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市民︑事業者の皆さまへ

北信圏域︵中野市・飯山市・山ノ内町・木島平
村・野沢温泉村・栄村︶でクラスター︵集団感染︶
発生事例が確認され︑ 予断を許さない状況になり
ました︒
感 染 者の増 加に伴い︑ 何よりも医 療の崩 壊が危
惧 されま す︒ 発 熱 等︑ 新 型コロナウイルス感 染の
症 状 が疑 われる方はいきなり 医 療 機 関へ行 くので
はな く︑ 有 症 状 者 相 談 窓 口︵ ０ ２ ６ ９ ６ ２
６１０４︶に相談し︑まずはそちらの指示に従って
いた だくよ うお 願いします︒ 皆さまの協 力が医 療
の崩壊を防ぐ手段になります︒
また︑ 感染を防ぐためにも︑ 不要不急の外出の
自粛をお願いするとともに︑﹁密閉﹂﹁密集﹂﹁密接﹂
という﹁ 密﹂の条 件が重なる状 況は避 けていた
だくようお願いします︒
ワクチンも︑ 治 療 法もない中︑ 誰も経 験したこ
とのない危 機に立 ち向かうには︑ 何よりも人と接
触しないこと︑﹁自分が感染しない︑ 人に感染させ
ない﹂という意識が大切です︒
しかし︑ 生 活の維 持に必 要な外 出まで制 限 する
ものではありません︒ 生 活 必 需 品の買い出しや通
院︑散歩などは構いません︒仕事についても︑でき
るだけ在宅勤務︵テレワーク︶や時差通勤をお願
いします︒
現 在は非 常 事 態であり︑一日 も早 く安 心できる
日常を取り戻し︑ 経済の回復に向けた取組みを進
めるためには︑新型コロナウイルスの感染拡大を抑
え込むしかありません︒
そのために︑ 市 民の皆さま︑ 事 業 者の皆さまの
ご理 解︑ ご協 力を引き続きよろしくお願いいたし
ます︒皆さまと一致協力し︑この未曽有の難局を乗
り切って参りましょう︒
１年後︑５年後︑ 年後のよりよい未来を信じて︒

令和２年４月 日
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国の緊急事態宣言の中、誰もが感染するリスク、誰でも感染させるリスクがあります。
ウイルス感染症から、あなたと身近な人の命を守れるよう、日常生活を見直してみましょう。

まずは

北信圏域に

ご相談ください

警戒宣言が出されました

次の症状がある方は､

北信保健所の「有症状者相談窓口」

新型コロナウイルス警戒宣言
及び発生段階区分

にご相談ください。
風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上続いている

レベル

（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます。）

２

対象地域

強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
※高齢の方や基礎疾患等（糖尿病、
心不全、
呼吸器疾患等）
のある方は、上の状態が２日程度続く場合に､ ご相談
ください。

談！

まずは相

すぐに医療機関を受診することは
絶対に避けてください！

県は、４月 23 日、クラスターの発生が確認された
北信圏域に、「新型コロナウイルス警戒宣言」を出
しました。
レベル１

域内発生早期

感染者数に関わらず、感染経路が特定（推定）でき
ている状態
レベル２

北信保健福祉事務所（北信保健所）
有症状者相談窓口

域内感染発生期

①感染経路が特定出来ない者が発生
②単発的なクラスターが発生または感染者の濃厚接
触者が確定できず、クラスターを形成するおそれが
ある事例が発生

< 電話番号 >

0269-62-6104（24 時間対応）

レベル３

聴覚に障がいのある方をはじめ､ 電話でのご相談が
難しい方

域内まん延期

①レベル２の①または②に該当する事例が多数発生
②クラスターが複数発生

FAX 0269-62-6036

■県内の発生段階の区分（４月 23 日現在）

新型コロナウイルス感染症に便乗した

差別・偏見をなくしましょう

詐欺にご注意ください
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」
の詐取にご注意ください。

新型コロナウイルス感染症に関連して感染者・濃厚
接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく
差別を行うことは許されません。
公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行
動に努めましょう。

市や総務省などがＡＴＭの操作をお願いした
り、特別定額給付金の給付のために手数料の
振り込みを求めたりすることはありません。

みんなの人権１１０番（全国共通人権相談ダイヤル）
０５７０−００３−１１０
（平日午前８時３０分から午後５時１５分まで）

ご自宅や職場などに市や総務省などをかたった電話
がかかってきたり、郵便、メールが届いたら最寄り
の警察署または相談専用電話 ♯ 9110 までご連絡く
ださい。

ＬＩＮＥ
LINE 公式アカウント
「長野県 - 新型コロナ対
策パーソナルサポート」

「長野県 - 新型コロ
ナ対策情報」

友だちになり、あなた
の状態を入力いただく
ことで、あなたの状態
に合わせた新型コロナ
ウイルス感染症に関す
る情報をお知らせしま
す

広報なかの
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公式ＨＰ

twitter

「長野県 - 新型コロ
ナ対策情報ホーム
ページ」

長野県内の新型コロナウイルス対策に
関する情報について発信する県公式ア
カウントです。感染者の情報・対策な
どを発信していきます。

中野市役所

新型コロナウイルスについての
一般的なお問い合わせは
県庁一般相談窓口
026-235-7277
または 026-235-7278
（休日も含め 24 時間専用電話で
お受けします）

☎ 0269-22-2111

●公式 HP

FAX 0269-26-0349

●発行 新型コロナウイルス感染症中野市対策本部（事務局：危機管理課・健康づくり課）

https://www.city.nakano.nagano.jp/

●Ｅメール

info@city.nakano.nagano.jp

