのではないでしょうか。 

 

〇年末年始には大量の人が動くと想像できます。人が動けば、持ち込みの可能性は当然増し

ます。潜伏期間は 5日程度であり、発症の 2日前から発症後 10日間程度の間は他者へ感染

させる可能性の高い期間です。と言うことは、1/10 はこの期間に当てはまります。若年者

には無症状を含めた軽症例が多いと報告されていますので、検査で陽性例が複数見出され

る可能性もあります。年末年始から 1/10にかけての、この様な背景を考えると、1/10前に

小規模クラスター発生も有り得ます。仮に誹謗中傷の嵐が起こったら、二十歳の門出がもう

古里には帰らない決意の日になってしまうかもしれません。そう考えると、感染防止対策と

しては理想的な条件となる「屋外開催」が可能な季節まで延期をする勇気も必要だと感じま

す。 



当圏域の 8 例目は孤発例で終息し、現時点では当圏域は無風ですが、現在の無風状態を

もって 1/10を予測することは出来ません。 

つまり現在は、大都市圏での感染拡大が進み、その様な地域での事前確率も過去に例を見

ない程に上昇していると推察できます。 

過去に例を見ない程に高い事前確率を有する地域から、当圏域に人の流れが起こる事象

が起きつつあり、年末年始並びのその後の 2 週間程度の期間の感染確率は、過去に例を見

ない程に高くなっているのだろうと予測することになると思います。 

 

〇今回の成人式の延期案につきまして、医療者側にある立場上、中止～延期は最も賢明な判

断と思います。 

飯伊において新型コロナの発生は、外からのウイルス持ち込みが１００％原因ですので、

ワクチンを含め、新型コロナの対処、治療法が（インフルエンザのように）確立するまで、

原因の除去、削減が行政にお願いする事と考えます。 

飯伊の医療体制は、医師の高齢化も止まらず、医師確保も不十分で、包括医療としても、

休日夜間の救急体制の確立、維持にも大変苦慮しています。地域住民には高齢者が多く、新

型コロナのクラスターが発生すれば飯伊の医療体制をしっかり維持できるか、甚だ心配で

す。これが判断の根拠であります。 

成人式を迎える本人、家族にとっては、中止～延期は一生に一度の思い出であり、辛い事

と思います。長野市は大きなサッカー場で成人式を行うと、昨日のニュースでありました。

地域性や首長の方針で対応も様々と思います。 

国も Go To キャンペーン中止をやっと打ち出しました。飯田市の成人式の中止～延期も

つらい判断と思いますが、支持いたします。よろしくお願いいたします。 

 

〇GO TO トラベルの一時停止が１２月２８日～１月１１日までの間となってしまいま

した。多くの若者が、正月に合わせて成人式出席の予定をしていたと思いますが、式典開催

には当然準備が必要となり、実行委員会における複数回の検討が必要になってくると思わ

れます。飯田における発生状況ではしっかりした感染対策をとれば、実施可能なようにも思

えないことはないのですが、首都圏等罹患者が多い地域との往来が当然伴いますので、今は

感染拡大を国全体でとらえて対応せざるを得ない時期と受け止めています。 

 従いまして、「実行委員会に延期を含めた再考の要請はやむなし」と考えます。 

 なお、成人式を大人への区切りにしたいと式典を楽しみにしてきた若者たち、それ以上に

我が子の成長を楽しみにしていた多くの親たちの心情を想うと、コロナ禍が落ち着いた段

階（例えば来年の盆休みなど）で成人式が実施できないものだろうかと。今後の予測が立た

ない中で気持ちばかりが先行しますが、各地区の実行員会へ中止ではなく、今後どうするか

も一緒に投げかけて当事者らの気持ちを大切にしてほしいと思います。 

 



〇このままでは、日本各地で医療が崩壊する可能性があり、国全体で人の移動を一旦抑制し

ようという判断だと思います。 

従って、成人式についても、延期が賢明かと思います。感染したり、広めてしまったりの risk

が高い状況でありますので、日本中で感染がコントロールされるまで待つべきと思います。 

 

