
①共用部分を消毒しましょう

トイレ・洗面台を使用（共用）する場合には、毎回身体が触れた部分を患者様ご自身でアルコー
ル消毒（清拭）を行うようにしてください。また、トイレ・お風呂など共用部分の利用は最小限にし
てください。
※次亜塩素酸ナトリウム（ハイター等）、界面活性剤（トイレマジックリン等）でも可。

②お風呂は最後に入りましょう

使用後（翌日でも可）は十分な換気の上、次亜塩素酸ナトリウム（ハイター等）あるいは界面活
性剤（バスマジックリン等）、熱湯（80℃以上）などで消毒してください。

③ゴミは密閉して捨てましょう
鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、密閉して捨ててください。

①外出はできません。
②人との接触はしないでください。
③個室で療養をしてください。食事・寝室も分けて下さい。（個室隔離）
※ご家族でともに陽性となられた場合は、陽性の方同士一緒にお過ごし

いただいてもかまいません。

④健康状態を毎日朝夕２回程度確認してください。
保健所もしくは委託訪問看護ステーションが健康状態の確認をする方
については、必ず電話に出てください。
※電話に出られない場合は訪問にて安否確認をさせていただくことがあります。

新型コロナウィルス感染症患者の方の自宅療養について
～ ご家庭内で注意いただきたいこと ～

必ず守っていただくこと

自宅での過ごし方

下記のような、緊急性の高い症状があればすぐに救急車（１１９）を呼んでください。
詳細は、P17をご確認ください。
〇表情・外見（顔色が明らかに悪い、いつもと様子が違う）
〇息苦しさなど（息が荒くなった、肩で息をしている、胸の痛みがある）
〇意識障害など（ぼんやりしている、もうろうとしている）
※救急車を呼ばれる際には、検査で陽性となり、 自宅療養中であることを伝えてください

様の自宅療養の終了予定日は、 月 日です。
※日々の健康状態を確認し、体調が悪化した場合はご相談ください。

体調異変や症状悪化等にかかる相談などのお問い合わせ先

滋賀県自宅療養者等支援センター TEL 077-574-8560 （24時間受付※土日祝含む）



新型コロナウイルスや自宅で過ごす際の注意事項が知りたい

p11の『新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療養に関する参考資料』をご確認ください。

療養中の食料が足りない

p8『食料支援に関するご案内』をご確認ください。

パルスオキシメーターの使い方を知りたい

P4の『パルスオキシメーターの使い方について』をご確認ください。

パルスオキシメーターは自宅で療養される方で、必要な場合のみ貸出をさせていただいて

います。自宅療養終了後、草津保健所へ郵送にて必ずご返却ください。

同居家族の自宅待機期間はいつまでか

p3の『自宅療養者の同居ご家族様（濃厚接触者）へ』をご確認ください。家庭内隔離の状況や、

他同居家族が陽性になられた場合等状況に応じて期間が変わります。

つらい気持ちが続く、感染により人権侵害を受けたときの相談先が知りたい

p5-6の『新型コロナウイルス感染症によりこころに悩みを抱えられた方へ』をご確認ください。

自宅療養終了時に、陰性確認のための検査は必要か

不要です。P21の『自宅療養解除の目安』を満たせば、自宅療養は終了となります。

自宅療養証明書を発行してもらいたい

p10の『自宅療養証明書について』をご確認ください。

災害が起きた時・災害発生の恐れがある時の避難について知りたい

・大規模な災害が予測される場合は、ホテル等に移動していただく場合があります。

・緊急的に避難所に避難する必要がある場合は、「自宅療養者」であることを申し出てください。

・緊急避難が必要な場合の相談先はP7『避難所開設状況お問い合わせ先』をご参照ください。

・避難所内での他の避難者との接触は避けてください。

・災害発生等の緊急時は、現在お住まいの市に、氏名・住所等を情報提供させていたく場合

がありますのでご了承ください。

問い合わせ先・詳細情報
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療養中の食料支援に関する
お問い合わせ先
療養支援係
TEL 090-5905-3487
（9:00～17:00（12:00～13:00休止））
※土日祝含む

