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感染症に負けない健康づくりのポイント免疫力
の向上 土浦市版
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市長メッセージ
　市民の皆様には，新型コロナウイルス感染症対策として，マスク・手洗い・３密
回避の「新しい生活様式」を実践していただくとともに，本市が進めてまいりまし
た様々な取り組みにご理解とご協力をいただき，心から感謝を申し上げます。
　新型コロナウイルスをはじめとする多くの感染症は，国や地域を越えて流行し，
年齢や性別を問わず，誰もが感染の可能性を有しております。流行の長期化や，不
確かな情報の拡散などにより，日々の暮らしに不安を感じている方もいらっしゃる
と思いますが，感染症を早期に終息させるためには，一人ひとりが感染症に対する
正しい知識を身につけ，適切で冷静な行動をすることにより，地域全体で感染予防
対策を行うことが何より重要です。
　このガイドブックは，今後も流行が懸念される様々
な感染症に対し，市民の皆様が感染症対策の取り組み
を正しく理解し，適切な予防行動を実践していただく
ことを目的として作成いたしました。皆様の健康を維
持し，皆様の大切な人を守り，誰もが健康で充実した
毎日を過ごせますよう，日常生活の中でご活用いただ
ければ幸いです。　

土浦市長　安藤　真理子
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令和２年 12 月発行
本ガイドブックの掲載情報は，令和 2年 11月時点のものです。

バランスの良い食事や規則正しい生活習慣は，高血圧症や糖尿病などの生活習慣病を
予防し，免疫力の維持につながります。

健康な体を維持するためには，食事 睡眠 運動 の３つが大切です。

食 事：５つの料理群で，バランスよく食事！

睡 眠：睡眠の質を高めましょう！

質の良い睡眠は，生活リズムを整え，疲労の回復をうながし，免疫力アップにつながります。

運 動：適度でリラックスできる運動習慣を心がけましょう。

適度な運動の効果

・体力低下の予防
・ストレスを解消し，心と体の調子を整える
・心地良い疲労感で入眠しやすくなる など

牛乳・乳製品

主食 ご飯，パン，麺など

副菜・汁物 野菜・きのこ
いも・海そう類など

くだもの

睡眠の質を高めるために
①体内時計を整えるために，できるだけ，寝る時間と起きる時間を一定にする。
②寝る前に，携帯電話やパソコンの光（ブルーライト）を浴びない。
③起きる時には，カーテンを開けて日光を浴びる。
④散歩や軽い体操など，毎日適度に体を動かすことを習慣にする。

無理なく運動を続けるために

体操やウォーキングなどの運動に限らず，
家事や庭仕事，階段昇降などの生活活動
も含めて，今より１０分，体を動かす時間
を増やしましょう。

ビタミン，ミネラル，食物繊維で，
免疫細胞を活性化！

主菜 肉，魚，卵，大豆料理など
タンパク質は免疫細胞の材料になる

熱を生み出し，免疫細胞を活性化させる

牛乳のタンパク質やカルシウムは，
免疫細胞の材料に。
ヨーグルトで，腸から免疫力アップ！

豊富なビタミン C と食物繊維で，免疫細胞
の働きをサポート

「生活不活発病予防のポイント」

土浦市 生活不活発病 検索土浦市 感染症に負けない 検索

「感染症に負けない健康づくりのポイント」

参考：「腸内細菌と健康」「食生活のあり方を簡単に示した栄養 3・3運動」厚生労働省 e-ヘルスネット

参考：「快眠と生活習慣」厚生労働省 e-ヘルスネット

発行元：土浦市（新型コロナウイルス感染症対策本部） 〒300-8686 茨城県土浦市大和町９番１号 TEL：029(826)1111

参考：「アクティブガイド」厚生労働省

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page013540.html https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page013231.html
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紹 介

