
 
 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の患者の発生について 

 

本日７月 27 日(月)，新型コロナウイルス感染症の患者が１例確認されました。 

新型コロナウイルス感染症の患者の発生は県内 267 例目です。 

本件については，濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。 

 

【患者概要】 

県 No. 年代 居住地 症状経過 
結果

判明
現在 

・他事例との関連 

・県外往来（※） 

267 20 三原市 
７月 20 日（発症日） 

発熱，味覚障害，鼻閉・鼻汁
7/27

感染症指定医療

機関に入院予定 

・他事例との関連なし

・県外往来あり 

※発症前 14 日以降の県外・海外との往来 

 

 

 

【県民の皆様へ】 

○ 引き続き，感染予防策(｢3 つの密｣の徹底的な回避，体調管理，マスク着用，手洗い・咳エ

チケット，人と人との距離確保等)を徹底してください。 

○ 検査対象を拡大することから，体調不良時は外出を控え，最寄りの相談窓口への連絡や予

め電話をした上で医療機関を受診し，医師の指示に従ってください。 

○ 飲食店等を利用する場合は， 次の店を利用してください。 

 ・ ガイドライン等に基づいた感染防止策を講じている店 

 ・ 広島県の｢新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店｣ 

○ 国の接触確認アプリ等デジタル技術を積極的に活用してください。 

○ 感染状況や移動先の都道府県が出す情報などを確認して，リスクが高い地域への移動や施

設の利用は控えてください。とりわけ，当該都道府県が使用を制限している施設の利用は慎

んでください。 

○ 感染者の早期捕捉を実効的なものとするためには，積極的疫学調査として感染者や接触者

からの聞き取り情報が極めて重要であり，感染者等が調査に協力しやすい環境を整えるため

にも，感染者・医療関係者やその家族等を誹謗中傷・差別することは決して行わないでくだ

さい。 

 

 

 

 
お 願 い 

報道機関各位におかれましては，感染症法の精神に基づき，プライバシー保護及び風評

被害について格段の御配慮をお願いします。 

資 料 提 供 
令和２年７月 27 日 

担 当：広島県対策本部 



感染拡大防止に係る啓発について 

 

 

１.県内の感染状況について    別紙１ 

 

 

 

２.啓発の取り組み 

（１）「広島県警戒強化宣言」を受けた「市民の皆さまへのメッセージ」７月 22 日～ 

市ホームページ掲載  別紙２ 

 (２)「発熱や咳などの風邪症状に対応する外来を開設している病院クリニック」 

７月１日～ 別紙３ 

（３）広島県「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」一覧 別紙４ 

 

 

３.今後の周知啓発 

（１）町内回覧「新型コロナウイルス感染防止に向けた三原市の対応について」（第 7 版）

８月１日回覧 別紙５ 

（２）ＦＭみはら（「広島県警戒強化宣言」を受けた「市民の皆さまへのメッセージ」 

「安全・安心一口メモ」７月 27 日（月）～31 日（金）18 時 30 分～） 

（３）市ホームページ掲載など（市内での感染症患者発生についてのメッセージ） 

７月 27 日～ 別紙６ 





市民の皆さまへのお願い 

 

７月に入り，広島市や福山市等では,連続して新型コロナウイルス感染

症の感染者が発生し，かつ感染経路不明者の割合が高まっており，感染拡

大の傾向が見られる状況にあります。 

このことから，広島県から「第２波の入口に差し掛かっていると見られ，

このまま推移すると感染者の大幅増の恐れがある」との見解が示されまし

た。 

また，県民が健康で安心できる暮らしや，雇用の維持確保をはじめ，経

済活動正常化の動きを止めないために，早急に感染拡大防止対策に取り組

むこととし，「感染拡大に対する警戒強化宣言」が出されました。 

 

市民や事業者の皆さまには，引き続き，次の感染予防策の徹底に取り組

んでいただき,感染拡大防止にご協力をお願いいたします。 

 

＜市民の皆様へ＞ 

１ 「３つの密」の徹底的な回避や，体調管理，マスク着用，手洗

い・咳エチケット，人と人との距離確保等の感染予防策を徹底して

ください。 

 

２ 体調不良時は外出を控え，予め電話をした上で，かかりつけ医を受

診し，医師の指示に従ってください。 

また，発熱等の症状がある場合は，イベントの参加や県外への移動

は行わないでください。 

 

