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　　　界的に広がる新型コロナウィルス感染症は、日本国内でも感染者は増え、その
　　　影響は大きく長期化しそうです。沖縄県内では、5月に入ってから新規感染者が
出ない日が続き落ち着いているように感じます。これも多くの県民が感染防止に務めた
結果だといえるでしょう。しかし、まだ油断は禁物です。あらためて感染拡大防止のため
の対策をしっかり行いたいものです。日本赤十字社が出しているガイドブックには、新
型コロナウィルス感染症の3つの顔について紹介されています。その3つの顔とは、「病
気」「不安」「差別」です。これらが”負のスパイラル”として更なる感染の拡大につながる
と指摘されています。第１の顔「病気」は、手洗い等の対策を万全にすることで防ぎます。
第２の顔「不安」解消のため、冷静になり生活習慣を整え、心地よい環境作りに努めま
しょう。第３の顔「差別」は、確かな情報を拡め、差別的な言動に同調しないようにする
ことが大事です。また、正義感でルールを守らない人を攻撃するのもやめましょう。自粛
生活が長くなると精神的にも辛くなますが、普段とは異なるこの環境を少しでも楽しく
過ごすために、みんなで力をあわせて乗り切りましょう。今号は「新型コロナをぶっ飛ば
そう！」をテーマに、感染対策や支援情報等、新型コロナ関連情報を掲載しています。

まちがいさがし

新型コロナウィルス感染予防特集 ロゴは、マスクとソーシャルディスタンスをイメージしています

特集：新型コロナをぶっ飛ばそう！
【７つの間違い探し】
上の絵と下の絵には、７つの相違点があります。
おうち時間にチャレンジしてみてください。答え
は，紙面のどこかにあるので探してください。

コロナ禍での
若狭公民館の取り組み
■ブログにて「新型コロナ関連情報」
　（支援情報・過ごし方提案等）掲載
■「わかさ塗り絵」を作成、ブログにて
　無料配布
■特別企画「新型コロナをぶっ飛ばせ！
　みんなの力で乗り切ろう」にて、コロ
　ナ川柳、お家での過ごし方、我が家
　のアート作品を募集
■若狭公民館YouTubeチャンネル
　「みんなの公民館」開設
■LINE公式アカウント開設

世



今回は新型コロナウイルス対策に役立つ暮らしの技を集めてみました。

知って
おきたい 暮らしの技暮らしの技コロナ関連情報

感染対策・支援情報・暮らしの技

新型コロナウイルスに関する情報は、那覇市や厚生労働省のHPで詳しく
掲載されています。また、若狭公民館でも関連情報を発信しています。

マスクはなんのためにするのでしょうか？

全国すべての人々に
（外国人も対象） 特定定額給付金

子育て世代の方々に 子育て世代への
臨時特別給付金

一律1人あたり10万円
申請は郵送又はマイナポータルで

相談ダイヤル　0120-260-020
（平日9:00～18:30）

那覇市臨時給付金コールセンター
098-993-5560

収入減で
生活が苦しい

緊急小口資金・
総合支援資金

国民健康保険等
の減免

最大80万円(二人以上世帯)
最大65万円(単身世帯)

那覇市社会福祉協議会
098-857-7766

那覇市国民健康保険課
098-862-4262
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売上月額が半分以下で
家賃の支払いが苦しい 持続化給付金

雇用を維持できない 雇用調整助成金 沖縄労働局職業安定部助成金センター
098-866-1606
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新型コロナ感染対策新型コロナ感染対策

子ども1人当たり1万円
改めての申請不要

休業による収入減で
 住居を失うおそれ 住居確保給付金 那覇市就職・生活パーソナルサポートセンター

098-917-5348家賃相当額を支援
原則3か月,最長9か月

収入減で
 保険料が払えない
生活が苦しくて

 税,公共料金が払えない

国民健康保険料、介護保険料、
  国民年金保険料等を減免
国税・地方税、電気・ガス・ 
電話料金、NHK受信料等 の
各種公共料金の支払を猶予

納税猶予，
公共料金の支払猶予

国税　 098-942-5501
地方税 098-861-6902
各種公共料金は、各事業者まで

中堅・中小・小規模 最大200万円
フリーランス含む個人事業主 最大100万円

事業縮小でも雇用維持を図った場合
休業手当の一部を助成

売上減で
資金繰りが厳しい

売上減で
税,社会保険料が苦しい

売上減で
固定資産税が払えない

実質無利子・
無担保融資

国税，地方税，
社会保険料の納付猶予

固定資産税・
都市計画税の減免

3年間無利子,最長5年間元本据置
 日本政策金融公庫・地銀・信金・信組等

持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570

沖縄県商工労働部中小企業支援課
098-866-2343

売上が一定程度減少の場合、 1年間、
無担保かつ延滞税なしで猶予

国税　 098-942-5501
地方税 098-861-6902

売上が一定程度減少の場合、 
来年度は2分の１又はゼロに減免

相談ダイヤル　0570-077-322
納税課　098-861-6902

その他　中小企業・小規模事業所経営相談窓口
　　那覇商工会議所　098-868-3758 / 沖縄県信用保証協会　098-863-5300 / 沖縄県よろず支援拠点　098-851-8460

その他　生活や就職に関する困りごとの相談窓口
　　失業、借金、DV、引きこもり、病気、家族関係等について、不安や困りごと　

那覇市就職・生活パーソナルサポートセンター
098-917-5348

コロナウイルスは、熱・咳・くしゃみなどを引き起こす「かぜ」の原因となるウイルスです。主に飛沫感染や接触感染で広がります。
■飛沫感染
感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つば など）と一緒
にウイルスが放たれて、他の人がそのウイルス
を口や鼻から吸い込んで感染します。

