
市長メッセージ（4月 8日） 

昨日、内閣総理大臣より、埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、兵庫、福岡の 7

都府県を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣

言」がされました。 

また、4月 3日に岐阜県知事から発表されたメッセージでは、4月 4日（土曜

日）から 19日（日曜日）までの 2週間を「ストップ 新型コロナ 2週間作

戦」として新型コロナウィルス感染拡大防止対策を重点的に実施することとし

ています。 

市民の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、ご

自身と大切な人の命と健康を守るため、以下の事項につきまして一段の徹底を

お願いいたします。 

1. 不要不急の外出を控えること 

2. 感染リスクが高まる 3つの条件 （密閉空間・密集場所・密接場面）が

揃う場所を 徹底的に回避すること 

発熱が続いたり、咳が止まらない、倦怠感があるなど、新型コロナウイルス感

染症に罹ったと感じられた方は、まずは帰国者・接触者相談センター（東濃保

健所）へご相談されますよう重ねてお願いいたします。 

また、市民の皆様には、過度に不安にならず、国や県、本市が発信する正確な

情報に基づいて、落ち着いた行動をしていただきますようお願いいたします。 

令和 2年 4月 8日 市長 水野 光二 

 



市長メッセージ（4月 10日更新） 

本日、岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部より、「新型コロナウイルス

感染症 非常事態宣言」がされました。 

岐阜県においては、県専門家会議において「県内全域で、待ったなしの危険水

域に達している」と警告されていることを踏まえ、岐阜県が「非常事態」にあ

るとの認識に立って、現在展開している「ストップ 新型コロナ 2週間作

戦」を抜本的に見直し、以下の「非常事態」総合対策を実施することとされま

した。 

1. 「ストップ 新型コロナ 2週間作戦」の強化・延長（5月 6日まで） 

2. まん延期に耐えうる医療提供体制の充実・強化（検査の徹底、病床の増

加、マスク等医療資材の確保） 

3. 景気経済・生活雇用対策の新設・拡充 

市民の皆様におかれましては、なお一層、新型コロナウイルス感染症の拡大を

防止し、ご自身と大切な人の命と健康を守るため、以下の事項につきまして一

段の徹底をお願いします。 

 不要不急の外出を控えること 

 感染リスクが高まる 3つの条件 （密閉空間・密集場所・密接場面）が

揃う場所を徹底的に回避すること 

また、検温をはじめ、自らの体調確認を心がけ、体調不良の場合は、無理せず

外出・出勤しないようお願いします。 

発熱が続いたり、咳が止まらない、倦怠感があるなど、新型コロナウイルス感

染症にかかったと感じられた方は、まずは帰国者・接触者相談センター（東濃

保健所）へご相談されますよう重ねてお願いします。 

また、市民の皆様には、過度に不安にならず、国や県、本市が発信する正確な

情報に基づいて、落ち着いた行動をしていただきますようお願いします。 

 

令和 2年 4月 10日 市長 水野 光二 

 



市長メッセージ（緊急事態宣言の対象地域拡大を受けて） 

政府は１６日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言の対象

を、これまでの７都府県から全都道府県に拡大しました。その中でも感染者が増

大している岐阜県は、特に重点的な対策を進める「特定警戒都道府県」に位置づ

けられております。 

市民の皆様におかれましては、なお一層、新型コロナウイルス感染症の拡大を

防止し、ご自身と大切な人の命と健康を守るため、以下の事項につきまして一段

の徹底をお願いします。 

・ 医療機関への通院、食料、医薬品、生活必需品の買い出し、職場への出勤な

ど、生活の維持に必要な場合を除き、平日・週末問わず、また早朝・昼・夜・

深夜を問わず、外出を自粛すること。  

・特に、感染リスクが高まる３つの条件（密閉空間・密集場所・密接場面）が揃

う場を徹底的に回避すること。 

市民の皆様は、過剰に心配せず冷静に行動していただきたいと思いますが、発

熱が続いたり、咳が止まらない、倦怠感があるなど、新型コロナウイルス感染症

にかかったと感じられた方は、まずは帰国者・接触者相談センター（東濃保健所）

へご相談されますよう重ねてお願いします。 

また、学校休校の長期化、公共施設の貸館停止・休館、イベントの休止・延長

などに加えて、事業者の皆様に対しても休業、営業時間短縮の要請を行っており

ます。市民の皆様にはご不便・ご負担をおかけしますが、引き続き感染拡大の防

止にご協力いただきますよう、お願いいたします。 

「自分を守り、家族を守り、大切な人を守り、地域を守る」ため、一丸となっ

てこの難局を乗り越えていきましょう。 

 