３ 飲食店等を利用する場合には，座席間隔の確保や換気などの３密 

 予防，従業員や利用者の手指消毒，マスクの着用，健康管理など, 

ガイドライン等に基づいた感染防止策を講じている店舗や， 

広島県の「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」を利用して 

ください。 

（広島県「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」一覧や詳しくはこちらをご覧くだ 

さい。） 



４ 国の接触確認アプリや，今後県が導入する店舗ＱＲコード等デジ

タル技術を積極的に活用してください。 

 

５ 感染状況や移動先の都道府県が出す情報などを確認して，リスク

が高い地域への移動や施設の利用は控えてください。特に，当該都

道府県が使用を制限している施設の利用は慎んでください。 

 

６ 感染例が発生した場合には，まん延を防止するため，保健所が実

施する積極的疫学調査に協力してください。 

また，積極的疫学調査では，感染者や接触者からの聞き取り情報

が極めて重要であるため，感染者等が調査に協力しやすい環境を整

えるためにも，感染者・医療関係者やその家族等を誹謗中傷・差別

することは決して行わないでください。 

 

 

＜事業者の皆様へ＞ 

１ 県が発表しているガイドラインに沿って，各職場にあった感染予

防対策を講じてください。 

 

２  従業員等が体調不良を訴えた場合には休暇の取得を促し，あわせ

て速やかな医療機関への受診を促してください。 

 

３  飲食関連事業者等においては，ガイドライン等に基づき，各店舗

の実情に合った適切な感染予防対策を講じるとともに，「新型コロ

ナウイルス感染症対策取組宣言店」として宣言してください。 

４  国の接触確認アプリの活用をお客様に促すとともに，今後県が導

入する店舗ＱＲコード等デジタル技術を積極的に導入してくださ

い。 

 

５  感染状況や移動先の都道府県が出す情報などを確認して，リスク

が高い地域への移動や施設の利用は控えるように，従業員に注意喚

起してください。 



【症状がある場合の相談窓口】 

  息苦しさや強いだるさ，高熱等の強い症状がある場合，比較的軽い風

邪の症状が続く場合，また味覚・嗅覚障がいがある場合には，すぐに,

広島県新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口（県保健所コールセ

ンター 電話 082-513-2567 終日）に相談してください。 

 

【発熱や咳などの風邪症状に対応する外来を開設している病院・クリニッ

クについて】 

  市内の病院・クリニックには,風邪症状がある人の出入口や診察室を

分けるなど，感染防止に努めながら，患者及び医療従事者の安全を確保

して対応する外来があります。 

予め電話で予約や相談を行ってから,受診してください。 

（医療機関一覧や受診方法など詳しくはこちらをご覧ください。） 

 

令和２年７月 22 日 

三原市感染症対策本部 



◆医療機関一覧（各地域別・あいうえお順）          （R2.7.1現在） 
 
 医療機関名 所在地 電話番号 

(予約先) 

