
●まずは、かかりつけ医に電話で相談しましょう。
　かかりつけ医の指示する時間や方法で受診してください。連絡をし
ないで受診することは控えてください。

●以下のいずれかに該当する人は、すぐに24時間相談窓口の北海道
新型コロナウイルス感染症健康相談センター(☎0800-222-0018)
に連絡してください。

・息苦しさ(呼吸困難)や強いだるさ(倦怠感)、高熱などの症状がある
・重症化しやすい人で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある

・上記以外の人で、発熱や咳など比較的軽い風邪症状が4日以上続
いている

基本的な感染防止対策
・3密(密閉・密集・密接)を避ける
屋外でも密集・密接には要注意
窓やドアを開け、こまめに換気する
他の人と十分な距離をとる

・会話をするときはマスクを着用する
5分間の会話は1回の咳と同じといわれている

・手洗いを丁寧に行う
・身近な物（食器や手すり、ドアノブなど）を消毒・除菌
する
・体調が悪いときは、無理をしない。風邪症状があると
きは、外出を控える

健康の維持
・毎日の体調チェック
検温、風邪症状などの有無を記録しておきましょう

・バランスのよい食事
３食欠かさず規則正しい生活を心掛けましょう

・適度な運動
動かない状態が続いていると心身の機能が低下し
「動けなくなる」ことが懸念されます。人混みを避
けて、一人や限られた人数で散歩や、家の中や庭な
どでできるラジオ体操やスクワットなどの運動を行
いましょう

1事業者当たり上限20万円を支給します

※申請書などは、市ホームページまたは以下の場所に
備え付けています。
•市役所本庁舎(正面玄関内)（幸町）
•戸籍住民課(広域センタービル)（海岸町）
•室蘭商工会議所(海岸町)
•よってけ浜町(中央町)
• ぷらっと。てついち(輪西町)
• 蘭東支所(東町)
• ふれあいサロンほっとな～る(中島町)
• 中島飲食店組合(中島町)
• 白鳥台ショッピングセンターハック(白鳥台)

申請書に必要事項を記入し、必要書類と併せて郵送で

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による申請と電
話によるお問い合わせにご協力をお願いします

申請方法

次のすべてに該当する事業者
（個人事業者・法人事業者)
•室蘭市内に店舗を有し、食品衛生法に基づく
「飲食店営業許可」または「喫茶店営業許可」を
受け、当該店舗内で飲食物を提供している

•通常の営業時間が22時を超えて営業している
• ｢新北海道スタイル」の実践に取り組んでいる
•従業員が5人以下
•今後も事業を継続する意思がある
•令和2年8月31日以前に創業している
• 令和2年9月から11月まで、または、10月から
12月までの3カ月の合計売上高がそれぞれ前年
同期比で30パーセント以上減少している

1事業者当たり上限20万円
2月26日(金)まで(消印有効)

　新型コロナウイルス感染症の影響で、引き続き厳しい経
営環境にある市内特定飲食店などに対し、経営維持のた
めの臨時支援として、事業全般に広く活用できる給付金を
支給します。

《申込先・詳細》室蘭市緊急経済対策室 ☎50-6640　　051-8530 海岸町1-4-1 むろらん広域センタービル1階

対　　象 給 付 額
申請期間

※医療機関を受診しないまま体調が改善した場合でも、申請
できる可能性があります。申請方法などの詳細は、お問い
合わせください。

※上記以外の健康保険に加入している人は、勤務先や加入し
ている健康保険にお問い合わせください。

※休業などや創業時期の事由により、令和元年9月～11月、また
は、10月～12月の売上高の全部、または、一部が無い場合の特
例計算もあります。

給与の支払いを受けている人(事業主を除く)で、
新型コロナウイルスに感染またはその疑いによ
り仕事に就けず、給与などを受け取ることがで
きなかった人
令和2年1月1日～令和3年3月31日(予定)
支給開始日から最長1年6カ月
医療機関の証明書　など

・自宅を含み、同居者以外との5人以上や2時間を超
える長時間の飲食を控える
・重症化リスクの高い人と接する人や重症化リスクの
高い人は、マスクの着用や手洗いなどを更に徹底
・年末年始の挨拶回りはオンラインなどで
・テレワークや時差出勤の徹底
・オンライン帰省も検討

　北海道では、1月15日まで集中対策期間を延長しました。
　今一度、新型コロナウイルス感染症のことを理解して、「うつ
らない」「うつさない」行動で感染拡大を防ぎましょう。

《詳細》保険年金課

国民健康保険、
後期高齢者医療保険の傷病手当金の
対象期間が延長になりました
対　　象

対象期間
支給期間
用意する物

2月28日まで、市ホームページに設置している
申請フォームに必要事項を入力、または、市
ホームページに掲載の申請書をメールか郵送で
※本人、または、保護者が申し込んでください。