お問い合わせ先
【平日10時～12時、13時～21時】こころの電話相談 TEL 077-567-5560
【月・火・水・金10時～12時、13時～16時】新型コロナ人権相談ほっとラインTEL 077-523-7700

A



その他 生活について守っていただきたいこと 

 

 

 

自宅療養者様(患者様)の同居ご家族様に次のことを守って頂ける場合には、同居ご家族

様の濃厚接触者としての期間を延長することなく、家庭内隔離を開始された日から５日間

の自宅待機（健康観察）期間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4.7 草津保健所 

患者様には個室で療養をお願いいたします（個室隔離） 
 

自宅療養者様の同居ご家族様（濃厚接触者）へ 

必ず守っていただくこと 

① 患者様と対面で顔を合わさない。 

やむを得ず顔を合わす場合には、患者様・同居ご家族様がお互いにマスクを着用し、 

２メートル以上のソーシャルディスタンスを保ってください。 

その場合でも、数分以内にしてください。 

 

② 患者様がトイレ・洗面台を使用(共用)する場合には、毎回身体が 

触れた部分を患者様ご自身でアルコール消毒(清拭)を行うようにしてください。 

※次亜塩素酸ナトリウム(ハイター等)、界面活性剤(トイレマジックリン等)でも可。 

同居ご家族様が実施する場合には、マスク・手袋(便器に身体が触れる場合には、ガウ

ンやエプロン)を使用してください。 

 

③ 患者様のお風呂の使用(共用)は、その日の最終入浴としてください。 

使用後(翌日でも可)は十分な換気の上、次亜塩素酸ナトリウム 

(ハイター等)あるいは界面活性剤(バスマジックリン等)、 

熱湯(80℃以上)などで消毒してください(浴槽、接触箇所)。 

守っていただくこと 

 

① 患者様と物の共用の禁止（タオルなど） 

② 手指衛生の徹底 

③ 十分な換気 

④ 洗浄剤を使用しての食器洗浄



パルスオキシメーターの使い方について
パルスオキシメーターとは?

皮膚を通して動脈血酸素飽和度（SpO2 ）と脈拍数を測定するための装置
です。酸素飽和度（SpO2 ）は肺や心臓の病気で酸素を体内に取り込む力

が落ちてくると下がります。

※健康な方の酸素飽和度(SpO2)の標準値は96～99%です。

毎日２回の体温測定時に酸素飽和度(SpO2)を測定し、記録しておいてください。
健康観察の電話の際に確認させていただきます。
毎日２回の体温測定時に酸素飽和度(SpO2)を測定し、記録しておいてください。
健康観察の電話の際に確認させていただきます。

気を付けていただきたいこと

表示画面の見方

測定中は安静な状態で行い、手を動かさないようにしてください。
指先の冷えなどで測定部に血流が十分にない場合や、マニキュアなどで光の透過が邪魔される場合
などに、正しく測定されないことがあります。
SpO2は一定時間、あるいは一定の脈拍毎に得られた値を平均して表示していますので、装着直後で
はなく、脈拍が安定する20～30秒後に数値を読んでください。

1. 洗濯バサミのように摘んで指の先に装着してください。
(中で光る赤いライトが爪にあたるように深めに指を入
れてください。)

2. 指を入れて固定すると自動的に電源が入り測定が開
始される機種とボタンを押さないといけない機種があり
ますので説明書を確認してください。

3. 20～30秒したら表示画面の酸素飽和度の数値を確
認してください。

4. 指ホルダから指をはずすと測定が終了し、自動的に
電源が切れます。

99      78
SpO2   PR

脈拍数
酸素飽和度

(SpO2)

測り方

◎自宅療養終了後は、必ず返却をお願いします。（郵送）
滋賀県草津保健所（〒525-0034 草津市草津３丁目１４－７５ ☎５６２－３５３４）

酸素飽和度(SpO2)の値が
• 93%以下の場合
• 95%や94%の場合は少し間をおいて数回再測定して、低下傾

向にある場合
【滋賀県自宅療養者等支援センター

電話☎ 077-574-8560】 に連絡してください

重
要



 
 