診療日時 受診方法 

興生総合病院 円一町二丁目 

5-1 

0848-63 

 -5500 

月～金曜日 

9:00～11:00 

14:00～16:00 

＊要相談（電話による事前相談） 

須波宗斉会病院 須波ハイツ 

二丁目 3-10 

0848-69 

 -1888 

月～金曜日 

14:00～16:00 

＊完全予約制 

＊自家用車内での診察等，症状により

対応します。 

松尾内科病院 城町三丁目 

7-1 

0848-63 

 -5088 

月・水・金曜日 

14:00～16:00 

＊完全予約制 

＊新型コロナに係る入院は不可 

三菱三原病院 糸崎三丁目 

3-1 

0848-62 

 -7331 

月～金曜日 

9:00～11:30 

16:00～17:00 

第２・４土曜日 

9:00～11:30 

＊要相談（電話による事前相談） 

三原市医師会病院 宮浦一丁目

15-1 

090-3889 

-5600 

【平日】 

13:00～

16:00 

月～金曜日 

（木曜日を除く） 

15:00～16:00 

※祝日・年末年始を除く 

＊完全予約制 

※当日受診できないこともあります。 

＊別棟での診察になります。 

※排泄は事前に済ませてお越しください。 

＊無症状の方で PCR検査陰性確認のため

の受診はお断りします。 

三原城町病院 城町１丁目

14-14 

0848-64 

-1212 

月～金曜日  

9:00～12:00 

/13:30～17:00 

土曜日  

9:00～12:00 

＊要相談（電話による事前相談） 

＊自家用車内での診察等，症状により 

対応します。 

＊新型コロナに係る入院は出来ません。 

三原赤十字病院 東町二丁目 

7-1 

0848-64 

 -8111 

【内科】 

月～金曜日， 

第１・第３土曜日 

8:40～11:30 

【小児科】 

月～金曜日， 

第１・第３土曜日 

8:40～11:30 

月～金曜日 

15:00～16:00 

＊いずれも完全予約制 

武井胃腸科内科 宮沖五丁目 

8-20 

0848-62 

 -3844 

月～土曜日 

（木曜日を除く） 

12:00～12:30 

17:00～17:30 

＊完全予約制 

本郷中央病院 下北方一丁目

7-30 

0848-86 

 -6780 

月～土曜日 

（木曜を除く） 

13:30～16:00 

＊要相談（電話による事前相談） 

大和診療所 大和町和木 

1538-1 

 

0847-34 

-0034 

月～金曜日 

8:30～12:00 

15:00～17:00 

＊要相談（電話による事前相談） 

田原クリニック 大和町下徳良 

1901-1 

0847-34 

 -0480 

月～金曜日 

（木曜日を除く） 

15:00～17:00 

＊要相談（電話による事前相談） 

＊自家用車内での診察等，症状により

対応します。 

 

別紙３ 



検索キーワードを下の枠に⼊⼒してください。店舗名、住所のどちらでも検索で

きます。

三原市

# 店舗名 住所

重点取

組

5 有限会社 ⼭陽路 三原市下北⽅1-10-1 詳細

29 味処⻲華庵 三原市皆実1-5- 詳細

47 お好み焼しず 三原市皆実1-23-26 詳細

88 豊丸⽔産 三原駅前店 三原市城町1-9-1 渡邊ビル1階 詳細

223 キッチンルマーダ 三原市糸崎4-21-1 詳細

235 ⼭陰海鮮炉端かば三原店 三原市城町1丁目1-1 詳細

237

おきなわんふーど あしび

なー

三原市城町1丁目4-23 詳細

263 ⼋剣伝三原宮浦店 三原市宮浦6-1-37 詳細

312 カフェダイニングチャオ 三原市明神2-11-1 詳細

318 ホテル⽩⻯湖リゾート 三原市⼤和町箱川4007-7 詳細

429 ⼤阪王将三原宮浦店 三原市宮浦6丁目25-35 詳細

447 三原典礼会館 三原市古浜2-2-15 詳細

477 ⼋天堂カフェリエ

三原市本郷町善⼊寺⽤倉⼭100

64-190

詳細

498 フォレストヒルズガーデン 三原市本郷町上北⽅1361 詳細

499 広島エアポートホテル 三原市本郷町善⼊寺64-25 詳細

554 株式会社 三原国際ホテル 三原市城町1-2-1 詳細

555 コーヒーハウス イソップ 三原市港町1-7-25 詳細

571 ⽕呑みの鶏ねんじ

三原市城町1-4-1イクステンビ

ル1階
詳細

576 和⽜処 信 三原市宮沖5-10-2 詳細

585

カフェアンドダイニング

チャオ!
三原市明神2-11-1 詳細

601

こだわりとんかつ⼿打ちうど

ん三万⽯

三原市南⽅3丁目13番1号 詳細

617 庄六 三原市港町3丁目19-17 詳細

671 株式会社⼋天堂 三原市宮浦3-31-7 詳細

767 天吉 三原市南⽅3-4-12 詳細

799 Palet's 三原市皆実6-10-10 詳細

｢新型コロナウイルス感染症対策取組宣⾔店｣ の⼀覧

1/2 ページ｢新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店｣一覧 | 広島県

2020/07/27https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/shop-list.html

7月２７日現在



# 店舗名 住所

重点取

組

801 美容室salon de Belle
三原市城町2-13-1イオン三原

店2F
詳細

888 レストハウス 愉希 三原市宮浦1‐15‐1 詳細

946 Hotel Will 三原市本郷町南⽅11955-1 詳細

980 ⻄ 理容室 三原市宗郷1-8-33 詳細

105

5
Hair salon Nishihara 三原市宮浦3-16-22 詳細

106

8

堀江宝飾店三原店

三原市城町2-13-1 イオン三原

店1階
詳細

113

7

クチーナ・イタリアーナ ピ

アチェーレ

三原市港町3-2-27 2F 詳細

120

0

真我占い館 三原市中之町4-19-26 詳細

122

1

リカバロン元気プラザ 中之

町店

三原市中之町1-23-23 詳細

127

5

快活CLUB三原店 三原市古浜1-5-11 詳細

131

7

なないろ整骨院.鍼灸院 三原市宮浦3-34-27-1F 詳細

137

9

かなわ広島空港店

三原市本郷町善⼊寺64-31 広島

空港ビル3階
詳細

2/2 ページ｢新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店｣一覧 | 広島県

2020/07/27https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/shop-list.html