TEL 029-821-5342

どこに相談してよいか
分からない

●主な病原体の種類

●感染症の主な感染経路

●冬に感染症が流行する理由

感染経路 特徴

接触感染
せっしょくかんせん 手指，食品，器具についた病原体が，口や鼻，目などから

入りこむことにより感染する。

飛沫
ひ ま つ

感染
かんせん

咳やくしゃみで飛び散ったしぶき（飛沫）を，吸い込むこと
により感染する。

マイクロ飛沫感染 換気の悪い場所などで、空気中を漂っている
小さな飛沫を吸い込むことで感染する。

空気
く う き

感染
かんせん 空気中を漂う小さな粒子（飛沫核）や，病原体が付着した

ちりやほこりを，吸い込むことにより感染する。

感染経路

感染経路を断つ！

病原体
（感染源）

病原体（感染源）の排除

宿主
（私たちの体）

抵抗力・免疫力の向上

空気の乾燥

■咳やくしゃみにより空気中にとび出したウイルス等が，空気中を
漂いやすくなる。

■のどや気管が，ウイルス等を外に追い出そうとする働き（絨毛機能）
が，低下しやすくなる。

気温が低下すると，気温の低下 ■気温の低下により体温が低下し，体の免疫力が低下しやすくなる。

細菌
・栄養源さえあれば，分裂して，増えることができる。例）O-157など

ウイルス ・簡単な構造の膜や殻と，自分の体の設計図でできている。
・自分で増えることができず，生き物の細胞にとりつき，その細胞を
材料にして，増殖する。 例）インフルエンザなど

・一つの細胞でできた生き物「単細胞生物」である。

参考：「感染対策の基礎知識１」厚生労働省 HP

感染症は，
①病原体（感染源）
②感染経路
③宿主（私たちの体）
の３つの要因が揃うことで感染します。

感染症対策においては，これらの
要因のうちの，ひとつでも取り除く
ことが重要です。

特に「感染経路を断つ」こと
は，感染拡大防止のためにも，
大切な対策になります。

感染症対策の基礎知識

感染症名 病原体 主な感染経路 特徴・症状

インフルエンザ インフルエンザ
ウイルス

接触感染
飛沫感染

■潜伏期間：１～３日
■症状：突然の高熱，頭痛，関節痛，咳

鼻水，のどの痛みなど

感染性胃腸炎 ノロウイルスなど
接触感染
飛沫感染
空気感染

■潜伏期間：１～２日
■症状：腹痛，下痢，嘔吐，発熱など
※汚染された食品や，感染者の糞便・嘔吐物を
介して感染することが多い。

新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）

新型コロナウイルス
（SARS-COV-2）

接触感染
飛沫感染

マイクロ飛沫感染

■潜伏期間：１～１４日（５日前後が多い）
■症状：発熱，から咳，倦怠感，体の痛み，

のどの痛み，下痢，結膜炎，頭痛，
味覚・嗅覚異常，皮膚の発疹，
手足の指の変色，呼吸苦・息切れ，
胸の痛み・圧迫感 など

参考：「インフルエンザ Q&A」「ノロウイルスに関する Q&A」「新型コロナウイルス感染症に関する Q＆A（一般の方向け）」厚生労働省 HP

かぜのような症状がある 発熱，咳，倦怠感，のどの痛み，鼻水，頭痛，
下痢，味覚・嗅覚異常など

受診・相談センター
●土浦保健所（平日 9:00～17:00）

●茨城県庁（8:30～22:00 土日・祝祭日を含む）
TEL：029-301-3200 FAX：029-301-6341

まずは…
・学校や仕事は休む，人と会う予定はやめる
・体調や症状の変化，自身の行動を記録しておく

かかりつけ医・身近な医療機関
に電話で相談する

※発熱している方の，診療時間・窓口を

事前に，電話でお問い合わせください。

症状等に対応できる医療機関
（医師が診察し，必要に応じて PCR検査等の処置）

かかりつけ医がいる
または

身近な医療機関がある

紹 介

陽 性

症状等に応じて，
医療機関への入院，宿泊施設療養，自宅療養

陰 性

・その後も体調の変化に注意してください。
気になる症状がある場合には，再度，医療機関
および受診・相談センターに，ご相談ください。

・今後，感染しないというわけではありません。
引き続き感染予防に努めましょう。

●冬の時期に注意したい感染症

：
別にしている病院が多いので，必ず

●新型コロナウイルス感染症相談・受診の流れ ～体調の異変を感じたら～

冬の時期は，下記のような感染症が，流行しやすくなります。
新型コロナウイルス感染症と併せて，感染予防に注意が必要です。
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相談窓口のご案内