 

 

このたびは、思いがけないご経験をされて、動揺し、気持ちがついていけないなどのつら

い思いでいらっしゃるのではないでしょうか。 

ウイルス等の感染は、人々の生活の中で起こることであり、あなたやご家族のせいで発

生したわけではありません。しかし、新型コロナウイルスについては、現在、社会的な関心

が高いことから、ご自身のことを責めたり、周囲の反応に胸をいためたりすることがある

かもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

こころの電話相談  

○電話番号：０７７－５６７－５５６０ 

○相談時間：平日 午前１０時～１２時 １３時～２１時 

 ※祝日、年末年始を除く 
   ・匿名で相談可能です 

   ・プライバシーには十分配慮して対応いたします 

新型コロナウイルス感染症により こころに悩みを抱えられた方へ 

気持ちの変化 

・不安や緊張が強い 

・イライラする 

・怒りっぽくなる 

・気分の浮き沈みが激しい 

・涙もろくなる 

・あのときああしておけば良かっ

たと自分を責める 

・投げやりになる 

・誰とも話す気にならない  

からだの変化 

・疲れやすい 

・目まい、頭痛、肩こり 

・吐き気、腹痛 

・食欲不振、過食 

・眠れない 

・悪夢、同じ夢をくり返し見る 

・このような状態が数週間続くことがありますが、大変な経験をした時に 

『多くの方に起こる正常な反応』です。 

・食事や睡眠など日常生活のリズムをなるべく崩さないようにして、ご家族同士で 

声をかけ合いましょう。 

・これらの状態は、自然に回復していくことがほとんどです。 

 

考え方の変化 

・考えがまとまらない 

・同じことをくり返し考える 

・記憶力が低下する 

・皮肉、悲観的な考え方になる 

このようなストレス状態が長く続くと、気持ち、からだ、考え方に、

さまざまな変化があらわれることがあります。 

※このリーフレットは、北海道立精神保健福祉センターのリーフレットを参考にしています。 

 

 

 

 

 

～気分が落ち込むときや、つらい気持ちが続くときは、お気軽にご相談ください～ 





 

 

 

 

 

 

 

 

□緊急的に避難所への避難が必要となった場合は、お住まいの市へ相談してください。 

 

□緊急的に避難所に避難される場合は、「自宅療養中であること」を申し出てください。 

避難所開設状況お問い合わせ先

草津市にお住まいの方 

① 平日の昼間は市役所代表電話：☎０７７－５６３－１２３４ 

② 土・日、祝日、夜間（時間外）は守衛室へ電話 

              ☎０７７－５６１－２４９９ 

③ ②に電話がつながらない時は市役所危機管理課へ電話 

              ☎０７７－５６１－２３２５ 

栗東市にお住まいの方  

① 栗東市役所危機管理課：☎０７７－５５１－０１０９ 

② ①に電話がつながらない時は市役所代表電話へ 

           ☎０７７－５５３－１２３４ 

   守山市にお住まいの方 

① 守山市役所危機管理課：☎０７７－５８２－１１１９ 

② ①に電話がつながらない時は市役所代表電話へ 

           ☎０７７－５８３－２５２５ 

   野洲市にお住まいの方 

① 野洲市役所危機管理課：☎０７７－５８７－６０８９ 

② ①に電話がつながらない時は市役所代表電話へ 

           ☎０７７－５８７－１１２１ 

 