（宣言番号：2000001）

飛沫感染リスク低減策 接触感染リスク低減策

☑発熱、倦怠感、咳のある従業員は勤務しません ☑お客様が石鹸液で手を洗える、手指消毒できる環境を整えます

☑感染予防の取り組みを公表します ☑複数人が触れる物品を減らします

☑混雑を予防します ☑キャッシュレス決済やコイントレーの使用を励行します

☑行列の間隔を確保します ☑お客様が入れ替わるときに清掃、消毒を実施します

☑従業員はマスクを着用します ☑定期的にドアノブなどをアルコール消毒します

☑お客様同士の距離を保ちます ☑お客様へのサービス提供までの待ち時間を短くします

☑飛沫の飛散を防ぎます ☑接触の少ないサービスの提供方法を導入します

☑換気に努めます ☑対面しなくてもサービスを受けられるよう環境を整えます

☑ 3密（密閉・密集・密接）空間の利用を制限します ☑お客様へ手洗い、手指消毒の徹底を呼びかけます

☑大声での会話を予防します

☑顧客に咳エチケットを呼びかけます 施設独自の対策

☑顧客の大声での会話をしないよう呼びかけます ☑

☑感染リスクの高い人が安心して利用できる環境を整えます ☑

☑
新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応 ☑

☑お客様へ連絡します ☑

☑自主的に施設名を公表します

☑保健所が行う積極的疫学調査へ協力します

店舗名：広島商店

宣言日：令和２年○月○日　　   対策責任者：県庁　一郎

当店は、次の☑の取組を実施いたします。

サンプル 

新型コロナウイルス感染症対策 

取組宣言店 

広島県の新型コロナウイ 

ルス感染症対策取組宣言 

店の詳細は，こちらをご 

覧ください。 広島県 



広島県新型コロナウイルス感染症に対する安全対策シート 

 

店舗名： 店舗住所： 

対策責任者氏名： 宣言日：     年  月  日 

 