新型コロナウイルス感染症に関すること 新型コロナウイルス以外の感染症に関すること

令和２年度 新型コロナウイルス感染症に関する検査助成のご案内

新型コロナウイルスに感染した際に重症化するリスクの高い方を対象に，検査費用の一部を助成します。

対象者（助成期間中１人１回のみ）
土浦市民で，次のいずれかにあてはまる方 （発熱等の症状がある方や，濃厚接触者等は，対象外です。）

①６５歳以上の方（令和３年３月３１日時点の年齢）
②基礎疾患（慢性閉そく性肺疾患，慢性腎臓病，糖尿病，高血圧，心血管疾患等）をお持ちで受診している方
③肥満（BMI30 以上）の方（BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m））

助成期間 令和 2 年 11 月 16 日から令和３年 3 月 31 日まで

検査自己負担額 PCR 検査 ３，０００円 / 抗原定量検査 ２，０００円

検査方法 だ液または鼻咽頭ぬぐい液採取による，PCR 検査または抗原定量検査
PCR 検査 新型コロナウイルスに含まれる特有の遺伝子の一部を増やして，調べる検査
抗原定量検査 新型コロナウイルスを特徴づけるタンパク質（抗原）に反応する抗体を，定量測定する検査

検査の受け方 ・市に受診券を申し込みます。受診券の取得後，協力医療機関に予約の上，検査を受けます。
・結果が陽性の場合は，保健所の指導により，入院・療養生活が必要となります。

申込期間 令和２年 11 月 16 日から令和 3 年 3 月 31 日まで（電話，インターネット申込は，令和３年３月 18 日まで）

申込方法 ①窓口（土浦市保健センター窓口で発行。身分証をご持参ください）
②電話（電話で健康増進課へ：TEL029(826)3471）
③インターネット（土浦市 HP から，専用メールフォームで申込み）

いばらきアマビエちゃん
新型コロナウイルス感染者が発生した時に，感染者と同じ日に同じ施設を利用して
いた方に対して，茨城県から注意喚起のメールを送付するシステムです。
公共施設・店舗・イベントなどを訪問するたびに，提示された「感染防止対策宣言書」
に記載の「二次元バーコード」を読み取ることで，簡単に登録できます。
いばらきアマビエちゃん登録店および土浦市の各施設は，県のガイドラインに
沿って，感染防止対策に取り組んでいます。 参考）茨城県ホームページ

●感染症全般に関する相談
厚生労働省感染症・予防接種相談窓口

（土日祝祭日，年末年始を除く 9:00～17:00）
TEL：03-5276-9337

●急な症状，どう対応すればよいか相談したい
茨城 おとな救急電話相談
（24 時間 365 日受付） TEL：＃7119
茨城 こども救急電話相談
（24 時間 365 日受付） TEL：＃8000

※または，TEL：03-6667-3377
（おとな救急電話相談・こども救急電話相談共通）

感染症及び各種健康に関するご相談

●受診・相談センター
土浦保健所（平日 9:00～17:00）
TEL：029-821-5342
茨城県庁（8:30～22:00 土日・祝祭日を含む）
TEL：029-301-3200 FAX：029-301-6341

●新型コロナウイルス電話相談窓口（厚生労働省）
（受付時間 9:00～21:00）

TEL：0120-565653  FAX：03-3595-2756

●新型コロナウイルス感染症に関する最新情報
厚生労働省ホームページ
「新型コロナウイルス感染症について」

茨城県ホームページ

土浦市ホームページ
「新型コロナウイルス感染症関連情報」

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

https://www.pref.ibaraki.jp/

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/
dir013438.html

令和２年度 新型コロナウイルス
感染症に関する検査助成のご案内

お住まいの消毒のポイント

●物品や器具を消毒する際のポイント
・消毒を行う際は，必ず換気を行いましょう。
・表面に汚れがついている場合は，消毒する前に汚れをおとしましょう。
・消毒の際には，汚れやウイルスを広げないように，一方向に向かって拭きます。
・ウイルスの種類によって，十分な効果が得られない消毒方法もあります。

●アルコール
アルコール（エタノール）の濃度が，70％以上 95％以下のエタノールを用いて拭きとります。
（60％台のエタノールによる消毒でも，一定の効果があるとする報告もあります。）
※引火性がありますので，空中への噴霧は絶対にやめてください。

●次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）
市販の塩素系漂白剤を，主成分である「次亜塩素酸ナトリウム」の濃度が 0.05％になるように
薄めて，消毒液をつくることができます。（手指の消毒には，絶対に使用しないでください。）