滋賀県草津保健所 健康危機管理係 

ＴＥＬ：０７７－５６２－３５３４ 



食料品支援が必要となったときは、下記のお申込フォームにより依頼してください。
お届け時間、お届け方法の詳細は、申込フォームに記載していますのでご確認ください。

食料品：パック商品（米飯、レトルト丼類、水等）
※療養者の人数に応じて当面の食料品をお届けします。不足等ある場合は再度お申し込みください。

自宅療養開始日から自宅療養終了日まで

新型コロナウイルス感染症に罹患し自宅で療養される方で、ご自身やご家族で食料品を
確保できない方
※新型コロナウイルス感染症陽性でない同居者等は対象外となります。

新型コロナウィルス感染症患者の方の自宅療養について
～ 食料品支援に関するご案内 ～

１．食料品支援を利用できる方

２．申し込み期間

３．支援の内容

４．支援利用方法

自宅で療養される方で、食料品の調達が困難な方を対象に、
食料品を自宅にお届けします。

無料

■申込日から２～３日
あくまで目安です。申請内容の確認のため、さらにお時間をいただく場合がありますのでご了承くだ
さい。

５．食料品代金

６．配達日の目安

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-
procedure-alias/shiga-covid19-syokuryoushien

●お申込みフォーム

※配達は県から依頼した事業者が行いますので、氏名・住所・連絡先を事業者に提供する
ことになります。ご承知おきください。

滋賀県 感染症対策課

090-5905-3487 （9:00～17:00（12:00～13:00休止））
※土日祝含む

●お問合せ先

R4.6.30変更



食料品：パック商品（米飯、レトルト丼類、水等）

保健所から濃厚接触に伴う外出自粛期間として指定された開始日から終了日まで

保健所から新型コロナウイルス感染症濃厚接触者と診断され、外出自粛される方でご自
身やご家族で食料品を確保できない方

新型コロナウィルス濃厚接触者の方の自宅待機について
～ 食料品支援に関するご案内 ～

１．食料品支援を利用できる方

２．申し込み期間

３．支援の内容

自宅待機していただく濃厚接触者にあたる方を対象に、
食料品を自宅にお届けします。（有料）

６,０００円（２～３日分セットの場合、１名分）
滋賀県指定の納付書を後日送付しますので、必ず自宅待機期間終了後にお支払いくだ
さい。

５．食料品代金・お支払方法

※配達は県から依頼した事業者が行いますので、氏名・住所・連絡先を事業者に提供する
ことになります。ご承知おきください。

食料品支援が必要となったときは、下記のお申込フォームにより依頼してください。
お届け時間、お届け方法の詳細は、申込フォームに記載していますのでご確認ください。

４．支援利用方法

■申込日から２～３日
あくまで目安です。申請内容の確認のため、さらにお時間をいただく場合がありますのでご
了承ください。

６．支援申込受付時間

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-
procedure-alias/shiga-covid19-nousetsusyokuryou

090-5905-3487 （9:00～17:00（12:00～13:00休止））
※土日祝含む

●お申込みフォーム

滋賀県 感染症対策課

R4.6.30変更

●お問合せ先



自宅療養証明書について

保険会社等から新型コロナウイルス感染症による自宅療養にかかる証明書を
求められた場合、療養期間終了後に証明書を発行します。

滋賀県自宅療養者等支援センター
TEL 077-574-8560

次の１と２どちらも該当する方に、自宅療養証明書を発行します。

１．新型コロナウイルス感染症と診断された方

２．自宅で療養した方もしくは療養先へ移動するまで自宅で待機した方

対象者

• 病院での療養の証明については、各病院にお問い合わせください。

• 宿泊療養施設での療養の証明については、滋賀県公式ホームページ内『新型コロナウイルス

感染症の軽症者等に係る宿泊療養について』

（http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/iryo/317319.html）をご覧ください。

自宅療養を開始された日（新型コロナウイルス感染症と診断された日)を証明します。
※ 厚生労働省と保険団体との協議により、療養にかかる給付金の請求に当たり、療養期間が10日以内であ

れば、終了日を記載せずに開始日の記載のみで、療養期間を10日間とみなし、終了日の証明は求めないこと

となりました。このため、令和４年４月１日より療養開始日のみを記載した証明書としております。

証明内容

検査結果が陰性であった方、
濃厚接触者であった方は対象外です。

申請先

滋賀県自宅療養者等支援センター（077-574-8560）まで、お電話にてご申請ください。
※申請者本人分および同居の家族分に限ります。



新型コロナウイルス感染症に係る
自宅療養に関する参考資料

自宅での過ごし方や健康観察の方法等についての参考資料をま
とめています。
ご本人様に加え、同居の皆様もご一読ください。
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自宅療養にあたっての注意事項