令和２年４月２０日 瑞浪市長 水野光二 



市長メッセージ（4月 27日更新） 

市民の皆様には、学校の休業や幼児園の休園、事業者の皆様には休業などの要

請に対し、ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。 

現在、政府より新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急事態宣言が全都道府

県に出されています。その中でも岐阜県は、特に重点的な対策を進める「特定

警戒県」に指定されております。 

ご自身と愛する人の命を守るため、「不要不急の外出の自粛」「密閉・密集・

密接を避けた行動」について、引き続きご協力をお願い致します。 

このような状況が長く続いていますが、市民の皆様にも、心と心を寄せ合い、

絆を繋ぐ配慮をお願いしたいと思います。 

特に、この大型連休につきましては、旅行や帰省、お出かけを自粛してくださ

いますよう、重ねてお願い申し上げます。大型連休で気が緩んでしまいます

と、これまでの自粛や努力が、無駄になってしまいます。 

愛する人の命を守るため、家で過ごしましょう。 

そして、市民一丸となって、この難局を乗り越えましょう。 

令和 2年 4月 27日 市長 水野光二 

 



市長メッセージ（緊急事態宣言の延長を受けて） 

（5月 7日更新） 

市民の皆様には、学校の休業や幼児園の休園、事業者の皆様には休業などの要

請に対し、ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。 

政府による新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」が 5月 31日まで延長

されることになりました。 

岐阜県は引き続き、特に重点的に感染拡大防止を行う必要のある「特定警戒

県」として、緊急事態措置を 5月 31日まで延長することを決定しました。 

これに伴い、事業者の皆様に対する「休業協力要請」も、5月 31日まで延長

するとされました。 

事業者の皆様が大変厳しい状況ではあることは重々承知しておりますが、引き

続き、休業、営業時間の短縮について、ご協力くださいますようお願い申し上

げます。 

市民の皆様にも、「不要不急の外出の自粛」「密閉・密集・密接を避けた行

動」の徹底について、改めて、ご協力をお願い致します。 

一人ひとりの行動が、愛する人の命を守ることに繋がります。 

市民一丸となって、この難局を乗り越えましょう。 

市民の皆様のご理解、ご協力をお願い致します。 

 

令和 2年 5月 7日 市長 水野光二 



市長メッセージ（緊急事態宣言の解除を受けて）（5月 15

日更新） 

5月 14日に、政府よる新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」が、岐阜

県においては解除されました。しかし、宣言が継続されている地域もあり、未

だ国内において新型コロナウイルス撲滅までの道筋は見えていません。 

今後、本市では、第２波に警戒しながら、徐々に日常生活を取り戻すための取

組を行ってまいります。幼児園につきましては、5月 25日より開園します。

小中学校は 6月 1日より段階的に再開します。事業者の皆様への休業要請も、

段階的に解除されます。 

市民の皆様には、引き続き、「密閉・密集・密接を避けた行動」「手洗い、咳

エチケット」の実践をお願い致します。ここで気が緩んでしまい、第 2波を招

くことになってはいけません。 

一人ひとりの良識ある行動が、愛する人の命と毎日の暮らしを守ります。 

市民の皆様のご理解、ご協力をお願い致します。 

令和 2年 5月 15日 市長 水野光二 

 