【消毒液の作り方（台所用漂白剤（濃度５％）を使用する場合）】
①500ml の水に，台所用漂白剤の原液を，ペットボトルキャップ

１杯分（5ml）入れて，良くかき混ぜる。
②清潔なふきんやペーパータオルにしみこませて拭く。

●次亜塩素酸水 ※塩素系漂白剤を薄めてつくる「次亜塩素酸ナトリウム水溶液」とは異なります。
「次亜塩素酸」を主成分とする，酸性の溶液です。

次の基準を満たした製品で，新型コロナウイルスへの有効性が認められています。
※表面の汚れ（手あか，油脂など）を除去し，対象物に対して十分な量を使用することが重要です。

次亜塩素酸水（電解型/非電解型）：有効塩素濃度 35ppm以上 ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム：有効塩素濃度 100ppm以上

●界面活性剤（家庭用洗剤）
市販の家庭用洗剤の主成分である「界面活洗剤」も一部有効性が認められています。

【台所用洗剤で，物品を消毒する方法】
① 500ml の水に，台所用洗剤を小さじ１杯（5g）入れて，良くかき混ぜる。
② 清潔なふきんやペーパータオルにしみこませて，液が垂れない程度に絞る。
③ 拭いたら５分待つ。その後，水拭きしてから，から拭きで仕上げる。

●熱水
食器類は熱水にさらすことで，ウイルスを死滅・不活性化させることができます。

アルコール 次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤 熱水
新型コロナウイルス ○ ○ ○ 種類による ○
インフルエンザウイルス ○ ○ ○ 種類による ○
ノロウイルス × ○ × ○

新型コロナウイルス 80℃の熱水に 10 分さらす。
インフルエンザウイルス 56～60℃の熱水に 30 分さらす。
ノロウイルス 85℃以上の熱水に 1 分以上さらす。

病原体
の排除

※商品によって有効成分の濃度が異なります。また，商品パッケージの注意事項を必ずご確認ください。
※作り置きはせず，その都度使い切りましょう。保管の際は直射日光を避け，お子様の手の届かない所で保管しましょう。

nite(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)HP

新型コロナウイルスに有効な界面
活性剤が含まれている製品リスト
https://www.nite.go.jp/informa
tion/osirasedetergentlist.html

参考：「新型コロナウイルスの消毒・滅菌方法について」厚生労働省 HP / nite(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)HP
「ノロウイルスに関する Q&A」「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」厚生労働省 HP

台所用漂白剤 5ml
（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ１杯分）

水 500ｍl

●土浦市健康増進課 （平日 8:30 ～ 17:15）
　TEL：029-826-3471　FAX：029-821-2935
●市民コールセンター （9:00 ～ 17:00　土日・祝祭日を含む）
　TEL：029-826-3376
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相談窓口のご案内

新型コロナウイルス感染症に関すること 新型コロナウイルス以外の感染症に関すること

令和２年度 新型コロナウイルス感染症に関する検査助成のご案内

新型コロナウイルスに感染した際に重症化するリスクの高い方を対象に，検査費用の一部を助成します。

対象者（助成期間中１人１回のみ）
土浦市民で，次のいずれかにあてはまる方 （発熱等の症状がある方や，濃厚接触者等は，対象外です。）

①６５歳以上の方（令和３年３月３１日時点の年齢）
②基礎疾患（慢性閉そく性肺疾患，慢性腎臓病，糖尿病，高血圧，心血管疾患等）をお持ちで受診している方
③肥満（BMI30 以上）の方（BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m））

助成期間 令和 2 年 11 月 16 日から令和３年 3 月 31 日まで

検査自己負担額 PCR 検査 ３，０００円 / 抗原定量検査 ２，０００円

検査方法 だ液または鼻咽頭ぬぐい液採取による，PCR 検査または抗原定量検査
PCR 検査 新型コロナウイルスに含まれる特有の遺伝子の一部を増やして，調べる検査
抗原定量検査 新型コロナウイルスを特徴づけるタンパク質（抗原）に反応する抗体を，定量測定する検査

検査の受け方 ・市に受診券を申し込みます。受診券の取得後，協力医療機関に予約の上，検査を受けます。
・結果が陽性の場合は，保健所の指導により，入院・療養生活が必要となります。

申込期間 令和２年 11 月 16 日から令和 3 年 3 月 31 日まで（電話，インターネット申込は，令和３年３月 18 日まで）

申込方法 ①窓口（土浦市保健センター窓口で発行。身分証をご持参ください）
②電話（電話で健康増進課へ：TEL029(826)3471）
③インターネット（土浦市 HP から，専用メールフォームで申込み）

