実践を
新北海道スタイルとは

6月15日に、市内で2例目となる新たな新型コロナウイルス

感染症の感染者が確認されました。

ナウイルスに負けない、新たな生活の形を築いていきましょう。

国が示した「新しい生活様式」の北海道内での
実践に向けた、新たなライフスタイル、ビジネス
スタイルのこと。

■ 市民の皆さんへ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、新型コロ

新北海道スタイルが目指す姿

・北海道に関わる全ての人の知恵を集め、道民と事業者
の皆さんが連携しながら、北海道全体で感染リスクを
低減する。
・取り組みを可視化することで工夫が工夫を呼び、事業
の継続や新たなビジネスチャンスを拡大する。

厚生労働省が示した「新しい生活様式」の主な実践例をご紹介します。

1.一人一人の基本的感染対策

・人との間隔は、できるだけ2メートル、最低1メートル空ける。
・会話をするときは、可能な限り真正面を避ける。
・外出するときや屋内にいるとき、会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用。
（2歳未満の子どもは、窒息などの恐れがあるため、マスクの着用はやめましょう）
・家に帰ったらまず手や顔を洗う。できればすぐに着替えるかシャワーを浴びる。
・手洗いは30秒程度かけて水とせっけんで丁寧に洗う。手指消毒薬も有効。
・感染が流行している地域への移動は控える。
・帰省や旅行は控えめに。出張はやむを得ない場合を除き控える。
・発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモしておく。

2.日常生活を営む上での基本的生活様式

・こまめに手洗い・手指の消毒を行う。
・咳エチケットを徹底する。
・こまめに換気する。
・3密(密集・密接・密閉)を回避する。
・毎日、定時に体温測定・健康チェックを行う。
・発熱や風邪の症状がある場合は自宅で療養する。

3.日常生活の各場面別の生活様式

●買い物
・1人または少人数で混雑しない時間に行く。
・電子決済を利用する。
・計画を立てて、早く済ませる。
・サンプルなど、展示品への接触は控える。
・レジに並ぶときは、前後の人との間隔を空ける。
●食事
・持ち帰りやデリバリーを利用する。
・大皿を避け、料理は個々に分ける。
・対面ではなく、横並びで座る。
・料理に集中し、会話は控える。
・お酌やグラス・お猪口の回し飲みは避ける。

●娯楽、スポーツなど
・公園を利用するときは混雑しない時間・場所を選ぶ。
・ジョギングは1人または少人数で行う。
・すれ違うときは、距離をとる。
●公共交通機関の利用
・会話は控える。
・混雑している時間帯を避ける。
・徒歩や自転車を併用する。
●冠婚葬祭などの親族行事
・多人数での会食は避ける。
・発熱や風邪の症状がある場合は参加しない。

4.働き方の新しいスタイル

・テレワークやローテーション勤務、時差出勤などを行う。
・会議はオンラインを活用する。
・対面での打ち合わせは、こまめに換気し、マスクを着用する。
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新型コロナウイルスに負けない!

新北海道スタイルの
■ 事業者の皆さんへ

「7つのポイント」
の取り組みをお願いします。

1.スタッフのマスク着用やこまめな手洗いに取り組みましょう。
2.スタッフの健康管理を徹底しましょう。
3.施設内の定期的な換気を行いましょう。
4.設備、器具などの定期的な消毒・洗浄を行いましょう。
5.人と人との接触機会を減らすことに取り組みましょう。
・一定の距離(2メートル程度)の確保
・間仕切りなどの活用や人数制限、空席確保
6.お客様にも咳エチケットや手洗いを呼びかけましょう。
7.お店の取り組みをお客様に積極的にお知らせしましょう。

新型コロナウイルス感染症に関する
「業種ごとの感染拡大予防
ガイドライン」
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が作成した、「業
種ごとの感染拡大予防ガイドライン」を普及し実践していくこ
とが求められています。各事業所でも、ガイドラインを参考に
感染予防の取り組みをお願いします。
「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」
は、ホームページ (https://corona.go.jp/)
をご覧ください。
《詳細》緊急経済対策室 ☎50-6640