〇全国的に感染は広がっており、冬の到来、第３波も来ているという状況から、成人式を延

期することはやむを得ないと考えます。現在は GoTo トラベルも一時停止され、日本全体

が落ち着かなければく時期であり、成人式の開催予定がタイミング悪く重なってしまった

ことは残念ですが、我慢をする時と考えます。 

当地域の経済は工業会も３月までの受注の目途がつくなど、徐々にではありますが上向い

てきている状況と認識しています。このような中で当地域でクラスターが発生してしまう

と水を差すことになりかねない、そちらの方が怖いと思います。 

プラスの意味で考え、今後に繋げていくために、成人式の延期を指示したいと思います。 

 

〇結論をここまで引っ張ったのであれば、実施していただきたいのはやまやまですが、全国

の感染状況や、医療体制のことを考えると、この時点で延期を決断することもやむを得ない

のではないでしょうか。 

実行委員会や参加者も着々と準備をしてこられたのだと思います。様々なキャンセル料が

発生することが考えられ、それについては何とか対応してやっていただきたいと思います。

ご検討をお願いします。 

 

【その他参考意見】 

〇Back to Iida support をどうするかという課題は残ります。抗原検査の体制はできていま

すから、こちらは残しておいても良いと思います。 

１．飯田で 1泊 2日あるいは 2泊 3日の予定で来る人は、帰ったその日に検査を受けても

らいます。陰性であってもその保証は検査後 48時間と考えていただき、予定通り飯田を離

れてもらいます。 

２．飯田に 3 泊以上するつもりで来る人は、帰郷後 2 日間は家庭でおとなしくし、健康観

察をしたうえで無症状なら 3 日目に抗原検査を受けてもらいます。そこで陰性なら飯田人

の一員として町に出てよいです。 

といった、この間市長さんが提案されたやり方を守っていただけたら良いと思います。 

 

〇年末年始に当たり、帰飯される学生の PCR 検査の補助は良かったと思います。それ以外

の社会人にも PCR 検査をを出来るだけして帰ってくる様に呼びかけて頂けるとより効果

的と思います。 

 



ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ

「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター

0120-400-903（受付時間：平日9:00～18:00）
※ 申請様式の入手方法や、支給時期、申請期限は、地方自治体によって異なります。
また、ご自身が支給が受けられるかどうかなどの詳細については、お住まいの市
区町村までお問い合わせください。

ひとり親世帯臨時特別給付金
「基本給付」再支給のご案内

ひとり親世帯の支援のため、基本給付の再支給を実施します！

１．支給対象者

■支給手続きについては裏面に掲載しています。必ずご確認ください。

＊支給要件など給付金に関する疑問は、下記コールセンターまでお電話ください。

■令和２年12月11日時点で、以下の①～③のいずれかに該当
する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金（基本給

付）の支給を受けている又は申請をしている方

① 令和２年６月分の児童扶養手当受給者

② 公的年金等を受給していることにより、令和２年６月分の児童扶養手当の

支給を受けていない方
（「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当

します。）

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が

児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※ 令和２年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行ってい
ない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分

の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けら

れます。

２．支給額

１世帯当たり５万円、第２子以降１人につき３万円
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「ひとり親世帯臨時特別給付金｣ の