いばらきアマビエちゃん
新型コロナウイルス感染者が発生した時に，感染者と同じ日に同じ施設を利用して
いた方に対して，茨城県から注意喚起のメールを送付するシステムです。
公共施設・店舗・イベントなどを訪問するたびに，提示された「感染防止対策宣言書」
に記載の「二次元バーコード」を読み取ることで，簡単に登録できます。
いばらきアマビエちゃん登録店および土浦市の各施設は，県のガイドラインに
沿って，感染防止対策に取り組んでいます。 参考）茨城県ホームページ

●感染症全般に関する相談
厚生労働省感染症・予防接種相談窓口

（土日祝祭日，年末年始を除く 9:00～17:00）
TEL：03-5276-9337

●急な症状，どう対応すればよいか相談したい
茨城 おとな救急電話相談
（24 時間 365 日受付） TEL：＃7119
茨城 こども救急電話相談
（24 時間 365 日受付） TEL：＃8000

※または，TEL：03-6667-3377
（おとな救急電話相談・こども救急電話相談共通）

感染症及び各種健康に関するご相談

●受診・相談センター
土浦保健所（平日 9:00～17:00）
TEL：029-821-5342
茨城県庁（8:30～22:00 土日・祝祭日を含む）
TEL：029-301-3200 FAX：029-301-6341

●新型コロナウイルス電話相談窓口（厚生労働省）
（受付時間 9:00～21:00）

TEL：0120-565653  FAX：03-3595-2756

●新型コロナウイルス感染症に関する最新情報
厚生労働省ホームページ
「新型コロナウイルス感染症について」

茨城県ホームページ

土浦市ホームページ
「新型コロナウイルス感染症関連情報」

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

https://www.pref.ibaraki.jp/

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/
dir013438.html

令和２年度 新型コロナウイルス
感染症に関する検査助成のご案内

お住まいの消毒のポイント

●物品や器具を消毒する際のポイント
・消毒を行う際は，必ず換気を行いましょう。
・表面に汚れがついている場合は，消毒する前に汚れをおとしましょう。
・消毒の際には，汚れやウイルスを広げないように，一方向に向かって拭きます。
・ウイルスの種類によって，十分な効果が得られない消毒方法もあります。

●アルコール
アルコール（エタノール）の濃度が，70％以上 95％以下のエタノールを用いて拭きとります。
（60％台のエタノールによる消毒でも，一定の効果があるとする報告もあります。）
※引火性がありますので，空中への噴霧は絶対にやめてください。

●次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）
市販の塩素系漂白剤を，主成分である「次亜塩素酸ナトリウム」の濃度が 0.05％になるように
薄めて，消毒液をつくることができます。（手指の消毒には，絶対に使用しないでください。）

【消毒液の作り方（台所用漂白剤（濃度５％）を使用する場合）】
①500ml の水に，台所用漂白剤の原液を，ペットボトルキャップ

１杯分（5ml）入れて，良くかき混ぜる。
②清潔なふきんやペーパータオルにしみこませて拭く。

●次亜塩素酸水 ※塩素系漂白剤を薄めてつくる「次亜塩素酸ナトリウム水溶液」とは異なります。
「次亜塩素酸」を主成分とする，酸性の溶液です。

次の基準を満たした製品で，新型コロナウイルスへの有効性が認められています。
※表面の汚れ（手あか，油脂など）を除去し，対象物に対して十分な量を使用することが重要です。

次亜塩素酸水（電解型/非電解型）：有効塩素濃度 35ppm以上 ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム：有効塩素濃度 100ppm以上

●界面活性剤（家庭用洗剤）
市販の家庭用洗剤の主成分である「界面活洗剤」も一部有効性が認められています。

【台所用洗剤で，物品を消毒する方法】
① 500ml の水に，台所用洗剤を小さじ１杯（5g）入れて，良くかき混ぜる。
② 清潔なふきんやペーパータオルにしみこませて，液が垂れない程度に絞る。
③ 拭いたら５分待つ。その後，水拭きしてから，から拭きで仕上げる。

●熱水
食器類は熱水にさらすことで，ウイルスを死滅・不活性化させることができます。

アルコール 次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤 熱水
新型コロナウイルス ○ ○ ○ 種類による ○
インフルエンザウイルス ○ ○ ○ 種類による ○
ノロウイルス × ○ × ○

