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不要不急の外出を避け、

自宅で過ごしましょう

ご自分の体調の変化に気づくために

各自治体に支援制度があります。

状況を説明し、適切な支援を申請してくだ
さい。

関連リンク

北海道　　青森県　　岩手県　　宮城県

北海道　　青森県　　岩手県　　宮城県

北海道　　青森県　　岩手県　　宮城県

山形県　　福島県　　茨城県　　栃木県

山形県　　福島県　　茨城県　　栃木県

山形県　　福島県　　茨城県　　栃木県

群馬県　　埼玉県　　千葉県　　東京都

群馬県　　埼玉県　　千葉県　　東京都

群馬県　　埼玉県　　千葉県　　東京都

神奈川県　　新潟県　　富山県　　石川県

神奈川県　　新潟県　　富山県　　石川県

神奈川県　　新潟県　　富山県　　石川県

ご家族がいる方へ

経済的な不安がある方へ

1.感染者と他の同居者の部屋を可能な限り
分ける

2.感染者の世話をする人は、できるだけ限
られた方（一人が望ましい）にする

3.できるだけ全員がマスクを使用する

4.小まめにうがい・手洗いをする

5.日中はできるだけ換気をする

6.取っ手、ノブなどの共用する部分を消毒
する

7.汚れたリネン、衣服を洗濯する

8.ゴミは密閉して捨てる

詳しくはこちら

詳しくはこちら

さらに詳しい情報を得たい方

詳しい予防法や支援策については内閣官房
の新型コロナウィルス感染症対策　サイト
をご覧ください。

詳しくはこちら

濃厚接触者のすべての人が感染・発症する
わけではありません。

ですが、あなたの毎日の状態が心配です。

健康状態の経過を記録し、少しでも体調不
良があれば、かかりつけ医あるいは保健所
に電話相談してください。

不安、体調不良を相談したい

© Code for Japan

閉じる 基本的に外出しない

9:41



咳エチケットに気をつける

手洗いを徹底する

https://corona.go.jp/prevention/pdf/seki.pdf

https://corona.go.jp/prevention/pdf/tearai.pdf

さらに詳しい情報を得たい方

詳しい予防法や支援策については内閣官房
の新型コロナウィルス感染症対策　サイト
をご覧ください。

詳しくはこちら

© Code for Japan

閉じる マスクと手洗い

9:41



基礎疾患とは

症状がなければ

問い合わせは控えましょう

以下のような症状が出たら連絡をしてくだ
さい

以下のような症状が出たら連絡をしてくだ
さい

神奈川県　感染者相談センター

【ダミーです】さまざまな疾患の原因
となっている病気を指す。樹木の枝葉
に対する幹の存在ともいえる、心筋梗
塞や脳梗塞に対する動脈硬化症や糖尿
病などをいう。

神奈川県　感染者相談センター

045-285-0536

045-285-0536

症状があるときは

基礎疾患がある、または妊娠されている場合

連絡するべきところは

連絡するべきところは

いろいろとご心配だと思いますが

現在は医療機関に問い合わせが


殺到しています

・風邪の症状や37.5度以上の発熱が４日
以上続く場合

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼
吸困難）がある場合

または

・風邪の症状や37.5度以上の発熱が４日
以上続く場合

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼
吸困難）がある場合

または

平日9：00〜17：00

平日9：00〜17：00

© Code for Japan

閉じる 相談したい

9:41



9:41



ダウンロード


ありがとうございます


みんなで日本を


まもりあいましょう

9:41



まもりあいJapanを

入れているスマホ同士の

接触を検知します

安全なの？仕組みを知りたい

始める

どんなアプリなの？

9:419:41



次へ

戻る 都道府県選択

9:41

お住まいの地域にあわせた

情報をご提供するため


都道府県を指定してください
この情報は誰にも共有されません


（開発者や行政機関にも通知されません）



戻る 都道府県選択

9:41

次へ

東京都

お住まいの地域にあわせた

情報をご提供するため


都道府県を指定してください
この情報は誰にも共有されません


（開発者や行政機関にも通知されません）



利用規約

氏名、年齢、性別など、個人の特定に

つながる情報は一切取得しません

お約束すること

