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全国初！副区長が当区で戦時管制実施の呼びかけ 

新浪网 news.sina.com 2020-02-13 00:25 来源： 北京青年报 政知道 

-------------------------------------------------------------------------------- 

『十堰晩報』の報道によれば、02月 12日夜、十堰市張湾区新型コロナウィルス肺炎予防管理指揮部

が第 27号通告を発表、同市は張湾区全域を 02月 12日 24時より戦時管制を実施し、区内の建物全てを

一律に完全封鎖管理状態に置くとしたが、管制措置は原則上 14 日間を一つの周期とするが、全市及び

張湾区の予防管理の効果を見て、封鎖解除の前倒しや期間延長を決定する。 

 

通告全文は以下の通り： 

 

張湾区全域で戦時管制実施する旨の緊急通知 
 

在宅隔離や集団予防集団治療の厳格実施は、新型コロナウィルス肺炎の感染伝染を防止するための科

学な対策であり、人民集団の健康と生命の安全を保護するための切迫した中で必要なものである。 

人員流動の減少化、病原の可視化で、肺炎の拡散防止、長期にわたる消耗戦を防止するため、『治安管

理処罰法』や『感染症予防治療法』と『突発公衆衛生事件緊急条例』などの関連法規を基に、以下に張

湾区での緊急戦時管制実施関連の通告するものとする。 

 

一、 全ての建物を完全閉鎖し、医療スタッフや医薬品・物資従業員、防疫公務員及び水電ガスや通信

ネットワーク、食料などの基本民生保障従業員でないものは全員の出入りを禁ずる。 

（原文では、「非」の一文字がつくのは医療スタッフの前だけですが、意味を考えると、上述の

ようになります。 直訳風にすると『全ての建物を完全閉鎖し、医療スタッフでないものや医薬

品・物資従業員、防疫公務員及び水電ガスや通信ネットワーク、食料などの基本民生保障従業員

は全員出入りを禁ずる』となり、工場労働者や建設作業員、会社員はどうなるの？っということ

になってしまいそうなので、私の訳の方が正しいのかなぁと思っています。） 

二、 全ての小区（コミュニティ）、中庭、及び宅地は、厳重に封鎖・管理されるものとする。 防疫用

車両や、公務用車両、医療従事者用車両、貨物及び救護車両、消防や救助車両、警察車両でない

車両の出入りはこれを禁止する。（やはり、『非』は後に続くもの全てにかかるもののようです。 

きちんと一つずつに非をつければわかりやすいのですが、、） 

三、 全ての住宅地区（スポット）は、厳重に戦時管制を実施されるものとし、住民の基本生活上必要

な物資は、郷鎮や街道（開発区や工業新区）及び村の住民委員会が責任をもって定められた時間

に定められた品種を定価にて配送されるが、緊急に必要となる薬品は購入の代行サービスを実

施する。 

四、 全ての小区（コミュニティ）、建物、中庭、住民スポットは、郷鎮街道（開発区・工業新区）及

び村（住民）委員が一括して市の『沈没幹部（下沉干部という中文の意味が不明です。ごめんな

さい）』や区下の郷鎮や村（社区）の二級幹部及び村（住）民や物業人員を手配して 24時間当直

勤務で出入り口のガードにあたり、特定の基準を満たさぬ住民が外出や建物・小区から出ること

を禁ずる。 

五、 小区や中庭、建物、道路の出入り口に設置された隔離・警戒、封鎖管理施設に無理やり侵入した

ものは全員を拘留する。 

六、 全ての郷鎮や街道（開発区、工業新区）の弁公室及び村（居民）委員会は、戦時管制を実施し、

実際の状況に応じて、最も厳格で、最も効果的な管制策を策定し、各家にまで宣伝をして、公安

機関とともに厳格な管理封鎖にあたる。 

七、 党員や幹部、住民は、全て居住地の村（居）委員会の統一指導と指示に無条件で服従せねばなら

ず、現場の防疫活動に参加せねばならない；  集中隔離が必要な濃厚接触者や発熱者については、

一律張湾区の医学観察地点に集中させる。 

八、 本通告の戦時管制措置は 2020年 2月 12日 24時より全面実施され、原則上 14日間続けられる

が、全市及び張湾区の新型コロナウィルス肺炎の予防管理効果を見て、解除の前倒し或いは実施

継続するかを決める。 

 