ご家族やご友人への感染拡大防止のためにも、

「外出しない」

「自分以外の人に対面しない」

を固く遵守されますようお願いします。

3

外出は避けてください。食料品や日用品の買い出しやゴミ出しなど、生活に必要な外出もでき
ません。
ご家族など同居されている方とは別室で過ごし、自宅内でも原則接触できません。同居されて
いる方が使用する共用スペースの使用は最小限にしてください。また、面会も最小限としてくだ
さい。
ご家族など同居されている方も熱を測るなど、体調観察をして、不要不急の外出は避けてくださ
い。特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などに行かないでください。

ご友人やご近所の方とも面会できません。
感染者と１ｍ未満の距離で15分以上面会した方は「濃厚接触者」となり、行動制限と感染のリス
クがあります。
ご友人やご近所の方がお越しになられても直接面会せず、電話やオンラインで親交を深めてく
ださい。

新型コロナウィルス感染症患者の方の自宅療養について
～ ご家庭内で注意いただきたいこと ～
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厚労省HPより 5

新型コロナウイルスについて

新型コロナウイルス（SARS-CoV2）」はコロナウイルスのひとつです。

コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群（SARS）」や2012年以降

発生している「中東呼吸器症候群（MERS）」ウイルスが含まれます。

ウイルスにはいくつか種類があり、コロナウイルスは遺伝情報としてRNAをもつRNAウイルスの一種（一本鎖RNA

ウイルス）で、粒子の一番外側に「エンベロープ」という脂質からできた二重の膜を持っています。自分自身で

増えることはできませんが、粘膜などの細胞に付着して入り込んで増えることができます。

ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言わ

れています。物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。ただし、物の種類によっては24時間

～72時間くらい感染する力をもつと言われています。

※WHOは、新型コロナウイルスは、プラスチックの表面では最大72時間、ボール紙では最大２４時間生存する

などとしています。

手洗いは、たとえ流水だけであったとしても、ウイルスを流すことができるため有効ですし、石けんを使った手洗

いはコロナウイルスの膜を壊すことができるので、更に有効です。手洗いの際は、指先、指の間、手首、手のし

わ等に汚れが残りやすいといわれていますので、これらの部位は特に念入りに洗うことが重要です。また、流水

と石けんでの手洗いができない時は、手指消毒用アルコールも同様に脂肪の膜を壊すことによって感染力を

失わせることができます。
厚労省HPより 6
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手洗いについて

厚労省HPより 8
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手指がよく触れる場所を清潔に保つことが大切です。手や皮膚の消毒を行う場合には消毒用エタノールを、物の表面
の消毒には次亜塩素酸ナトリウムも有効であることがわかっています。
※次亜塩素酸ナトリウムを金属部位に使用した場合は、10分程度たったら水拭きしてください。

場所 対象

家庭

居間
食事部屋

ドアノブ、窓の取手、照明のスイッチ
テーブル、椅子、電話機、パソコンのキーボード等

浴室 水道の蛇口、ドアノブ、窓の取手、照明スイッチ等

トイレ 流水レバー、便器のフタ等

職場・
集合住宅

共用部分
エレベーターやオートロック、コピー機等のボタン、建物出入口
のドアノブやハンドル、共用トイレや給水場所の蛇口、電話機等

家庭や施設内の消毒について

10



消毒について

厚生労働省・経済産業省・消費者庁資料より 11

厚生労働省・経済産業省・消費者庁資料より

(参考)0.05%以上の次亜塩素酸ナトリウム液の
作り方
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① ご自身の健康状態の確認

② 緊急性の高い症状が無いかセルフチェック（１日２回）

毎日の健康観察

『体温やSpo2の値、咳、倦怠感、息苦しさなどの健康状態』について、
１日2回の健康観察をお願いします。

◎ 体調が悪化した場合などは自宅療養者専用の相談窓口に電話でご連
絡ください。

◎ 緊急性の高い症状があればすぐに救急車（119番）を呼んでくださ
い。

※救急車を呼ばれる際には、検査で陽性になり自宅療養中であることを伝えてください。
(消防署との連携体制をとっております)