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などを

かたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの

警察署（または警察相談専用電話(#9110)）にご連絡ください。

▶再支給分の基本給付は申請不要で受け取れます。

▶前回の基本給付の支給を行った自治体から、可能な限り年内に支給

されます。

【ご注意ください】

前回の基本給付の支給を受けるに当たって指定していた口座

を解約している場合は、振込指定口座の変更手続きをお願いし

ます。

令和２年12月11日以降に基本給付の申請を行う方

▶以下の①または②のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の

申請を行ってください！再支給分の基本給付を併せて申請可能です！

① 公的年金等を受給していることにより、令和２年６月分の児童扶養手当の

支給を受けていない方

② 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が

児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方（※）

※令和２年７月分以降の児童扶養手当受給者も含みます！

ひとり親

世帯

(1)給付金の申請手続き

(2)指定口座へ振込み

お住まいの

自治体

お住まいの自治体の窓口に直接または郵送

でご提出ください。

（再支給分の給付金の支給も希望される場

合は、併せて申請してください。）

３．給付金の支給手続き

令和２年12月11日時点で、既に１回目の基本給付の支給を受けてい
る又は申請をしている方



  
（照会先） 

 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 

 企画第１担当  宮坂・植田・石田・竹本・井上・寺井 

             直通  03（6257）3085 

事 務 連 絡 
令和２年１２月１１日  

各都道府県知事 殿 
各府省庁担当課室 各位  

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室  
年末年始における忘年会・新年会・成人式等及び帰省の 

留意事項について（周知依頼）   
平素から新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力いただき

感謝申し上げます。 
本日、新型コロナウイルス感染症対策分科会から、別紙のとおり、政

府に対して、「忘年会・新年会・成人式等及び帰省について」の提言を

いただき、西村国務大臣からも国民に対して周知を行ったところです。 
都道府県におかれては市区町村及び都道府県民への周知等を、関係各

府省庁におかれては関係団体への周知等をそれぞれお願いします。 
また、各都道府県及び関係各府省庁におかれては、所属する職員等に、

忘年会・新年会・成人式等及び帰省の留意事項を注意喚起し、特に強い対

策を実施している地域では、年末年始を静かに過ごすための工夫を徹底

するようお願いします。  
以上     

各都道府県及び関係各府省庁においては、年末年始における忘年会・新年会・成人

式等及び帰省の留意事項を、関係各所に周知いただくようお願いします。  



忘年会・新年会・成人式等及び

帰省についての提言
令和２年１２月１１日（金）

新型コロナウイルス感染症対策分科会



忘年会・新年会・成人式等及び帰省についての提言

1

第１8回新型コロナウイルス

感染症対策分科会

• 我々の社会は新型コロナウイルス感染症が流行してから初めての冬を迎えることに
なります。

• 年末年始は我々の社会にとって特別な時期です。特に、半年以上、つらい思いをさ
れてきた多くの皆さんは、年末年始こそは、お酒を酌み交わし、親族や親しい友人た
ちと旧交を温めたいと考えていると思います。

• しかし、年末年始に人々の交流を通じて感染が全国的に拡大すると、さらに医療が
逼迫し、結果的に経済も大きな打撃を被ります。

• 命と暮らしを守るためには、社会を構成する一人ひとりが年末年始を静かに過ごすこ
とが求められます。

• 年末年始を迎えるに当たり、分科会としては、以下の提言を行いたいと思います。
政府においては、本提言のメッセージを国民の皆さんに分かりやすく伝えて頂きたい
と思います。

[はじめに]



１．全国の皆さんへ

年末年始を静かに過ごすために、以下の工夫をお願いします。

（１）忘年会・新年会

忘年会・新年会で最も大切なことは、なるべく普段から一緒にいる人と少人数で開催
することです。その上で、

・ガイドラインを遵守している飲食店を選ぶ。

・体調が悪い人は参加しない。

・座の配置は斜め向かいに（正面や真横はなるべく避ける）。

・会話する時は必ずマスクを着用。

・短時間で、深酒やはしご酒などは控え、適度な酒量で。

・お猪口やコップは使い回わさず、一人ひとりで。

といった「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」をして頂くようお願いします。

2

[Ⅱ] 分科会から政府への提言

忘年会・新年会・成人式等及び帰省についての提言 第１8回新型コロナウイルス

感染症対策分科会



（２）成人式

成人式は、多くの新成人が久しぶりに地元に集まる機会です。しかし、この機会は「三
密」や「感染リスクが高まる「５つの場面」」（添付）が生じやすい機会でもあります。
主催者や参加者には、次の点について注意喚起をお願いします。