異常な時期に異常なことだが、どうしてもやらなければならないもの、万やむを得ないことだ。 

多くの住民に多くの困難と不便をもたらすが、ご理解と支持を戴き、協力していただきたい。 

 

ここに通知するものである。 

 

十堰市張湾区新型コロナ肺炎予防管理指揮部 

2020年 2月 12日 

 

 

政知道（微信 IDは upolitics）は、この通告分以外に、『十堰晩報』が張湾区の副区長であり、区予防

指揮部の副指揮長である肖旭氏執筆の『14日間は一緒に家に閉じ籠もろう！』を配信していたことに注

目している。 

 

文中、肖旭副区長は、末端の幹部グループによる徹底的な対策でも患者全員とその濃厚接触者に関す

る情報を百パーセント掌握できてはいない中、どんなに時間やマンパワーがかかろうとも、一人残さず

『潜在的脅威』を発見することは難しく、苦渋の決断をした。 一旦立ち止まり、病気の原因を明らかに

しようと率直に語っている。 

 

全文は以下の通り：  

 

現在、当市における新型コロナウィルス肺炎患者は二つのカテゴリーに分類される： 一つ目は、武漢

やその他の疫区から戻ってきたウィルス感染者とウィルス・キャリアー； 二つ目は、これらの感染者や

キャリアーに移された第二代、第三代の患者だ。 

 

『原因不明』の発症者については、正確に感染源となった人をトレースして確定することは当面難し

いが、例外なく渡航歴や暴露歴と密接に関連している。 

 

肺炎の蔓延拡散を防止する有効手段は、早期に患者及びその濃厚接触者を見つけ出し、隔離と治療を

することで感染源の制御と感染ルートの遮断をすることだ。 が、実際は非常に厳しいものだ。 

 

人は多く、面も広大、時間も長くかかる、これに加えて、人々はみな手を抜きたがり、面倒なことを

嫌がり、自分だけは運に恵まれている、或いは、あれやこれやと心配して、事実を報告せず、協力する

ことに積極的ではない。 末端の幹部たちが 20日間にわたり昼夜を問わず奮戦しているが、万策尽きた。 

我々は、まだ患者と濃厚接触者の情報を百パーセント把握しているわけではなく、一定数の調査対象

がいまだに街に散らばっており、法律の範囲外におかれているのだ。 

 

しかし、すべての患者とその密接な接触の情報を 100％把握することはできませんでした。特定の数

の調査対象が都市部や農村部にまだ散在しており、それらが法外であることが心配です。 

 

彼らは誰？ 何人いる？ どこにいるのか？ どこにいたのか？ 我々には識別・判断・予知・予防する

すべがないのだ。 これらの人が感染していないことを確信しているか否か、感染していないことを保

証できるか否か、彼らが別の人に感染させた恐れを排除できるか否か、我々もまた判らない。 

 

これらの『（世を憚って）自分の姓名を人に隠す』患者もまた受難者なのだ。 彼らは病気の苦痛に耐

えてきた、或いはこれから耐えようとしているが、我々は彼らに不平を言えるだろうか？ 肺炎は今な

お蔓延拡散しており、我々は一体どのようにすればよいのか？ 

 