13

上記症状が１つでも該当する場合は、すぐに救急車(119番)を呼んでください。

※救急車を呼ばれる際には、検査で陽性になり自宅療養中であることを伝えてください。
(消防署との連携体制をとっております)

緊 急 性 の 高 い 症 状

表情・
外見

・顔色が明らかに悪い
・唇が紫色になっている
・いつもと違う 様子がおかしい

息苦しさ
など

・息が荒くなった（呼吸数が多くなった）
・急に息苦しくなった
・生活をしていて少し動くと息苦しい
・胸の痛みがある
・横になれない。座らないと息ができない
・肩で息をしている
・突然（２時間以内を目安）ゼーゼーしは

じめた

意識
障害
など

・ぼんやりしている（反応が弱い）
・もうろうとしている（返事がない）
・脈がとぶ 脈のリズムが乱れる感じがする

14



ゴミの出し方 1

環境省資料より
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ゴミの出し方 2

環境省資料より

環境省資料より
16



ゴミの出し方 3

環境省資料より
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同居されている皆様へ

１ 自宅療養者が休養する環境を整えましょう。
自宅療養者が極力専用の部屋内で過ごせるようしてください。
トイレやレやバスルームなども分けられるならば分け、共有スペースの利用は最小限にしま
しょう。

２ 自宅療養者のお世話は限られた方で行いましょう。
心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方などが感染者のお
世話をするのは避けてください。
自宅療養者には使い捨てマスクを着用してもらい、マスクは一日一枚程度交換しましょう。
看護する時は、使い捨てマスクを使用しましょう。マスクの表面には触れないようにしてくだ
さい。マスクを外す際は、ゴムやひもをつまんで外しましょう。マスクを外した後は必ず石鹸
で手を洗いましょう（アルコール手指消毒液でも可）
自宅療養者の近くにゴミ箱を置き、鼻水や痰のついたティッシュなどをすぐにゴミ箱に捨てら
れるようにしましょう。(P15～17 「ゴミの出し方」を参照してください)
自宅療養者が使うタオルやコップなどは、他の家族と分けましょう。

18



同居されている皆様へ

3 こまめに手を洗いましょう。
こまめに石鹸で手を洗いましょう、アルコール消毒をしましょう。洗っていない手で目や鼻、
口などを触らないようにしてください。(P8～9 「手洗いについて」を参照してください)

４ 定期的に換気してください。
共有スペースや他の部屋も窓を開け離しにするなど換気しましょう。

5 手で触れる共有部分を消毒しましょう。
机やドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、トイレの流水レバー、便座等よく
触れる場所を中心に、清掃・消毒しましょう。(P10～12「消毒について」を参照ください)
清掃・消毒した後は、手をよく洗いましょう。

6 看護する方や同居者も毎日朝夕検温しましょう。
37.5℃以上の発熱が続く場合は、相談してください。

19

自宅療養の解除の目安

自宅療養の解除は、次の目安を満たす場合に行っています。
※人によって症状の程度等が異なるため、絶対的な目安ではありません。

1.有症状患者の場合
発症日から１0日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合

2.無症状患者(無症状病原体保有者)の場合
検体採取日から７日間経過した場合

(10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の
利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策が求められます。)

20
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こころの電話相談

○電話番号：０７７－５６７－５５６０

○受付日時：平日の月曜日から金曜日の１０時～２１時（12時～１３時は除く）
・匿名で相談可能です
・プライバシーには十分配慮して対応いたします。

気分が落ち込むときや、つらい気持ちが続くときは
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災害発生時もしくはその恐れがある時の避難について

万が一、緊急的に避難所に避難する必要がある場合は、『自宅療養者』で
あることを申し出てください。

23

以下のホームページもご参照ください。

① 滋賀県ホームページ「新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養について」

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/iryo/320613.html

② 厚生労働省ホームページ「健康や医療相談の情報」

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html

ホームページ

（滋賀県HP）

（厚生労働省HP）
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