「元気づくりファンド
『新しい生活様式』等導入支援事業補助」
をご活用ください

7/31(金)まで(必着)

室蘭商工会議所では室蘭市と連携し、
「新しい生活様式」に
対応する事業者向けの助成を実施しています。感染症拡大防
止対策として、ぜひご活用ください。
詳細は、商工会議所ホームページ（https://
www.murocci.or.jp/2020genkifund/）
をご
覧になるか、お問い合わせください。
対象 次の①〜③をすべて満たす事業者
①室蘭市内に事業所を有している
②新型コロナウイルス感染症の影響により、1カ月の
売上高が前年または前々年の同期と比較し、5パー
セント以上減少している
③新規または既存の内容に新規性を加えた、
「新しい生
活様式」
、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」
に対応するための取り組みを行う
補助額 対象経費の10分の9以内(上限30万円)
《詳細》室蘭商工会議所 ☎22-3196
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「新しい生活様式」
を実践する中での
熱中症に注意しましょう
これから夏を迎えるに当たり、例年よりもいっそ
う熱中症に注意が必要です。熱中症予防のため、以
下の点に気を付けましょう。
●暑さを避けよう！
熱中症予防のためには、エアコンの活用が有効で
す。ただし、一般的な家庭用エアコンは、空気を循
環させるだけで換気を行っていません。新型コロナ
ウイルス対策のためには、冷房時でも窓を開放した
り、換気扇で換気を行う必要があります。換気によ
り室内温度が高くなったときは、エアコンの温度設
定を下げるなどの調整を行いましょう。
●マスクは適宜はずそう！
気温や湿度が高いときにマスクを着用すると、熱
中症のリスクが高くなる恐れがあります。屋外で人
と十分な距離（2メートル以上）を
確保できる場合は、マスクをはず
すようにしましょう。マスクを着
用する場合は、強い負荷の作業や
運動は避けましょう。
●こまめに水分補給しよう！
のどが渇く前に水分を補給しま
しょう。汗をかいたときは、塩分
も摂取しましょう。
●日頃から健康管理をしよう！
定時の体温測定や健康チェックを行い、発熱や体
調が悪いと感じたときは、無理せず自宅で静養しま
しょう。

新北海道スタイルの実践を
クラウドファンディング
「室蘭の飲食店応援プロジェクト」

7/15(水)まで

市内の飲食店の活性化を図るため、商店街の支援組織である「むろらん
商店街づくりサポートセンター」では、室蘭市、室蘭商工会議所と協力し、
クラウドファンディングを活用した「室蘭の飲食店応援プロジェクト」を
実施しています。支援金は、支援者が指定した飲食店に全額お渡しします。
支援者には、指定した飲食店で使用できる、支援金額に20パーセント
を上乗せした飲食券を送ります。
飲食券使用期間

8月1日〜11月30日

クラウドファンディングの申し込みは
専用サイト「ACT NOW」で

ウェブ会議などで使用できる、バーチャル背
景を公開しました。トッカリショや地球岬など、
9種類の背景があります。市ホームページから
ダウンロードできますので、ぜひ、ご利用くだ
さい。

《詳細》広報課 ☎25-2193

特別定額給付金

8/10(月)まで(消印有効)

5月12日から申請書を送付した特別定額給付金は、6月
15日現在、対象世帯の約9割から申請を受け付けました。
申請期限が迫っていますので、受給を予定している世帯は、
早めに申請してください。
対
象
受給権者
支 給 額
申請方法

令和2年4月27日現在、室蘭市に住民登録がある人
対象者の世帯主
対象者1人あたり10万円
郵送または電子申請 (マイナンバーカード、IC
カードリーダライタまたはマイナポータル対応
スマートフォンが必要)で

●申請書が市に返送されています
宛所がなく、6月15日現在、市に約100通が返送されて
います。申請書が届いていない世帯は、ご連絡ください。
《詳細》高齢福祉課特別定額給付金担当 ☎25-2872
FAX 25-3330

新型コロナウイルスに負けない!