やられっ放しというのは明らかにダメ、絶対にダメだ。 我々はもう待ってはいられない、 待つべき

ではない。決断をし、時期を外さずに行動をおこすべきだ。眼前の利益に惑わされず、一時的な困難に

影響を受けず、一歩動いて次の一歩を見るという感染症予防の神話を打ち破り、事なかれ主義や順番通

りにといった惰性的な考え方を破棄し、業務再開や市場再開といった利益的な衝動を抑えて、「治療は

最低ライン、予防管理こそがキーだ」という認識を厳密に把握し、厳格な人の流動制限や隔離といった

基本的対策を断固として実施し、時間や力量、エネルギーを集中することで予防管理戦に勝利する。 

 

研究により、新型コロナウィルスの潜伏期は一般的に 14日を超えないが、個別の例外として 24日を



超えないということが証明されている。 どれだけ時間がかかりパワーをかけてでも、『潜在的な脅威』

を見つけそれら全てを管理することはほぼ不可能だが、心構えすることはできる。 我々は市民皆で困

難を分かちあい、静を以て動を制そう。 今後、14 日間は全員一緒に家の中で過ごし、自分自身を保護

し、お互いを隔離すると同時に、建物への立ち入りを継続し、監視、調査、早期警告をし、建物への立

ち入りを継続し、病気の原因を明らかにし、短期間の痛みを以て長期の痛みを避け、時間を空間スペー

スと入れ替えて考える。 『陣地戦』から『絶滅戦』への条件を整えることで肺炎狙撃戦への最終勝利を

実現しよう。 

 

『都市封鎖』をさらに厳格にし、我々全員であと 14日間ともにこれを堅持して行こう！ 

 

編集責任： 趙 明 

 

https://news.sina.com.cn/c/2020-02-13/doc-iimxxstf0950982.shtml 

 

 

The first in the country! The deputy district chief shouted that this district will 

implement Wartime Control from now on. 
Sina news.sina.com 2020-02-13 00:25 Source: Beijing Youth Daily 

-------------------------------------------------------------------------------- 

According to the "Shiyan Evening News" report, on the evening of February 12, the novel coronavirus pneumonia 

epidemic prevention and control headquarters in Zhangwan District, Shiyan City issued Circular 27, the city 

announced that Zhangwan District will implement wartime control from 24:00 on February 12, and all buildings 

will be fully closed. In principle, the control measures take a period of 14 days, and they can be lifted or continuously 

implemented depending on the effect of epidemic prevention and control in the city and Zhangwan District. 

 

The full text of the announcement is as follows: 

 

Urgent Notice of Wartime Control in Zhangwan District 
 

Strict implementation of home isolation and group prevention and treatment is a scientific policy to prevent 

infection and infection of New Coronary Pneumonia, and an urgent need to safeguard the health and life of the 

people. 

 

In order to reduce the flow of people, force the exposure of the source of the disease (Miyamoto’s note: this 

should be a simple mistake, it should be to reduce the exposure of the disease source, am I corrct?), curb the spread 

of the epidemic, and avoid long-term consumption, in accordance with relevant laws and regulations such as the 

“Law on Public Security Management Punishment”, the “Law on Prevention and Control of Infectious Diseases”, 

and the “Regulations on Public Health Emergencies”, etc. The followings are matters concerning the urgent 

implementation of wartime control in the Zhangwan jurisdiction: 

 

1. All buildings will be fully closed. All residents, non-medical personnel, medical supplies practitioners, anti-

epidemic officials, and basic people's livelihood security practitioners such as hydropower, oil and gas, 

communication networks, food and vegetables will not be allowed to enter the building. 

2. All communities, courtyards, and residential areas shall be strictly sealed and controlled. Except for epidemic 

protection vehicles, official vehicles, medical personnel vehicles, trucks and special vehicles such as 

ambulance, fire fight, rescue, police vehicles, etc. all vehicles are prohibited from entering and exiting. 

3. All residential areas (points) shall strictly implement wartime control. Townships, sub-districts (development 

zones, industrial new areas) and village (neighborhood) committees are responsible for the distribution of 

basic necessities for residents, and the prices are determined by species and prices. Urgently needed 

medicines are purchased for those who need them. 

