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新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症

区内での感染者が急増しています
区内で職場感染が急増!!
「感染しない・させない」行動を徹底してください
江 江戸川区の陽性患者数の推移
戸 川 区の 陽 性 患者 の 推 移
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※陽性確認日別、 9 月19日時点。
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緊急事態宣言期間と比べ
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直近の49日間

（ 8 月49
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9 月19日）
直近の
日間

緊急事態宣言期間（49 日）

１２１名
緊急事態宣言中の49日間
（ 4 月 7 日～ 5 月25日）

差し替え予定
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5

0
(人)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

感染の拡大を最小限に抑えるためには
江戸川区内の最近の傾向
クラスターの発生を抑えることが重要です！
感染経路の状況
陽性患者の年代別割合
職場や家庭での感染が 4 割を占めています
20代だけでなく、30～50代の感染者の
職場感染：２１％
割合も高くなっています

職場内感染
21％

友人

クラスター
同じ場所で 5 人以上が感染するクラスター
が発生しています
不明：５６％

不明
56％

50代
職場クラスター
家庭内感染
20％

その他
3％

16.3%
40代
16.1%

20代
26.5%

学校
30代
17.7%

※ 9 月19日時点。

家庭内感染：２０％

新型コロナウイルス感染症

80代以上
70代 3.6%
6.1% 19歳以下
60代
7.2%
6.5%

症状が疑われる方
別の事業所

家族

江戸川区帰国者・接触者電話相談センター ☎5661-1124 9 時～17時（土日 祝 を除く）
東京都新型コロナ受診相談窓口
☎5320-4592 平日⇨17時～翌 9 時 土日 祝 休 ⇨終日

その他：３％

新型コロナウイルス感染症

症状はないが不安のある方

江戸川区内における 9 月 1 日～19 日に

職場クラスターから、友人、家族、別の事業所

江戸川区新型コロナウイルス感染症相談センター

☎5661-2475

■中
各健康サポートセンター ■小

■清新町 ☎3878-1221
■葛 西 ☎3688-0154

診断された方の感染経路

央 ☎5661-2467
岩 ☎3658-3171

など周囲に感染が拡大することがあります。
9 時～17時

■小松川 ☎3683-5531
■なぎさ ☎5675-2515 （土日 祝 を除く）

職場でのクラスター発生を防ぐためには
①

事業者の皆さまへ

～職場での感染防止対策～

□ 従業員の健康チェック

□ マスクの着用

職場内にウイルスを持ち

従業員やお客様、訪問者

込まないためにも、出勤

にマスクの着用を徹底し

前に体温を測定。

ましょう。

従業員は休みの日も体調チェック！
体調不良者は出勤しない。
仕事中に具合が悪くなったら

□ 換気の徹底

早退しましょう。

窓や扉を開けて、定期的
に換気をしましょう。

休んだ従業員の業務をフォローできる応援
体制を日ごろより整えておきましょう。

□ 手洗い・手指の消毒

２方向開けると
効果的です！

手指用消毒剤を事業所内に設置
し、従業員に手洗いや手指の消

扇風機やサーキュレーターを設置すると

毒を徹底させましょう。

空気の流れを作ることができます。

□ 手の触れる場所の消毒

□ 人との適切な距離の確保

接触感染防止のため、

座席の距離を離す、

従業員が手の触れる

またはパーティション

場所は、アルコールなど

を設置する。

で消毒しましょう。
会議を行う場合は、
電話やパソコン、

マスクを着用し、

タブレット端末など、

対面の距離を２ｍ以上

従業員が共用して使用

確保しましょう。

するものもお忘れなく！

換気も忘れずに！

職場での感染防止対策をチェックしましょう！
□ 食堂や休憩室などでの感染防止対策
休憩時間をずらして、食堂や休憩室が密にならないようにしましょう。
窓や扉を開けるなど、なるべく換気をしましょう。
パーティションを設置する、座席を空けて座るなど、対面で食事や会話をしないように
しましょう。
更衣室などの狭い空間では、早めに着替えを済ませ、長時間滞在しないようにしましょう。

更衣室

食堂・休憩室

喫煙所
（利用を制限するようにしましょう）

②

従業員の皆さまへ ～プライベートでの感染防止対策～

新型コロナウイルスは、
★ 感染しても発症しない人
★ 感染したが、まだ発症していない人
が、知らずに感染を拡げてしまう場合があります。
「自分は元気だから大丈夫！」ではなく、
「もしかしたら感染しているかもしれない」という意識を持って行動しましょう。

会食や飲み会に参加するときの注意
・体調不良時は参加しない。
・大人数での会食や飲み会は避ける。
・できる限り混雑する時間帯を避ける。
・食事の前に手洗い・消毒をする。
・会話の声は控えめに。
・大声につながりやすい大量の飲酒は避ける。
・食事中以外はマスクをする。

感染防止対策をしている
お店を選びましょう

…など

家庭内でも手洗いなどの感染防止対策をしましょう！

職場で新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応
事業所から新型コロナウイルスの患者が発生した場合、その旨を保健所に報告し、調査及び感染
拡大防止対策にご協力ください。

事前にご準備いただきたいこと
・患者の勤務状況、最終出勤日の確認
・従業員のリストアップ

・事業所の見取り図の用意
・連絡担当者となる方の決定

濃厚接触者への対応
従業員が患者との濃厚接触者と判断された場合、以下のような対応を依頼します。
・患者との最終接触日から２週間、自宅待機
・２週間の健康観察（検温・体調変化の記録）
・PCR 検査の実施
・発熱等の症状がある場合には、「帰国者・接触者電話相談センター」にご連絡ください。

江戸川区帰国者・接触者電話相談センター

☎03-5661-1124（平日９時～17 時）

東京都新型コロナ受診相談窓口

☎03-5320-4592（平日夜間・土日・休日）

※「濃厚接触者」とは…発症の２日前から濃厚接触した人が該当します
【公表について】
江戸川区では、区内事業所において新型コロナウイルス感染者が 5 名以上発生した場合、その企業に
了承をいただいて公表しております。但し、福祉事業所については感染拡大防止の観点から 1 名以上
発生した場合に公表しております。
【厚生労働省 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）をインストールしましょう】
新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性について、通知を受け取ること
ができる、スマートフォンのアプリです。
詳しくは厚労省特設サイトへ

～ 感染者や濃厚接触者に対する差別や偏見をなくしましょう ～
感染しないように気をつけて生活していても、新型コロナウイルスに感染するリスクをゼロ
にすることはできません。同じ職場の人やその家族が感染しても、その人を責めるのではな
く、職場内での感染防止対策を改めて徹底し、感染が拡がらないように気をつけましょう。

【問合せ先】福祉部 障害者福祉課 事業者調整係（03-5662-0712）
福祉部 介護保険課
指導係
（03-5662-0892）