申込方法

次の項目に該当する人

学生ふるさと応援便の申込期間を2月28日まで延長しました

対　　象

※各保険料のその他の減免申請や納付相談も随時受け付け
ています。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年の収入が令
和元年の収入より30パーセント以上減少した人は、保険料
が免除になる場合があります。免除になる金額は、令和元年
の所得額や世帯員の収入状況によって異なります。
　各保険料の減免申請には、申請書と収入が減少している
ことを確認できる書類が必要です。申請方法などの詳細は、
お問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、室蘭市への帰
省が難しい道外在住の学生を応援するため、室蘭の特産品
をお届けします。

•平成7年4月2日～平成14年4月1日に生まれた人
•申請時点で、保護者が室蘭市に居住している人
• 現在、大学、大学院、短期大学、専修学校、各種学校などに
通っていて、日本国内で道外に居住している人

《詳細》国民健康保険料、後期高齢者医療保険料
　　　　　…保険年金課 ☎22-1160・25-3024
介護保険料…高齢福祉課 ☎25-3029

《申込先・詳細》総務課 ☎25-2215

国民健康保険料、
後期高齢者医療保険料、介護保険料の
減免申請は3月31日（必着）まで

減免対象保険料

支 援 や 給 付 の お 知 ら せ

国民健康保険に加入している人…☎25-2702
後期高齢者医療保険に加入している人…☎25-3026

令和元年度第9期・第10期、令和2年度
全期分
(既に納付した分は、後日還付します）

室蘭市特定飲食店等
経営維持臨時支援給付金

正しく知って、感染予防

Q  どうやって感染するの
A  一般的には…

1月15日まで　集中対策期間
集中対策期間の主な内容

飛沫感染 感染者の飛沫(くしゃみや
咳をした際のつばなど)と
一緒にウイルスが放出され、
他の人がそのウイルスを口
や鼻などから吸い込んで感
染すること

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着。他の人がそ
れを触り、手にウイルスが付着したまま口や鼻を触
ることにで粘膜から感染すること

　新型コロナウイルス感染症に感染した人やその家族、医
療・介護従事者などの皆さんが、いわれのない偏見や差別、
心ない誹謗中傷やいじめなどに心を痛め、傷つき、悲しん
でいます。このようなことは決してあってはなりません。そ
れぞれの場所で感染拡大しないように頑張っている人にね
ぎらいや敬意を払い、正しく理解を深め、冷静に思いやり
のある行動をお願いします。

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着。他の人がそ
れを触り、手にウイルスが付着したまま口や鼻を触

感染リスクが高まる「5つの場面」

感染を防ぐために 発熱や風邪症状がある場合は相談を

思いやりのある行動を

①飲酒を伴う懇親会など
・飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。
また、聴覚が鈍り、大きな声になりやすい
・回し飲みや箸などの共用が
感染リスクを高める

②マスク無しでの会話
・飛沫感染のリスクが高まる

③大人数や長時間におよぶ飲食
・5人以上の飲食では、大声になり
飛沫が飛びやすい

④狭い空間での共同生活
・長時間にわたる閉鎖空間の共有で
感染リスクが高まる
・寮の部屋やトイレなどの共用部分
は注意が必要

⑤居場所の切り替わり
・仕事での休憩時間に入ったときなど、居場
所が切り替わると、気の緩みや環境の変化
により、感染リスクが高まる
・休憩室や喫煙所、更衣室などは注意が必要

重症化しやすい人とは…高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPDなど）、
　　　　　　　　　　 透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤など
　　　　　　　　　　 を用いている人

soumu＠city.muroran.lg.jp   051-8511 幸町1-2
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org1200/
   gakusei.html

（ ）人は1時間に平均23回も無意識に顔を触って
いるといわれています

（ 　　　　　　　　 　　　）スナック、バー、居酒屋、ラーメン店などの料
理店や食堂、カラオケ店、ライブハウスなど

ひまつ
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●まずは、かかりつけ医に電話で相談しましょう。
　かかりつけ医の指示する時間や方法で受診してください。連絡をし
ないで受診することは控えてください。

●以下のいずれかに該当する人は、すぐに24時間相談窓口の北海道
新型コロナウイルス感染症健康相談センター(☎0800-222-0018)
に連絡してください。

・息苦しさ(呼吸困難)や強いだるさ(倦怠感)、高熱などの症状がある
・重症化しやすい人で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある

・上記以外の人で、発熱や咳など比較的軽い風邪症状が4日以上続
いている

基本的な感染防止対策
・3密(密閉・密集・密接)を避ける
屋外でも密集・密接には要注意
窓やドアを開け、こまめに換気する
他の人と十分な距離をとる

・会話をするときはマスクを着用する
5分間の会話は1回の咳と同じといわれている

・手洗いを丁寧に行う
・身近な物（食器や手すり、ドアノブなど）を消毒・除菌
する
・体調が悪いときは、無理をしない。風邪症状があると
きは、外出を控える

健康の維持
・毎日の体調チェック
検温、風邪症状などの有無を記録しておきましょう

・バランスのよい食事
３食欠かさず規則正しい生活を心掛けましょう

・適度な運動
動かない状態が続いていると心身の機能が低下し
「動けなくなる」ことが懸念されます。人混みを避
けて、一人や限られた人数で散歩や、家の中や庭な
どでできるラジオ体操やスクワットなどの運動を行
いましょう