4. All communities, buildings, courtyards, and residential areas shall be arranged by the township streets 

(development zones, industrial new areas) and village (neighbourhood) committees to arrange city, district 

sinking cadres, township streets, village (community) cadres and villagers (residents) and property personnel 

are on duty 24 hours a day, residents who do not meet specific approval conditions are forbidden to go out, 

go out of the building, or go out of the community. 

5. All those who forcibly break into the isolation, vigilance, sealing and control facilities set up in residential 

quarters, courtyards, buildings, and road entrances will be detained. 

6. All townships, neighbourhood offices (development zones, new industrial zones) and village (neighborhood) 

https://news.sina.com.cn/c/2020-02-13/doc-iimxxstf0950982.shtml


committees will implement wartime control, and formulate the strictest and most effective control measures 

based on actual conditions, together with public security organs for strict manage and strict control. 

7. All party members and cadres and residents must unconditionally obey the unified leadership and dispatch 

of the village (neighborhood) committee in the place of residence, and participate in the epidemic prevention 

work in situ; All close contacts and fever personnel who need centralized isolation will be concentrated in 

Zhangwan District Medical Observation Point. 

8. The wartime control measures in this notice will be fully implemented from 24:00 on February 12, 2020. In 

principle, a period of 14 days will be adopted, which will be lifted or continuously implemented according 

to the city and Zhangwan District's novel cornoavirus pneumonia epidemic prevention and control effect. 

 

In extraordinary times and extraordinary actions, it is imperative and unavoidable. 

 

Residents of the entire district are requested to stay at home for another 14 days, protect themselves and isolate 

each other, wait for the virus to appear, force the source of the disease to be exposed, and strive to not be infected 

and resolutely not contagious. 

 

This brings a lot of difficulties and inconveniences to the majority of residents. Please understand for your support 

and cooperation! 

 

We hereby notice this. 

 

Novel Coronavirus Pneumonia in Zhangwan District, Shiyan City 

Epidemic Prevention and Control Command 

February 12, 2020 

 

Zheng knew (WeChat ID: upolitics) noticed that in addition to this announcement, "Shiyan Evening News" 

distributed an article "Let's stay at home for 14 days together" by Xiao Xu, deputy head of Zhangwan District and 

deputy commander of District Defense Command, Shiyan. 

 

In the text, Xiao Xu frankly stated, the exhaustive measures of the grassroots cadres have not yet fully grasped 

the information of all patients and their close contacts, we have determined to stop here, and expose the source of 

the disease. 

 

The full text is as follows: 
At present, patients with novel coronavirus pneumonia in our city are divided into two categories: First, the virus-

infected persons and carriers returned from Wuhan and other epidemic areas; The second is the second- and third-

generation cases transmitted by these infected persons and carriers. As for the patients with "unknown cause", 

although it is difficult to accurately trace the source for a while, but without exception, it is closely related to its 

travel history, and contact history. 

 

An effective means to prevent the spread of the epidemic is to find all patients and their close contacts as soon as 

possible and isolate and treat them, so as to control the source of infection and block the route of transmission. But 

reality is so difficult. 

 

Because there are many people, a wide range of people, a long-time consumption, and people who think he/she 

is trouble-free, afraid of troublesome things, fluke or other concerns, they do not report truthfully and do not 

cooperate actively. Although grassroots cadres and people have fought day and night for 20 days, exhausting their 

methods. We have not been able to grasp 100% of the information of all patients and their close contacts. We are 

worried that a certain number of investigation objects are still scattered in urban and rural areas, and they are at 

large outside the law. 

 

Who are they? how many people? Where are they Where have you been? We cannot identify, judge, predict, and 

prevent. We also do not know whether these people can be sure that they are not infected, whether they can guarantee 

that they are not infected, and whether they can rule out infection. 

 

These "incognito" patients are also victims, and they have or will soon endure the suffering of the disease. How 

can we complain about them? The epidemic is still spreading. What should we do? 