室蘭オリジナルの
バーチャル背景をご利用ください

さまざまな支援や
取り組みを進めています

《詳細》むろらん商店街づくりサポートセンター ☎25-1177
市・緊急経済対策室 ☎50-6640

昼食テイクアウト代行支援事業
「RanEats」

7/10(金)まで(予定)

市では、タクシー会社と連携し、市内の企業
にテイクアウト弁当をお届けする「RanEats」
を実施しています。10個以上または1万円以上
から注文を受け付けます。配達日の2日前まで
にタクシー会社にファクスで注文すると、当日
タクシーが弁当をお届けします。
メニュー表や注文方法は、市ホームページを
ご覧ください。
タクシー会社一覧
・金星室蘭ハイヤー
・室蘭つばめ交通
・室蘭日交タクシー
・北海交通
・札幌交通本輪西タクシー
《詳細》産業振興課 ☎22-1117

マスクの寄付を受け付けています
市では、未使用・未開封のマスクの寄付を募っています。
寄付していただいたマスクは、医療機関や高齢者施設な
どに配布する予定です。
皆さんのご協力をお願いします。
マスク寄付箱設置場所
・室蘭市役所本庁舎正面玄関
・戸籍住民課(広域センタービル)
・市民会館事務所
・生涯学習センター「きらん」
管理事務室
・モルエ中島(スーパーアークス
中島店サービスカウンター)
・コープさっぽろ東むろらん店
サービスカウンター
・図書館白鳥台分室(白鳥台ショッピングセンターハック内)
《詳細》健康推進課 ☎45-6610
広報むろらん 2020年7月
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新北海道スタイルの実践を

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
相談内容

相談窓口

新型コロナウイルス感染症の症状などの一般的な
相談

北海道室蘭保健所
北海道保健福祉部健康安全局地域保健課
厚生労働省電話相談窓口

☎24-9833
☎011-204-5020
0120-565653

新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるとき

帰国者・接触者相談センター
(北海道室蘭保健所)
(北海道保健福祉部健康安全局地域保健課)

☎24-9833
☎011-204-5020

特別定額給付金の申請

高齢福祉課特別定額給付金担当

☎25-2872

市税の納付(徴収猶予特例制度申請など)

市税課債権管理係

☎25-2314

市営住宅家賃の納付、空室の情報

市営住宅課

☎25-2685

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納付

保険年金課保険料係

☎25-3024
☎22-1160

介護保険料の納付

高齢福祉課介護保険係

☎25-3029

水道料金、下水道使用料の支払い

水道部料金課

☎44-6118

保険年金課給付係
(国民健康保険に加入の人)

☎25-2702

(後期高齢者医療保険に加入の人)

☎25-3026

感染や感染の疑いで、給与などを受け取ることが
できなかった
(健康保険傷病手当金)

上記以外の人は、加入している健康保険組合などにお問い合わせ
ください。

家賃が払えない、住居を失う恐れがあるなど
(住居確保給付金)

室蘭市社会福祉協議会

☎84-5020

収入の減少や失業などにより、生活に困っている
(特例貸付金)

室蘭市社会福祉協議会

☎84-5020

解雇・休業など労働に関すること

北海道労働局雇用環境・均等部指導課

☎011-707-2700

▲

企業や団体などが取り組んでいる感染防止策の事例を
北海道のホームページで公開しています。ぜひご覧くだ
さい。

▲市民美術館の感染対策

▲市役所本庁舎の間仕切り

新型コロナウイルスに負けない室蘭に
事業者の皆さんが「7つのポイント」に取り組むことで、市民の皆
さんは安心して利用でき、市民の皆さんが「新しい生活様式」を実践
することで、事業者は安心して誘客できます。
皆さんとともに、感染リスクを低減し、新型コロナウイルスに負け
ないまちを目指していきます。
広報むろらん 2020年7月

室蘭市の﹁新北海道スタイル﹂安心宣言

感染拡大を防止する
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連絡先