GPSなどの位置情報は取得しません

行政機関や開発者が、アプリの中に保

存された接触記録を、あなたに無断で

引き出すことはありません

いつでもやめることができます

Bluetooth設定をオフにするか、このア

プリを削除をしてください。

個人情報保護に関する規約全文を読む

戻る 利用規約への同意

9:41

規約に同意して進む



接触を検知するために


Bluetoothをオンにしてください

あわせて通知設定をオンにしておけば


前日の接触者数の更新もお知らせします

戻る 利用いただくために

9:41

Bluetoothを設定する





一緒に日本を守ってくださり


ありがとうございます

引き続き接触を控えましょう

昨日の濃厚接触回数

- 回
最終更新：XX月XX日XX時

医療機関に連絡するべきなのか


確認しましょう

不安、体調不良を相談したい

行動指針

基本的に外出しない

マスクと手洗いをしてください

医療機関に連絡するべきなのか


確認しましょう

不安、体調不良を相談したい

陽性判定があった場合

センターへ情報共有をする

9:41



最終更新：XX月XX日XX時

医療機関に連絡するべきなのか


確認しましょう

不安、体調不良を相談したい

行動指針

基本的に外出しない

マスクと手洗いをしてください

このアプリをシェア

一緒に日本を守ってくださり


ありがとうございます

引き続き接触を控えましょう

昨日の濃厚接触回数

5 回

陽性判定があった場合

センターへ情報共有をする

9:41



まもりあいJAPAN
COVID-19の感染拡大を食い止めよう



ホーム メニュー

9:41

設定

このアプリについて

利用ライセンス

お問い合わせ



メニュー 設定

9:41

都道府県 東京都



メニュー このアプリについて

9:41

LPのスマホ版をウェブビュー表示？

静的な内容+バージョン情報などを表示する


アプリのバージョン1.1.1



メニュー 利用ライセンス

9:41

使用しているOSSのライセンスを表示する




メニュー お問い合わせ

9:41

Code For Japnaなど

既存サイトをウェブビューの可能性
あり



アプリ保持者同士の接触履歴を保存しますが、

ご利用のみなさまのプライバシーが侵害される

ことはありません。

始める

氏名、年齢、性別などの


個人情報は使わず

9:419:41



Title規約系はWebViewを使う

個人情報保護に関する規約

国籍法[13]では、帰化を許可する権限は法務大臣にあり、普通
帰化、特別帰化（簡易帰化）、大帰化の3種類（この区分名は
いずれも通称）が認められている。帰化を望む者は各地の法務
局[14]へ帰化の申請手続きを行う。

許否の結果が出るまでの期間は個々人で異なるがおおむね半年
から2年程度を要するとされる。帰化申請の内容が認められた場
合は、法務大臣による許可行為として官報に日本国内の現住
所・帰化前の氏名・生年月日（元号表記）が告示掲載され、告
示の日からその効力を生じることとなる。

告示における氏名表記に外国文字（アルファベット・ハングル
等）は用いられず、すべて日本語（漢字・平仮名・片仮名）に
置き換えて表記される。過去においては、当該告示には帰化前
の氏名に加え帰化後の日本名（帰化前に日本的通称名を複数使
用していた者についてはそれらすべて）が括弧付きで原則併記
されていたが、1995年（平成7年）3月以降は帰化前の氏名だけ
が記載されるようになっている。

なお、国籍法には、届け出による国籍の取得の規定（第3条：認
知された子の国籍取得、第17条：国籍留保届の未提出により国
籍を喪失した者の再取得）があり、この場合、要件を満たして
いれば法務大臣の許可によらず届出のみによって国籍を取得す
ることができる。これを「帰化」と区別して「（届出による）
国籍取得」といっている。

1996年（平成8年）以降の年ごとの帰化の申請者数は、下表の
とおり、約1万7500人から約9900人の間で推移し、2007年（平
成19年）からは平均年1200人の減少がみられたが、2013年（平
成25年）からは増加に転じた[15]。申請者のうち、不許可者数
は約90人から603人の間で推移しており、概して人数、割合と
もに上昇傾向にある。近年の許可者のうち、過半数は韓国・朝
鮮籍の者で占められており、およそ3割が中国籍の者で占められ
ている。国籍法[13]では、帰化を許可する権限は法務大臣にあ
り、普通帰化、特別帰化（簡易帰化）、大帰化の3種類（この区
分名はいずれも通称）が認められて3月以降は帰化前の氏名だけ
が記載されるようになっている。