施設で取り組む対策：「はい」または「いいえ」のいずれかをチェック 

飛沫感染リスク低減策 はい いいえ 

１ 発熱、倦怠感、咳のある従業員は勤務しません □ □ 

２ 感染予防の取組を公表します（例：店舗掲示、県ホームページ掲載 等） □ □ 

３ 混雑を予防します（例：入場制限、多人数予約制限 等） □ □ 

４ 行列の間隔を確保します（例：床にサイン設置、列をジグザグにする 等） □ □ 

５ 従業員はマスクを着用します □ □ 

６ お客様同士の距離を保ちます（例：座席数削減、向き合わない 等） □ □ 

７ 飛沫の飛散を防ぎます（例：アクリル板、ビニールシート等で仕切りを設ける 等） □ □ 

８ 換気に努めます（例：出来る限り全てのドアを開放しておく 等） □ □ 

９ ３密（密閉・密集・密接）空間の利用を制限します（例：閉鎖個室の使用制限 等） □ □ 

10 大声での会話を予防します（例：施設内 BGMの音量を下げる 等） □ □ 

11 お客様に咳エチケットを呼びかけます（例：施設内掲示 等） □ □ 

12 お客様に大声での会話を控えるよう呼びかけます（例：施設内掲示 等） □ □ 

13 感染リスクの高い人が安心して利用できる環境を整えます 

（例：妊婦や高齢者等が優先的に来店できる時間帯を設ける 等） 
□ □ 

接触感染リスク低減策 はい いいえ 

14 お客様が石鹸液で手を洗える、手指消毒できる環境を整えます □ □ 

15 複数人が触れる物品を減らします（例：共用備品の整理、テーブルメニューの廃止 等） □ □ 

16 キャッシュレス決済やコイントレーの使用を励行します □ □ 

17 お客様が入れ替わるときに清掃、消毒を実施します □ □ 

18 定期的にドアノブなどをアルコール消毒します（例：１時間に１回 等）   

19 お客様へのサービス提供までの待ち時間を短くします（例：事前予約 等） □ □ 

20 接触の少ないサービスの提供方法を導入します（例：製品の個包装 等） □ □ 

21 対面しなくてもサービスを受けられるよう環境を整えます 

（例：テイクアウト、デリバリー、配達型サービスの提供、オンライン 等） 
□ □ 

22 お客様へ手洗い、手指消毒の徹底を呼びかけます（例：施設内掲示 等） □ □ 

新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応 はい いいえ 

23 万が一感染が発生した場合には、お客様へ連絡します □ □ 

24 万が一感染が発生した場合には、自主的に施設名を公表します □ □ 

25 万が一感染が発生した場合には、保健所が行う積極的疫学調査へ協力します □ □ 

施設独自の対策（自由記載） はい いいえ 

26  □ □ 

27  □ □ 

上記のうち重点的に取り組む対策（３つ） 

番号（   ） 番号（   ） 番号（   ） 

 

http://192.168.77.73/uploaded/attachment/392266.docx


「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針について」

令和２年５月15日制定（令和２年７月９日一部改正）より

3

4

6

7

8

9

10

11

⑤身体的距離 ： できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける

③ マスクの着用・咳エチケット

④ こまめな手洗い

※マスク着用時の熱中症には充分注意しましょう

＜屋外で２ｍ以上の十分な距離がとれている

ときは，適宜マスクをはずしましょう。＞

家に帰ったら手や顔を洗いましょう

（施設利用時の前後もお願いします）

こまめに手洗い

３０秒かけて流水と石けん

で丁寧に

① ３密（密集・密接・密閉）の徹底的な回避

② 体調管理
発熱・咳・のどの痛みなどかぜ症状があるときは，外出を控え，イベントの参加や県外への移動

を行わない。また症状があるときは「相談・受診のめやす」（裏面）を参考に，県コールセン

ターや医療機関へ相談しましょう。

① 基本的な感染対策を徹底してください。

② 体調不良時は外出を控え，予め電話をした上で，かかりつけ医を受診

してください。また，発熱等の症状がある場合はイベントへの参加や県

外への移動は行わないでください。

③ 飲食店等を利用する場合は，ガイドライン等に基づいた感染防止策を

講じている店舗や，「広島県新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」

を利用してください。

④ 国の接触確認アプリ等のデジタル技術を積極的に活用してください。

⑤ 感染状況や移動先の都道府県が出す情報などを確認して，リスクが高

い地域への移動や施設の利用は控えてください。

⑥ 保健所が実施する積極的疫学調査に協力してください。

感染者・医療関係者やその家族等を誹謗中傷・差別することは，

決して行わないでください。

マスク着用時は・・・

1．激しい運動をしない

2．のどが渇かなくても

こまめに水分補給

３．涼しい服装で熱を放散

４．こまめな換気と室温調整

新型コロナウイルス感染防止に向けた三原市の対応について（第７版）

回

覧市民の皆様へのお願い

２ｍ （最低１ｍ）

会話をするときは

可能な限り真正面を避ける

※発熱や咳などの風邪症状に対応する外来を開設している医療機関
風邪症状がある人が安心して医療機関を受診できるよう，入口や

診察室を分けるなどの対応をしている医療機関があります。
（詳しくは広報みはら８月号をご覧ください。）

基本的な感染対策

7月21日に広島県から，第２波の入口に差しかかっているとして，「感染拡大に対する

警戒強化宣言」が出されました。感染を拡大させないために，一人ひとりの感染予防が

大切です。

別紙５



 　参 加 人 数
 　　　※１　広島県の対処方針　（令和２年７月９日一部改正による）

    ・屋内は、5,000人以下、かつ収容定員の半分以下にすること。

    ・屋外は、5,000人以下、かつ人と人との距離を十分に（できるだけ２ｍ）確保できること。

 　全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する
   場合は，施設管理者又はイベント主催者は，事前に県に開催要件などを相談すること。

   ３つの密（密閉、密集、密接）の発生が原則想定されないこと。

  ①   窓を2方向（窓が１つの場合は窓とドア）を開け、常時換気できること。

　　    エアコンを使用中も、室温28℃、相対湿度70％を超えないように温度設定をこまめにしつつ、
        常時、窓を少し開け、連続的に外気を取り入れる。
  ②   人との間隔はできるだけ２ｍ（最低１ｍ）空けること。