■接触感染
感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に
触れるとウイルスが付きます。それを他の人が触るとウイルス
が手に付着し、その手で口や鼻を触って粘膜から感染します。

コロナウイルスは、自分自身では増えることはありません。また、皮膚についただけでは
感染せず、身体の中の決まった場所にたどり着かなければ感染しません。
ということは、ちょっと意識を変えるだけで、感染症を防ぐことができるのです！

〈感染防止のために行うこと！〉
□まめに手洗い・手指消毒 □咳エチケットの徹底 　□こまめに換気
□身体的距離の確保 □三密（密集・密接・密閉）の回避
□毎朝、体温測定・健康チェック。発熱または風邪の症状がある場合は、無理せず自宅療養

換気の悪い
密閉空間

多数が集まる
密集場所

間近で会話や
発声する
密接場所

３つの条件
がそろう場
所がクラス
ター（集団
感染）発生
のリスクが
高い！

３つの　　を避けましょう！密

収入減や休業失業、生活面での不安など、各種相談窓口の連絡先です。ご活用ください。

新型コロナウイルスに関する各種支援制度一覧
（那覇市HP）

感染予防で快適！買い物のコツ
感染予防には、人との接触を控えなければなりませんが、生
活必需品の買い物に出かける機会はよくあります。予防に努
めながら快適に買い物をするコツをご紹介します。
①買い物は1人またはできるだけ少人数で行きましょう
②混雑する時間を避けましょう
③咳エチケットを守ろう
　（マスクを着用し、顔を触らない）
④手やカート・カゴを清潔に
　（消毒液があれば消毒しよう）
⑤お店の滞在時間をできるだけ短く
　（事前にリストアップ、短時間で効率的に）
⑥レジに並ぶ際は、十分間隔を開ける
⑦キャッシュレス決済を活用
　（お金の受渡しがなく時短にもなる）
⑧帰宅後はしっかり手洗い、消毒しよう
⑨急ぎでないものは通販を活用しよう

備
蓄 備蓄はローリングストック
買い出しの回数を減らし、防災にも役立つのが「ローリング
ストック」。家計や場所に無理がない程度にカップラーメンや
レトルト食品、缶詰などを備蓄しておき、災害に備えるという
ものです。災害時の備蓄食料はいつの間にか賞味期限切れ
で食べられなくなっているということもありますが、これは日
常的に食べる好きな食品をストックし消費した分を補充す
ることで、無駄なく無理なく備蓄ができます。
コロナ禍で外出を控えたいこの時期に、ローリングストック
を始めてみるのはいかがですか。
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ローリング
ストック

備える 食べる

買い足す食べなれたものを常備！

布マスクのお手入れ方法
布マスクは、洗濯機の強い力で洗うと繊維が傷んで、糸がほ
つれたり歪んだりします。また、ウイルスが他の布類に付着す
る可能性もあります。長く大事に使うために、しっかりきれい
にするためのお手入れ方法をご紹介します。
①洗面器に衣料用洗剤を入れマスクを10分ひたします。
　（一般的に２ℓの水に対して0.7mlが目安。小さいスプーンの2分の1くらい）
②10分後に軽く押し洗いをします。ここでポイントは、マスクの繊維
　をいためる可能性があるのでもみ洗いをしないこと。
③洗い終わったら、桶に入っている洗剤を流し、桶に水道水をため
　て、マスクの洗剤を水道水ですすぎます。洗剤液とすすぎ液には
　ウイルスが含まれている可能性があるので、飛び跳ねないように
　ゆっくり流して、十分にすすげたら水気を切ります。
④塩素系漂白剤を水１ℓあたり15mℓ程度を溶かし、その中にマス
　クを10分間浸し、10分経ったら桶の漂白剤を飛び跳ねないよう
　にゆっくり流します。
⑤最後に桶にたっぷりと水を入れて、すすぎます。漂白剤が落ちるよ
　うに、2回ほど繰り返します。
⑥十分にすすげたら、タオルに挟んで水気を切ります。水気がなくな
　ったら、形を整えて日陰で乾かしまょう。

〈用意するもの〉
◎衣料用洗剤　◎塩素系漂白剤
◎大きめの洗面器、桶　
◎清潔なタオル　◎台所用手袋
◎洗濯バサミ

★他のマスクと一緒に洗わない！
★炊事用手袋を使用する！
★周りに飛び散らないように水はゆっくり流す！
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ご
み ご家庭でのマスクの捨て方
新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やその疑い
のある方がご家庭にいる場合、鼻水等が付着したマスクやテ
ィッシュ等のごみを捨てる際には注意が必要です。
★ごみ袋などを直接さわらないようにする
★マスクやティッシュなどは、ごみ袋に直接入れない
　（ビニール袋等に入れてから捨てる）
★ごみ袋はしっかり結びごみが外に飛び散らないようにする
★ごみを出した後はしっかり手洗いする
上記「ごみの捨て方」を守ることにより、ご家族だけでなく、家
庭から出されたごみを扱う廃棄物処理業者の方への感染症
対策にも有効です。

那覇市HP 那覇市新型
コロナ関連情報

厚労省新型
コロナ関連情報

若狭公民館ブログ
コロナ関連

YouTube
「みんなの公民館」

説明動画