①主催者の方へ

・参加人数の制限。

・会場での飲食を控えることの徹底。

・会場での感染防止策の徹底（マスクの着用、手指消毒など）。

②参加者の方へ

・体調が悪い人は参加しないこと。

・会場やその周囲では密集をしないこと。

・式典の前後には飲食を控えること。

・仮に飲食をする場合には上記の忘年会・新年会の工夫を参照。

3

忘年会・新年会・成人式等及び帰省についての提言 第１8回新型コロナウイルス

感染症対策分科会

[Ⅱ] 分科会から政府への提言（続き）



（３）初詣・カウントダウンイベントなど

初詣については、混雑する時期を避けて頂くようお願いします。境内での三密や、参
拝後の混雑をできる限り避けるなど、感染防止策の徹底をお願いします。

また、年末年始は、カウントダウンイベント等が数多く行われます。これらのイベントで
は、基本的な感染防止策を徹底するとともに、適切な雑踏警備等を検討してください。
適切な行動管理が難しいと判断する場合には開催自粛等の対応をお願いします。

（４）年末年始の帰省

年末年始に、多くの人が帰省をお考えになっているかと思いますが、帰省する場合に
は、三密回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食を
控えるなど、高齢者等への感染につながらないよう注意をお願いします。

そうした対応が難しいと判断される場合は、帰省について慎重に検討頂きますようお
願いします。特に発熱等の症状がある方などは、帰省を控えて下さい。

帰省される場合には、年末年始の休暇を分散して取得するなど、混雑する時期を避
けて頂くようにお願いします。

4

忘年会・新年会・成人式等及び帰省についての提言 第１8回新型コロナウイルス

感染症対策分科会

[Ⅱ] 分科会から政府への提言（続き）



２．ステージⅢ相当の対策が必要となる地域の皆さんへ

ステージⅢ相当の対策が必要となる地域では、さらに対策を徹底するため、全国の
皆さんにお願いした前述の内容から一歩踏み込んだ工夫をお願いしたいと思います。

・特に大人数の「忘年会・新年会」は見送り、オンライン忘年会・新年会を検討すること。

・「成人式」及び「その他年末年始に想定されるイベント」は、主催者はオンラインを活
用した形での開催や開催時期、時間の分散化等、在り方について慎重に検討すること。

・「年末年始の帰省」は、時期の分散のみならず、延期も含め慎重に検討すること。
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忘年会・新年会・成人式等及び帰省についての提言 第１8回新型コロナウイルス

感染症対策分科会

[Ⅱ] 分科会から政府への提言（続き）



感染リスクが高まる「５つの場面」
場面① 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。

場面② 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。

場面③ マスクなしでの会話 場面④ 狭い空間での共同生活 場面⑤ 居場所の切り替わり

● 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。

● 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。



＜利用者＞

・飲酒をするのであれば、①少人数・短時間で、

②なるべく普段一緒にいる人と、

③深酒・はしご酒などはひかえ、適度な酒量で。

・箸やコップは使い回わさず、一人ひとりで。

・座の配置は斜め向かいに（正面や真横はなるべく避ける）。

（食事の際に、正面や真横に座った場合には感染したが、斜め向かいに座った場合には感染しなかった報告事例あり。）

・食べるときだけマスクを外し、会話の時はマスク着用。
（フェイスシールド・マウスシールド※１はマスクに比べ効果が弱いことに留意が必要※２。）

※１ フェイスシールドはもともとマスクと併用し眼からの飛沫感染防止のため、マウスシールドはこれまで一部産業界から使われてきたものである。

※２ 新型コロナウイルス感染防止効果については、今後さらなるエビデンスの蓄積が必要。

・換気が適切になされているなどの工夫をしている、ガイドライン★を遵守したお店で。

・体調が悪い人は参加しない。

＜お店＞

・お店はガイドライン★の遵守を。

（例えば、従業員の体調管理やマスク着用、席ごとのアクリル板の効果的な設置、換気と組み合わせた適切な扇風機の利用などの工夫も。）

・利用者に上記の留意事項の遵守や、

接触確認アプリ（COCOA）のダウンロードを働きかける。

★従業員で感染者が出たある飲食店では、ガイドラインを遵守
しており、窓を開けるなど換気もされ、客同士の間隔も一定開け
られていたことから、利用客（100名超）からの感染者は出な
かった。