  ③   密閉された空間で、大声での発声、歌唱や声援又は近接した距離での会話等が原則想定され
　　 ないこと。

3   参加者の名簿作成による連絡先等の把握に努め、スマホの接触確認アプリの活用を図ること。

4
  参加者に体調管理（検温）を事前に周知すると共に、入場時等に検温を実施し、発熱やかぜ症状が
  ある場合は参加を控えてもらうよう対応できること。

  参加者全員がマスクを着用すること。（気温・湿度が高い時は、熱中症に注意しましょう。）
  ①   屋外で人と２m以上離れている時は、マスクを適宜はずしましょう。
  ②   マスクをしている時は、負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、
      　マスクを適宜はずし、休憩をとりましょう。
  ③   のどが渇いていなくてもこまめに水分補給、涼しい服装やエアコン等で室温調節を。

6   参加前後での手指消毒かこまめな手洗い（石鹸で30秒以上）が徹底できること。

7   消毒液やマスクは主催者が準備するか参加者が準備できること。

8   イベントの前後や休憩時間等の交流を極力控えること。

9
  飲食や調理を伴うイベントや会合は、開催を慎重に検討し、やむを得ず行う場合は、真正面を避け、
  間隔を空け、横並びや会話を控えるなど工夫すること。

10   参加者同士の物品（筆記用具、マイク等）の使い回しは避けること。

11
  全国的かつ大規模な催し物等の開催については、リスクアセスメントの対応が整わない場合は、中止
  又は延期するよう慎重な対応をすること。

5

No
. 対　応　項　目

チェッ
ク欄

1

2

＜発 行＞ 三原市感染症対策本部

問い合わせ先 保健福祉課 電話0848‐67‐6053
令和２年７月２２日作成

イベント・行事開催の判断チェックシートが変わりました

※今後の感染拡大状況により，変更することがあります

℡ 082-513-2567 終日

※電話での相談が難しい場合は広島県障害者福祉課 ＦＡＸ 082-223-3611

○ 息苦しさ，強いだるさ，高熱等の強い症状がある人

○ 高齢者や基礎疾患のある人など重症化しやすい方で，発熱

や咳など比較的軽いかぜ症状がある人

○ 上記以外で発熱や咳など，比較的軽いかぜ症状が続く人

● 妊婦の方は念のため早めの相談を。 お子さまは小児科医に

よる診察が望ましく，かかりつけの小児科か県のコールセンターへ電話相談を

相談・受診の目安

（コールセンター：広島県新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口）

・地域行事はチェックシートを参考に感染防止策を講じて実施してください。

★以下の症状がある人はすぐに相談してください。 ★風邪症状などの体調不良

時は，予め電話で相談して

から，かかりつけ医を受診

し，指示に従ってください。



市内での感染症患者発生についてのメッセージ 

 

本日，７月 27 日，広島県から，市内での２例目となる新型コロナウイル

ス感染症の患者が確認されたとの発表がありました。 

 

県内でも新型コロナウイルス感染症の感染者が増加しており,県から

「第２波の入口に差し掛かっていると見られる」との見解が示され,早急

に感染拡大防止対策に取り組む「感染拡大に対する警戒強化宣言」が出さ

れています。 

 

お一人おひとりの「命を守る」，「大切な人を守る」，「社会を守る」行動

が必要です。市民の皆さま及び，事業者の皆さまにおかれましては，引き

続きの感染拡大防止にご協力をお願いいたします。 

詳細については，三原市ホームページに掲載しています，「市民の皆さまへのメッセ

ージ」をご覧ください。 

 

 

【症状がある場合の相談窓口について】 

  息苦しさや強いだるさ，高熱等の強い症状がある場合，比較的軽い風

邪の症状が続く場合，また味覚・嗅覚障がいがある場合には，すぐに,

広島県新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口（県保健所コールセ

ンター 電話 082-513-2567 終日）に相談してください。 

 

【発熱や咳などの風邪症状に対応する外来を開設している病院・クリニッ

クについて】 

  市内の病院・クリニックには,風邪症状がある人の出入口や診察室を

分けるなど，感染防止に努めながら，患者及び医療従事者の安全を確保

して対応する外来があります。 

予め電話で予約や相談を行ってから,受診してください。 

 

 

三原市感染症対策本部 

別紙６ 