市長メッセージ（緊急事態宣言の全国解除を受けて） 

５月２５日に、政府による新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」が、全

国で解除されました。 

市民の皆様には、感染防止のため、ご協力をいただき、心より感謝申し上げま

す。 

本市では、徐々に日常生活を取り戻すための取り組みを行っています。幼児園

は５月２５日から開園し、小中学校も６月１日から段階的に再開します。事業

者の皆様も、感染防止対策を実施のうえ、段階的に経済活動を再開されていま

す。 

これからも、あらゆる機会に、新型コロナウイルスの危険性に注意をして、

「人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗い」「密閉空間・密集場所・密

接場面の回避」を徹底し、新しい生活様式を実践しましょう。 

市民の皆様のご理解、ご協力をお願い致します。 

令和 2年 5月 30日 市長 水野光二 



市長メッセージ(市内感染者の発生を受けて) 

全国や岐阜県において、新型コロナウイルスの感染が拡大し、危険な状況とな

っています。 

市内においても、複数の感染者が発生し、感染リスクが非常に高まっていま

す。 

私たちの周りに、新型コロナウイルスが潜んでいることを、強く意識してくだ

さい。 

感染された方には、早期のご快復を、心よりお祈りいたします。 

市民の皆様には、感染された方とそのご家族、関係者の方々への特段のご配慮

をお願いいたします。 

私から、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、改めて市民の皆様にお願

いいたします。 

 「人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗い」など、新しい生活様

式を徹底してください。 

 感染リスクが高まる「密閉空間・密集場所・密接場面」が揃う場を、徹

底的に回避してください。 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐには、市民一人ひとりの良識ある行動

が、何より大切です。 

市民の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

令和 2年 7月 23日 市長 水野光二 



市長メッセージ(「第 2波非常事態」宣言を受けて) 

全国で新型コロナウイルスの感染が拡大しております。 

岐阜県でも、若者を中心に感染者が急増しており、第 2波が到来しています。

こうした状況に伴い、県は、「第 2波非常事態」を宣言しました。 

愛知県、特に名古屋での酒類を伴う飲食など、感染リスクの高い地域への行動

は徹底的に自粛してください。 

また、ご家庭内での感染防止対策も徹底してください。 

瑞浪市においても、10例目の感染者が発生し、感染リスクが非常に高まって

います。私たちの周りに、新型コロナウイルスが潜んでいることを、改めて強

く意識してください。 

感染された方には、早期のご快復を、心よりお祈りいたします。 

市民の皆様には、感染された方とそのご家族、関係者の方々への特段のご配慮

をお願いいたします。 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐには、市民一人ひとりの良識ある行動

が、なにより大切です。今一度、気を引き締め直し、緩みなく新しい生活様式

の実践を徹底してください。 

市民の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

令和 2年 8月 8日 市長 水野 光二 



市長メッセージ 

(第 3波「年末年始」集中 緊急対策を受けて) 

全国及び岐阜県での新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、本市におい

ても、感染された方が増加しています。 

「今、感染を止めないと、医療体制のひっ迫の危機にある」と危機感を強めて

います。 

新型コロナウイルスへの対応が長期化する中、第一線で奮闘されている医療従

事者の皆さまに対し、心からの感謝を申し上げます。 

市民の皆さまも、身近なところに新型コロナウイルスが潜んでいることを、改

めて強く意識してください。 

命と暮らしを守るためには、市民一人ひとりの良識ある行動が、なにより大切

です。 

この年末年始は、県をまたぐ不要不急の往来、特に感染リスクの高い地域との

往来は自粛し、大人数での会食を回避するなど、感染防止対策を徹底してくだ

さい。 

市民の皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。 

令和 2年 12月 19日 市長 水野 光二 



市長メッセージ(「年末年始」を迎えるにあたり) 

新型コロナウイルス感染症の第 3波においては、これまでに経験したことのな

い感染拡大が、市内でも広まっています。 

このような状況の中で、店舗の営業時間短縮要請、感染防止対策の徹底にご協

力をいただいている事業者の皆様に、心より感謝申し上げます。 

市民の皆様におかれましては、年末年始にあたり、今一度、感染防止対策を徹

底してください。 

県をまたぐ不要不急の往来や帰省につきましても、自粛をお願いします。 

大人数での会食など、感染リスクの高い場面の回避や、初詣での分散参拝な

ど、対策を徹底してください。 

これ以上の感染拡大を招かないために、最大限の危機感をもって、感染症から

命と暮らしを守りましょう。 

市民の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

令和 2年 12月 24日 市長 水野 光二 
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