 

Always being beaten obviously does not work, and absolutely cannot work. We should not wait any longer, we 

cannot wait any longer, we must be determined and act decisively. Not bewildered by immediate interests, not 



affected by temporary difficulties, resolutely get rid of the one-step, one-step look at epidemic prevention myth, 

resolutely abandon the inertia of thinking that is stable and step by step, and resolutely resist the urge to return to 

work and return to market, strictly grasp the recognition that "rescue is the bottom line, prevention and control is 

the key", resolutely implement the fundamental measures to limit personnel movements, and strictly isolate 

personnel, and concentrate time, strength, and energy to win the prevention and control fight. 

 

Studies have shown that the incubation period of novel coronaviruses generally does not exceed 14 days, and 

individual exceptions do not exceed 24 days. Since no matter how time-consuming and labor-intensive it is, we can 

hardly find out the "potential threats" and manage them all, then we might as well make up our minds. We all citizens 

shall share the difficulty and get control over movement. From now on, we will stay together for another 14 days at 

home, protect ourselves, and isolate each other. At the same time, we will monitor, investigate and do early warning, 

and continue to enter the houses, will expose the source of the disease, avoid short pain and avoid long pain, and 

exchange time for space. In this way, the conditions for transitioning from "positional warfare" to "annihilation 

warfare" were created, so as to achieve the ultimate victory of the epidemic resistance war. 

 

May the "closed city" be stricter, let us stick together for another 14 days! 

 

Editor-in-Chief: Zhao Ming 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

全国首个！副区长喊话，这个区今起实施战时管制 
新浪网 news.sina.com 2020-02-13 00:25 来源： 北京青年报 政知道 

-------------------------------------------------------------------------------- 

据《十堰晚报》报道，2 月 12 日晚，十堰市张湾区新冠肺炎疫情防控指挥部发布第 27 号通告，宣布张湾区全

域从 2 月 12 日 24：00 起实施战时管制，所有楼栋一律实施全封闭管理，管制措施原则上以 14 天为一周期，视

全市及张湾区疫情防控效果予以提前解除或持续实施。 

 

通告全文如下： 

张湾区全域实施战时管制的紧急通告 

严格实施居家隔离、群防群治，是防止感染传染新冠肺炎的科学之策，是维护人民群众身体健康和生命安全

的迫切之需。为减少人员流动，倒逼病源暴露，遏制疫情扩散，避免长期消耗，根据《治安管理处罚法》、《传染

病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规，现就张湾辖区紧急实施战时管制有关事项通告

如下： 

 

一、所有楼栋一律实施全封闭管理，所有居民非医护人员、医药物资从业人员、抗疫公务人员和水电油气、

通讯网络、粮食蔬菜等基本民生保障从业人员，不得出入楼栋。 

二、所有小区、庭院、居民点一律严格封控，非抗疫车辆、公务用车、医护人员用车、货车和救护、消防、抢

险、警车等特种车辆，其它车辆一律禁止出入。 

三、所有居民区（点）一律严格实施战时管制，居民基本生活必需物资由乡镇、街道（开发区、工业新区）及

村（居）委会负责定时、定品种定价格配送，急需药品实行代购服务。 

四、所有小区、楼栋、庭院、居民点一律由乡镇街道（开发区、工业新区）、村（居）委会统筹安排市、区下

沉干部和乡镇街道、村（社区）两级干部以及村（居）民、物业人员 24 小时值守把守，不符合特定批准情形的

居民一律禁止出门、出楼、出小区。 

五、所有强行冲闯小区、庭院、楼栋、道路出入口设置的隔离、警戒、封控设施的，一律拘留。 

六、所有乡镇、街办（开发区、工业新区）及村（居）委会一律实施战时管制，根据实际情况制定最严格、最

管用的管制措施，广而告之，宣传到户，会同公安机关从严管理、从严封控。 

七、所有党员干部居民必须无条件服从居住地村（居）委会统一领导和调度，就地参与防疫工作；所有需要

集中隔离的密接人员、发热人员一律集中入住张湾区医学观察点。 

八、本通告战时管制措施自 2020 年 2 月 12 日 24：00 全面执行，原则上以 14 天为一周期，视全市及张湾区

新冠病毒肺炎疫情防控效果予以提前解除或持续实施。 

 