新型コロナウイルス 80℃の熱水に 10 分さらす。
インフルエンザウイルス 56～60℃の熱水に 30 分さらす。
ノロウイルス 85℃以上の熱水に 1 分以上さらす。

病原体
の排除

※商品によって有効成分の濃度が異なります。また，商品パッケージの注意事項を必ずご確認ください。
※作り置きはせず，その都度使い切りましょう。保管の際は直射日光を避け，お子様の手の届かない所で保管しましょう。

nite(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)HP

新型コロナウイルスに有効な界面
活性剤が含まれている製品リスト
https://www.nite.go.jp/informa
tion/osirasedetergentlist.html

参考：「新型コロナウイルスの消毒・滅菌方法について」厚生労働省 HP / nite(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)HP
「ノロウイルスに関する Q&A」「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」厚生労働省 HP

台所用漂白剤 5ml
（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ１杯分）

水 500ｍl

●土浦市健康増進課 （平日 8:30 ～ 17:15）
　TEL：029-826-3471　FAX：029-821-2935
●市民コールセンター （9:00 ～ 17:00　土日・祝祭日を含む）
　TEL：029-826-3376
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その２

その３

お世話をする人を決めておく
■家族に感染を広げないため，お世話をする人
（できれば１人）を決めておく。
■基礎疾患のある方や妊婦の方，免疫の低下した
方は，お世話を避ける。

■家族全員が感染した場合に備えて，買い物等を
手伝ってくれる人を考え，事前に相談しておく。

手洗いのポイント感染経路
を断つ！ ３つの密を避ける感染経路

を断つ！

感染した場合に備えて感染症に
備える！

咳エチケット，マスクのつけ方・はずし方感染経路
を断つ！

手洗いは，最も身近で手軽な予防法です。
特に帰宅時や，調理の前後，食事前などはこまめな手洗いを心がけましょう。

洗い終わったら，清潔なタオル（ペーパータオル）でよく拭きとって乾かします。

【参考：手洗いの時間・回数による効果】
手洗い方法 残存ウイルス

手洗いなし 約 100万個
流水のみ 約１万個（約１％）
石けんやハンドソープで 10秒もみ洗い後，
流水で 15秒すすぐ

１回 数百個（約 0.01％）
2回 数個（約 0.0001％）

※「正しい手の洗い方」の手順は，アルコール手指消毒液を使用する際にも有効です。水と石けんの代わりに，指先を中心
にポンプ１プッシュ分（3～4ml）の消毒液をつけたら，１５秒以上かけてまんべんなく手にすりこませましょう。

「咳エチケット」とは，感染症を他人に感染させないために，咳・くしゃみをする際に，
マスクやティッシュ・ハンカチ，袖を使って，口や鼻をおさえることです。

３つの正しい咳エチケット

【マスクを着用】 【ハンカチなどで口や鼻を覆う】 【上着の内側や袖で覆う】

注意：マスクは正しくつけないと，十分な効果が得られません。

① マスクをつける前に手を洗う。
② マスクを顔のかたちに合わせて，隙間をなくす。
（鼻のまわりや，あごの下まで，しっかりと！）

表面に触らず，ゴムやひもをもってはずす。

マスクのつけ方

参考：「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」厚生労働省 啓発資料

マスクのはずし方
参考：「感染症対策へのご協力をお願いします 咳エチケット」厚生労働省啓発資

正しい手の洗い方 ・爪は短く切っておきましょう
・時計や指輪は外しておきましょう

流水でよく手をぬらした後、石けんを
つけ、手のひらをよくこすります。

指の間を洗います。 手首も忘れずに洗います。親指と手のひらをねじり洗いします。

手の甲をのばすようにこすります。 指先・爪の間を念入りにこすります。

手洗いの
前に

「密閉」「密集」「密接」の３条件がそろう場所は，感染症が発生する危険性が高くなります。
密 閉 ■空気の流れができるように，２方向の窓を，１時間に２回以上，

数分間程度，全開にする。
※窓が１つしかない場合は，入口のドアを開けて空気の流れを作る。

密 集 ■他者とは１ｍ（できれば２ｍ）以上の距離を保つ。
■飲食店などでは，イスを一つ空けて座る，互い違いに座る。
■集まりは，できるだけ少人数，短時間にする。

密 接 ■お酒の席では，大声や近距離での会話になり易く，飛沫が飛びやすい。
■対面での会話時は，十分な距離を保ち，マスクを着用する。
■エレベーターや電車内などの狭い空間では，会話を控える。
※居場所の切り替り（休憩所，更衣室，喫煙所への移動など）も，気が緩みやすく，注意が必要です。

