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新型コロナウイルス感染症対策

―  私たちにできること  ―
　国内において、新型コロナウイルスの感染が広がっています。見
えない脅威に不安も募りますが、今、必要なのは、私たち一人一人
が感染をできる限り抑えるための行動を心がけることが
重要です。力を合わせ、感染の予防と拡大防止に取り組
みましょう。最新の情報は市公式サイトで随時更新して
います。 　市公式サイト

　「広報けせんぬま 5 月号」は、4 月 17 日現在の情報です。新型コロナウイルスの感染
拡大の状況により、お知らせしているイベントなどが中止や延期になる可能性がありま
す。その際は、市公式サイトなどでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症に関する
宮城県健康電話相談窓口（コールセンター）

　☎  ０２２ー２１１ー３８８３
　または０２２ー２１１ー２８８２
　受付時間：24 時間対応（土・日曜日、祝日含む）

相談
窓口

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い影響を
受けている事業者の皆さまを支援するため、相
談窓口を設置していますので、ご相談くださ
い。また、各種支援（金融関係、雇用関係など）に
ついて市公式サイトでお知らせしています。

新型コロナウイルス感染症の疑いや心配
のある方は、まずはご相談ください。

市産業戦略課商工労働係
☎ ２２ー３４３６
受付時間：平日 8:30 ～ 17：15

（土・日曜日、祝日除く） 　市公式サイト

　市では、第３期市地域福祉計画に基づく
地域福祉の推進に関して、市民の皆さんの
意見を反映させるため、計画推進委員会の
委員を募集します。
●応募資格／保健・医療・福祉・地域づく
　りに関心のある市内在住の 20 歳以上の方
　で、会議に出席できる人（年３回程度）
●役割／計画に基づく各種実施事業の評価
　や、翌年度事業へのご意見をいただきます。
●任期／委嘱の日から２年間
●募集人数／若干名
●募集期間／５月 22 日（金）まで
●申込方法／市社会福祉課などに備え付けの
　応募用紙で申し込みください。
●・問市社会福祉課社会福祉係 
           ☎22-6600 内線 469 
申

　市では、障害者福祉に関する計画の策定及
び推進に関して、市民の皆さんの意見を反映
させるため、障害者計画等推進委員会の委員
を募集します。
●応募資格／障害者福祉に関心のある市内在  
    住の 20 歳以上の人で、会議に出席できる
　人 （年３回程度）
●役割／計画に基づく各種実施事業の評価
　や、翌年度事業へのご意見をいただきます。
●任期／委嘱の日から１年間
●募集人数／若干名
●募集期間／５月 22 日（金）まで
●申込方法／市社会福祉課などに備え付けの
　応募用紙で申し込みください。
●・問市社会福祉課障害福祉係 
           ☎22-6600 内線 436 
申

　できる限り不要不急の外出は控え、発
熱などの風邪の症状がみられる場合は、
仕事を休むなど、ご協力をお願いします。

不要不急の外出は控える ３つの「密」を避ける
　密が重なる場所を避ける。

②多数が集まる
　「密集場所」

①換気の悪い「密閉空間」

③近くで話す
　「密接場面」

　さまざまな情報がインターネットやＳＮＳなどで流れてい
ます。中には、事実と異なる情報も混ざっています。感染が
発生した場合、関係者、関係先には感染が拡大しないよう保
健所が適切な対応、指導をしていますので、情報に振り回さ
れることなく、節度ある行動を心がけてください。

感染者の特定や差別はしない

　　　　　　　　　　　　の
委員を募集します
　　　　　　　　　　　　の
委員を募集します

　　　　　　　　　　　　の
委員を募集します
　　　　　　　　　　　　の
委員を募集します

　広報が月1回の発行となり頁数も増える中、原稿締め
切りも早まっています。新型コロナウイルスの猛威が5
月1日にどうなっているか見通せない状況ですが、収束
の兆しが見えていることを祈ります。
　1月から始まったこの騒ぎの中で、勉強になったこ
と、考えさせられることが多々ありました。感染者に関
する情報はほぼ一元的に県（保健所）がコントロールし
ていますが、市民にとっては何でも知りたいところで
す。そんな中、一部の方たちがＳＮＳなどで真偽不確か
な情報を拡散させ、傷ついた個人や事業者が発生した
ことはとても残念なことでした。
　一番大事なことは、感染者本人が行動について正直に
全てを保健所に話すこと、また、本人にそうさせる環境
を周りが作ること。これが不十分だと市民のリスクは極
めて大きいものになります。その上で、保健所が濃厚接
触者などに適切な対応をとること。更なる拡大を防ぐた
めどうしても必要な情報は開示することだと思います。
　幸い、気仙沼保健所長は感染症の専門家で国際機関
でも活躍したドクター。公衆衛生対策、積極的疫学調
査、まん延期への備え、市への必要な情報提供など適切
な対応をいただいています。
　日本中、世界中で毎日、多くの決定がなされ、会見も
開かれています。感染封じ込めに長けているのは、強権
国家か民主国家か、終息後を見据え、自国第一か国際協
調かなど、近年、経済を中心に多くの意見が交わされて
きた国家体制の優劣もクローズアップされてきまし
た。最終的に民主主義・国際協調に軍配があがるものと
信じています。
　ディール（取引）で短期的な成果を上げてきた政治手
法が、ディールが通じないウイルスの前では無力だっ
たことも明らかになりました。対照的に平易な言葉と
優しい語り口で国民に協力を要請することの大切さ
や、理性の最大公約数を静かに国民に語りかける態度
など、世界の政治指導者がさまざまに評価されていま
す。もとより、政治はなるべくディールを行わず、正し
いことを真摯に説明、説得することが役目であり、その
要諦と改めて確認することができました。
　一日も早く、自由に出かけ、人と会い、話をする、当た
り前の日が迎えられるよう祈っています。その時が来
るための感染拡大防止、その後の市民生活・経済の立て
直しの準備に怠りなくあたりたいと思います。
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－ Go Ahead ! 
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