非常时期、非常之举，势在必行、迫不得已。请全区居民一起再居家坚守 14 天，自我防护，相互隔离，静待

病毒出现，倒逼病源暴露，力求不感染，坚决不传染。 

 

由此给广大居民带来诸多困难与不便，敬请理解支持、谅解配合！ 



 

特此通告。 

 

十堰市张湾区新冠肺炎 

疫情防控指挥部 

2020 年 2 月 12 日 

 

政知道（微信 ID：upolitics）注意到，除了这份通告，《十堰晚报》发配发了十堰市张湾区副区长、区防指

副指挥长肖旭的一篇文章《让我们一起再居家坚守 14 天》。 

 

文中，肖旭直言，基层干部群众穷尽办法仍未百分之百掌握所有病患及其密切接触者的信息，既然无论怎么

耗时费力也难以将“潜在威胁”不漏一人地找出来，就不妨痛下决心，以静制动，倒逼病源暴露。 

 

全文如下： 

目前，我市新冠肺炎患者分两类：一是从武汉及其它疫区返回的病毒感染者和携带者；二是被这些感染者、

携带者传染的二代、三代病例。至于“不明原因”发病的患者，一时虽难以准确溯源定断，但无一例外与其年

前年后的旅行史、出行史、接触史密切相关。  

 

防止疫情蔓延扩散的有效手段，就是尽早尽快找到全部病患及其密切接触者，对他们进行隔离和治疗，从而

控制传染源，阻断传播途径。 但是，现实是残酷的。 

 

由于人多、面广、时间长，加之还有人图省事、怕麻烦，心存侥幸或者这样那样的顾虑，不如实报告、不积极

配合，虽然基层干部群众 20 天来昼夜奋战，穷尽办法，但是我们还未能百分之百地掌握所有病患及其密切接触

者的信息，我们担心，仍有一定数量的排查对象仍然散居城乡，逍遥“法”外。  

 

他们是谁？有多少人？他们在哪儿？去过哪儿？我们无法识别、判断、预知、防范。我们也不知道，这些人

是否能确知自己没感染，能不能保证自己不被感染，他们能不能排除感染他人。 

 

这些“隐姓埋名”的患者也是受难者，他们已经或者即将忍受疾病的煎熬，我们又怎么忍心抱怨他们呢？疫

情仍在蔓延扩散，我们到底该怎么办？ 

 

被动挨打显然不行，也绝对不能。我们不宜再等、不能再拖，必须痛下决心、当机立断，不为眼前利益所惑，

不为暂时困难所动，坚决破除走一步、看一步的防疫迷思，坚决摒弃四平八稳、按部就班的惯性思维，坚决抵

制急于复工复市的利益冲动， 严格把握“救治是底线、防控是关键”这个认识，坚决落实限制人员流动、严格

人员隔离的治本之策，集中时间、集中力量、集中精力打赢防控阻击战。  

 

研究证明，新冠病毒潜伏期一般不超过 14 天，个别特例不超过 24 天。既然我们无论怎么耗时费力也难以将

“潜在威胁”不漏一人地找出来，全部管起来，那么就不妨痛下决心，我们全体市民有难同当、以静制动，从

现在开始，一起再居家坚守 14 天，自我防护，相互隔离，同时监测排查预警继续进楼入户，倒逼病源暴露，以

短痛避长痛，以时间换空间，以此创造从“阵地战”转变为“歼灭战”的条件，从而实现疫情阻击战的最终胜

利。 

 

愿“封城”更严格，让我们一起再坚持 14 天！ 

 

点击进入专题： 

聚焦新型冠状病毒肺炎疫情 
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