なお、国籍法には、届け出による国籍の取得の規定（第3条：認
知された子の国籍取得、じた[15]。申請者のうち、不許可者数
は約90人から603人の間で推移しており、概して人数、割合と
もに上昇傾向にある。近年の許可者のうち、過半数は韓国・朝
鮮籍の者で占められており、およそ3割が中国籍の者で占められ
ている。



一緒に日本を守ってくださり


ありがとうございます

引き続き接触を控えましょう

昨日の他のユーザーとの濃厚接触回数

- 回

最終更新：XX月XX日XX時

医療機関に連絡するべきなのか


確認しましょう

不安、体調不良を相談したい

行動指針

基本的に外出しない

マスクと手洗いをしてください

このアプリをシェア

9:41



あなたの行動が


感染拡大を防ぎます

引き続き接触を控えましょう

昨日の他のユーザーとの濃厚接触回数

- 回

最終更新：XX月XX日XX時

医療機関に連絡するべきなのか


確認しましょう

不安、体調不良を相談したい

行動指針

基本的に外出しない

マスクと手洗いをしてください

このアプリをシェア

9:41



あなたの行動が


周りの大切な人を守ります

引き続き接触を控えましょう

昨日の他のユーザーとの濃厚接触回数

- 回

最終更新：XX月XX日XX時

医療機関に連絡するべきなのか


確認しましょう

不安、体調不良を相談したい

行動指針

基本的に外出しない

マスクと手洗いをしてください

このアプリをシェア

9:41



最終更新：XX月XX日XX時

接触を減らすために


周りに協力してもらえることは


ありませんか

昨日の濃厚接触回数

25 回

行動指針

基本的に外出しない

マスクと手洗いをしてください

医療機関に連絡するべきなのか


確認しましょう

不安、体調不良を相談したい

このアプリをシェア

陽性判定があった場合

センターへ情報共有をする

9:41



ホーム 接触履歴

9:41

08：45〜09：3108：45〜09：31

10：05〜10：42

08：45〜09：31

08：45〜09：31

08：45〜09：31

08：45〜09：31

08：45〜09：31

08：45〜09：31

2020年 4月 30日

2020年 4月 29日



ホーム 接触履歴

9:41

接触履歴はありません



まもりあいJapanを

入れているスマホ同士の

接触を検知します

安全なの？仕組みを知りたい

始める

どんなアプリなの？

9:419:41



最終更新：XX月XX日XX時

1週間ほど前


陽性判定者との濃厚接触が


あったかもしれません

詳しく見る

医療機関に連絡するべきなのか


確認しましょう

不安、体調不良を相談したい

行動指針

基本的に外出しない

マスクと手洗いをしてください

このアプリをシェア

すでに陽性判定を受けた方

厚生労働省に情報を提供する

9:41



メニュー データアップロード

9:41

厚生労働省から

接触デバイスIDの


アップロード要請がありました。

データをアップロードする

位置情報や接触履歴などの

個人の特定につながるデータは

アップロードされません

接触デバイスIDから

個人を特定することはできません

プライバシーは大丈夫？



データアップロード

9:41

あなたの接触デバイスIDを

アップロードしています。

位置情報や接触履歴など

デバイスIDを除くデータは

アップロードされません



データアップロード

9:41

アップロードが完了しました。


ご協力ありがとうございました。

ホームへ戻る

医師や保健所の指示にしたがって


安静にお過ごしください。





最終更新：XX月XX日XX時

PCR検査の結果


あなたは陽性でした

濃厚接触をされた方の追跡に


ご協力ください

厚生労働省に情報を提供する

保健所に共有される


データは以下のデータです

ダミーです濃厚接触者のID

ダミーです行動履歴

ダミーです濃厚接触者のIDダミーです

このアプリをシェア

9:41



インターネットに

接続されていません

まもりあいJAPANは


インターネットとの接続が必要です。