（１）自宅待機，自宅療養になった場合を想定して，以下のような物品を備蓄しておきましょう。

（２）家庭内で気をつけたい８つのポイント

その１ 部屋を分ける
■個室に移し，食事や寝るときも別室にする。
■部屋を分けられない場合（子どもがいる方等）
・少なくとも２ｍの距離を保つ。
・仕切りやカーテンなどを設置する。

マスクを着用する（家族全員）
■使用したマスクは，他の部屋に持ち出さない。
■マスクの表面は触らない。
■マスクを外した後は，手を洗う（及び消毒）

換気をする
■感染者のいる部屋だけでなく，共有スペース
やその他の居室なども，十分に換気する。

汚れたリネン，衣服を洗濯
■体液で汚れた衣服，リネンを取り扱う際
手袋とマスクを装着し，一般的な家庭用洗剤で
洗濯し，完全に乾かす。

こまめに手洗いをする
■病原体がついた手で，目や鼻，口を触ると
粘膜を介して感染する危険性がある。

■こまめに石けんで手を洗う。

手で触れる共有部分を消毒する
■ドアの取っ手やノブ，ベッド柵など
薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後，
水拭きする。

■トイレや洗面所
通常の家庭用洗剤ですすぎ，消毒剤で
こまめに消毒する。

■タオル，衣類，食器など
通常の洗濯・洗浄で構わないです。

■洗浄前のものを共有しない（タオル等）

ゴミは密閉して捨てる
■鼻をかんだティッシュなどは，すぐにビニール
袋に入れ，密閉して捨てる。（袋は二重にする）

■ゴミを触ったあとは，すぐに石けんで手を洗う。
参考：「新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項（日本環境感染学会とりまとめ）」厚生労働省 HP

参考：「３つの密を避けるための手引き」「感染リスクが高まる５つの場面」厚生労働省啓発資料

長期保存が可能な食品
米，乾麺，レトルト食品，缶
詰，水，ペットボトル飲料
など

日用品
ティッシュ・トイレット
ペーパー，洗剤（衣類・台所），
ビニール袋，生理用品など

感染予防品
使い捨てマスク，ゴム手袋
（使い捨て），アルコール消
毒液，塩素系漂白剤など

看護用品
体温計，冷却材（氷枕や水
枕など），常備薬（かぜ薬
や胃腸薬）など

その４

その５

その６

その７

その８
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その２

その３

お世話をする人を決めておく
■家族に感染を広げないため，お世話をする人
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「咳エチケット」とは，感染症を他人に感染させないために，咳・くしゃみをする際に，
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■病原体がついた手で，目や鼻，口を触ると
粘膜を介して感染する危険性がある。

■こまめに石けんで手を洗う。

手で触れる共有部分を消毒する
■ドアの取っ手やノブ，ベッド柵など
薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後，
水拭きする。

■トイレや洗面所
通常の家庭用洗剤ですすぎ，消毒剤で
こまめに消毒する。

■タオル，衣類，食器など
通常の洗濯・洗浄で構わないです。

■洗浄前のものを共有しない（タオル等）

ゴミは密閉して捨てる
■鼻をかんだティッシュなどは，すぐにビニール
袋に入れ，密閉して捨てる。（袋は二重にする）

■ゴミを触ったあとは，すぐに石けんで手を洗う。
参考：「新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項（日本環境感染学会とりまとめ）」厚生労働省 HP

参考：「３つの密を避けるための手引き」「感染リスクが高まる５つの場面」厚生労働省啓発資料

長期保存が可能な食品
米，乾麺，レトルト食品，缶
詰，水，ペットボトル飲料
など

日用品
ティッシュ・トイレット
ペーパー，洗剤（衣類・台所），
ビニール袋，生理用品など

感染予防品
使い捨てマスク，ゴム手袋
（使い捨て），アルコール消
毒液，塩素系漂白剤など

看護用品
体温計，冷却材（氷枕や水
枕など），常備薬（かぜ薬
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感染症に負けない健康づくりのポイント免疫力
の向上 土浦市版