感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫

【飲酒の場面も含め、全ての場面でこれからも引き続き守ってほしいこと】
・基本はマスク着用や三密回避。室内では換気を良くして。
・集まりは、少人数・短時間にして。
・大声を出さず会話はできるだけ静かに。
・共用施設の清掃・消毒、手洗い・アルコール消毒の徹底を。
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年末年始を迎えるに当たっての知事メッセージ 
～ 命の大切さに思いを寄せ 穏やかに年末年始を過ごしましょう ～  

令和２年 12月 11日  
まもなく年末年始を迎えます。 

通常の年であれば、普段なかなか会うことができない遠方にお住まいのご家族

やご親戚、ご友人等が集い、親交を深める大切な時期です。 

しかし、現在、新型コロナウイルス感染症の第３波の真っ只中です。 

お一人おひとりのこれまでの感染防止のご努力、県や市町村の対策強化等によ

り、現時点では何とか踏みとどまっていますが、今後さらに感染拡大が続き、入院

患者が増加した場合、医療提供体制に深刻な影響を与えるおそれがあります。 

医療を維持し、皆様の命と健康を守るために、これ以上の増加は何としても回避

する必要があります。 

県も宿泊療養施設の増設等により、医療機関への負荷の低減に全力を尽くしま

すが、いま必要なのは、県民の皆様お一人おひとりのお力です。 

新型コロナウイルス感染症の第３波を乗り越え、健やかな新年となるよう、改め

て皆様に次の点についてお願い申し上げます。 

なお、このメッセージは、現在の感染状況をもとにしたものであり、今後、感染

拡大がさらに進んだ場合は追加のメッセージを出すことがあります。  
Ⅰ 感染拡大を防止するために 
１ 年末年始のお願い 
(1) 自分と大切な方を守るため、できるだけ同居のご家族で穏やかに年末年

始をお過ごしください。 

(2) 帰省や旅行、初詣等により人の移動が集中し「密」になりがちです。人

の流れを分散し、密になりやすい状況を避けるために、次の点などを心が

けていただき、「分散化」、「小規模化」、「遠隔（リモート）化」にご協力を

お願いします。 

① 年末年始の休日に加え、その前後でまとめて休み、休暇を分散化 

② 特に人の集中する正月三が日を避け、帰省や初詣を分散化 

③ 親しい人同士やご近所の集まりも控え、会食や会合等を小規模化 

④ 情報通信機器を活用し、帰省や会議をリモート化  
２ 地域間の往来についてのお願い 
(1) 感染拡大地域※への訪問に当たっては、当該地域内における感染拡大防止

に協力するためにも、訪問そのものを慎重に検討してください。 
※ 直近１週間の人口 10万人当たりの新規陽性者数が 15.0人を上回っている都道府県 

（12月 11日現在 ７都道府県が該当：北海道、東京都、愛知県、大阪府、兵庫県、高知県、沖縄県） 

(2) 帰省については、全国的に新規陽性者数が過去最多の水準であることや、

お住まいの都道府県等から外出に関する注意喚起が行われる場合もあるこ

とから、事前にご家族で十分なご相談をお願いします。特に、感染拡大地

域からの帰省や、高齢の方や基礎疾患のある方など重症化リスクの高い方
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のお住まいへの帰省は、慎重に判断してください。 