感染症対策ガイドブック
土浦市版

感染症対策ガイドブック

疫
病 退 散

土浦市イメージキャラクター
つちまる（アマビエ ver.）

市長メッセージ
　市民の皆様には，新型コロナウイルス感染症対策として，マスク・手洗い・３密
回避の「新しい生活様式」を実践していただくとともに，本市が進めてまいりまし
た様々な取り組みにご理解とご協力をいただき，心から感謝を申し上げます。
　新型コロナウイルスをはじめとする多くの感染症は，国や地域を越えて流行し，
年齢や性別を問わず，誰もが感染の可能性を有しております。流行の長期化や，不
確かな情報の拡散などにより，日々の暮らしに不安を感じている方もいらっしゃる
と思いますが，感染症を早期に終息させるためには，一人ひとりが感染症に対する
正しい知識を身につけ，適切で冷静な行動をすることにより，地域全体で感染予防
対策を行うことが何より重要です。
　このガイドブックは，今後も流行が懸念される様々
な感染症に対し，市民の皆様が感染症対策の取り組み
を正しく理解し，適切な予防行動を実践していただく
ことを目的として作成いたしました。皆様の健康を維
持し，皆様の大切な人を守り，誰もが健康で充実した
毎日を過ごせますよう，日常生活の中でご活用いただ
ければ幸いです。　

土浦市長　安藤　真理子

目　次
■感染症対策の基礎知識
■相談窓口のご案内
■お住まいの消毒のポイント
■手洗いのポイント　／　咳エチケット、マスクのつけ方・はずし方 
■３つの密を避ける　／　感染した場合に備えて
■感染症に負けない健康づくりのポイント

… 1 ～２ページ
… 　　３ページ
 … 　　４ページ
… 　　５ページ
 … 　　６ページ
… 　　７ページ

令和２年 12 月発行
本ガイドブックの掲載情報は，令和 2年 11月時点のものです。

バランスの良い食事や規則正しい生活習慣は，高血圧症や糖尿病などの生活習慣病を
予防し，免疫力の維持につながります。

健康な体を維持するためには，食事 睡眠 運動 の３つが大切です。

食 事：５つの料理群で，バランスよく食事！

睡 眠：睡眠の質を高めましょう！

質の良い睡眠は，生活リズムを整え，疲労の回復をうながし，免疫力アップにつながります。

運 動：適度でリラックスできる運動習慣を心がけましょう。

適度な運動の効果

・体力低下の予防
・ストレスを解消し，心と体の調子を整える
・心地良い疲労感で入眠しやすくなる など

牛乳・乳製品

主食 ご飯，パン，麺など

副菜・汁物 野菜・きのこ
いも・海そう類など

くだもの

睡眠の質を高めるために
①体内時計を整えるために，できるだけ，寝る時間と起きる時間を一定にする。
②寝る前に，携帯電話やパソコンの光（ブルーライト）を浴びない。
③起きる時には，カーテンを開けて日光を浴びる。
④散歩や軽い体操など，毎日適度に体を動かすことを習慣にする。

無理なく運動を続けるために

体操やウォーキングなどの運動に限らず，
家事や庭仕事，階段昇降などの生活活動
も含めて，今より１０分，体を動かす時間
を増やしましょう。

ビタミン，ミネラル，食物繊維で，
免疫細胞を活性化！

主菜 肉，魚，卵，大豆料理など
タンパク質は免疫細胞の材料になる

熱を生み出し，免疫細胞を活性化させる

牛乳のタンパク質やカルシウムは，
免疫細胞の材料に。
ヨーグルトで，腸から免疫力アップ！

豊富なビタミン C と食物繊維で，免疫細胞
の働きをサポート

「生活不活発病予防のポイント」

土浦市 生活不活発病 検索土浦市 感染症に負けない 検索

「感染症に負けない健康づくりのポイント」

参考：「腸内細菌と健康」「食生活のあり方を簡単に示した栄養 3・3運動」厚生労働省 e-ヘルスネット

参考：「快眠と生活習慣」厚生労働省 e-ヘルスネット

発行元：土浦市（新型コロナウイルス感染症対策本部） 〒300-8686 茨城県土浦市大和町９番１号 TEL：029(826)1111

参考：「アクティブガイド」厚生労働省

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page013540.html https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page013231.html