(3) 帰省や観光でお越しになる際は、来訪前２週間はリスクの高い行動を避

けるなど、「信州版 新たな旅のすゝめ」に沿った対応をお願いします。 
 

３ 日常生活でのお願い 
(1) 早期発見、早期治療が重症化を防ぐために極めて重要です。日頃から健

康観察を行い、風邪症状等がある場合は外出せず、ためらうことなく速や

かにかかりつけ医等に相談・受診してください。高齢の方や基礎疾患のあ

る方など重症化リスクの高い方は特にご協力をお願いします。 

(2) 無症状でも人に感染させる可能性があるため、10日以内に風邪症状等が

あった方は外出を控えるなど、人に感染させないための行動を徹底してく

ださい。 

(3) 感染防止の３つの基本（身体的距離の確保、人混みの中でのマスク着用、

手洗い・手指の消毒）など、基本的な感染防止策を徹底するとともに、寒

い時期ではありますが、部屋の換気・加湿を適切に行ってください。 

(4) 忘年会などの会食の際には、感染拡大予防ガイドラインを遵守している

店舗を利用するとともに、次の５つのポイントを徹底してください。なお、

家庭内や知人同士での会食においてもご注意ください。 

① 体調が悪い（10日以内に悪かった）場合は参加しない、させないこと 

② 開始前と会食後に必ず手指消毒を行うこと。（可能であれば会食中も。

手指消毒の代わりに徹底した手洗いでも可。） 

③ 人と直接・間接に接触しないこと。（大皿料理、とり箸、お酌、司会・

カラオケマイクの共用を避けるなど） 

④ 飛沫を人や人の飲食物に飛ばさないこと。（会話時のマスク着用など） 

⑤ こまめに換気すること。 

なお、お酒が入ると気が緩みがちになるので十分注意してください。  
４ 事業者の皆様へのお願い 
(1) 業種別の感染拡大予防ガイドラインの遵守・徹底を改めてお願いします。 

(2) 従業員の皆様の休暇の分散取得や在宅勤務・テレワークの促進、発熱時

に休みやすい職場環境づくりにご協力をお願いします。 

(3) 観光事業者の皆様は、観光地における感染防止対策の徹底、観光客への

「旅マエ」※１、「旅ナカ」※２における感染防止対策の呼びかけにご協力をお

願いします。 
※１ 旅行前 2週間は感染症予防を意識し体温や行動歴をメモ、発熱等の場合は出かけるのをやめること 等 

※２ 物にさわるのは必要最低限に、列に並ぶときは人との距離を、施設等の感染防止対策に協力を 等 

 

新型コロナウイルス感染症をきっかけとして差別や誹謗中傷が生まれ、苦しん

でいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、

重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。 

県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、感染

された方やそのご家族、帰省者や旅行者をあたたかく迎えましょう。 
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Ⅱ 穏やかに年末年始を過ごすために 
  新型コロナウイルス感染症によって今試されているのは、私たちの絆の強

さです。 

  そのためにも、ご家族や身近な方同士で電話やオンラインを活用しながら、

いつも以上に連絡を取り合って、お互いを思いやり、励まし合う言葉を伝えて

みませんか。また、この危機を乗り越えていくために、年末年始の過ごし方に

ついて、ご家族、職場や地域といったそれぞれの単位で、話し合ってみません

か。 

  以下は、実践例です。 

１ ご家庭（家族だからできること） 
  ・ 家族相互での毎日の体調確認 

  ・ リラックスして話し合う時間や相談しやすい環境を 

  ・ 免疫力を高めるための規則正しい生活や食事内容の工夫 

  ・ 互いに感謝やいたわりの言葉をかける など  
２ お住まいの地域で（日頃お世話になっているみなさんへ） 
・ 一人暮らしの方やお困りの方へのお声がけやいたわり 

   ・ できるだけご近所の飲食店や観光地を利用・訪問する など  
３ 職場や学校で（いつもの仲間と協力して） 

  ・ 新型コロナウイルス感染症対策についての学びと実践 

・ 必要な資材や食材をできるだけ地域で購入する など  
４ お店での会食など（お店の方への協力と感謝を） 
 ・ 事前に利用時間を決めるなどルールを遵守しながら楽しむ。お店側からも声 

がけいただく。 

  ・ 長時間の飲み放題をやめて、30分、１時間で回転させる（お店側）。など 
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