1事業者当たり上限20万円を支給します

※申請書などは、市ホームページまたは以下の場所に
備え付けています。
•市役所本庁舎(正面玄関内)（幸町）
•戸籍住民課(広域センタービル)（海岸町）
•室蘭商工会議所(海岸町)
•よってけ浜町(中央町)
• ぷらっと。てついち(輪西町)
• 蘭東支所(東町)
• ふれあいサロンほっとな～る(中島町)
• 中島飲食店組合(中島町)
• 白鳥台ショッピングセンターハック(白鳥台)

申請書に必要事項を記入し、必要書類と併せて郵送で

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による申請と電
話によるお問い合わせにご協力をお願いします

申請方法

次のすべてに該当する事業者
（個人事業者・法人事業者)
•室蘭市内に店舗を有し、食品衛生法に基づく
「飲食店営業許可」または「喫茶店営業許可」を
受け、当該店舗内で飲食物を提供している

•通常の営業時間が22時を超えて営業している
• ｢新北海道スタイル」の実践に取り組んでいる
•従業員が5人以下
•今後も事業を継続する意思がある
•令和2年8月31日以前に創業している
• 令和2年9月から11月まで、または、10月から
12月までの3カ月の合計売上高がそれぞれ前年
同期比で30パーセント以上減少している

1事業者当たり上限20万円
2月26日(金)まで(消印有効)

　新型コロナウイルス感染症の影響で、引き続き厳しい経
営環境にある市内特定飲食店などに対し、経営維持のた
めの臨時支援として、事業全般に広く活用できる給付金を
支給します。

《申込先・詳細》室蘭市緊急経済対策室 ☎50-6640　　051-8530 海岸町1-4-1 むろらん広域センタービル1階

対　　象 給 付 額
申請期間

※医療機関を受診しないまま体調が改善した場合でも、申請
できる可能性があります。申請方法などの詳細は、お問い
合わせください。

※上記以外の健康保険に加入している人は、勤務先や加入し
ている健康保険にお問い合わせください。

※休業などや創業時期の事由により、令和元年9月～11月、また
は、10月～12月の売上高の全部、または、一部が無い場合の特
例計算もあります。

給与の支払いを受けている人(事業主を除く)で、
新型コロナウイルスに感染またはその疑いによ
り仕事に就けず、給与などを受け取ることがで
きなかった人
令和2年1月1日～令和3年3月31日(予定)
支給開始日から最長1年6カ月
医療機関の証明書　など

・自宅を含み、同居者以外との5人以上や2時間を超
える長時間の飲食を控える
・重症化リスクの高い人と接する人や重症化リスクの
高い人は、マスクの着用や手洗いなどを更に徹底
・年末年始の挨拶回りはオンラインなどで
・テレワークや時差出勤の徹底
・オンライン帰省も検討

　北海道では、1月15日まで集中対策期間を延長しました。
　今一度、新型コロナウイルス感染症のことを理解して、「うつ
らない」「うつさない」行動で感染拡大を防ぎましょう。

《詳細》保険年金課

国民健康保険、
後期高齢者医療保険の傷病手当金の
対象期間が延長になりました
対　　象

対象期間
支給期間
用意する物

2月28日まで、市ホームページに設置している
申請フォームに必要事項を入力、または、市
ホームページに掲載の申請書をメールか郵送で
※本人、または、保護者が申し込んでください。

申込方法

次の項目に該当する人

学生ふるさと応援便の申込期間を2月28日まで延長しました

対　　象

※各保険料のその他の減免申請や納付相談も随時受け付け
ています。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年の収入が令
和元年の収入より30パーセント以上減少した人は、保険料
が免除になる場合があります。免除になる金額は、令和元年
の所得額や世帯員の収入状況によって異なります。
　各保険料の減免申請には、申請書と収入が減少している
ことを確認できる書類が必要です。申請方法などの詳細は、
お問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、室蘭市への帰
省が難しい道外在住の学生を応援するため、室蘭の特産品
をお届けします。

•平成7年4月2日～平成14年4月1日に生まれた人
•申請時点で、保護者が室蘭市に居住している人
• 現在、大学、大学院、短期大学、専修学校、各種学校などに
通っていて、日本国内で道外に居住している人

《詳細》国民健康保険料、後期高齢者医療保険料
　　　　　…保険年金課 ☎22-1160・25-3024
介護保険料…高齢福祉課 ☎25-3029

《申込先・詳細》総務課 ☎25-2215

国民健康保険料、
後期高齢者医療保険料、介護保険料の
減免申請は3月31日（必着）まで

減免対象保険料

支 援 や 給 付 の お 知 ら せ

国民健康保険に加入している人…☎25-2702
後期高齢者医療保険に加入している人…☎25-3026

令和元年度第9期・第10期、令和2年度
全期分
(既に納付した分は、後日還付します）

室蘭市特定飲食店等
経営維持臨時支援給付金

正しく知って、感染予防

Q  どうやって感染するの
A  一般的には…

1月15日まで　集中対策期間
集中対策期間の主な内容

飛沫感染 感染者の飛沫(くしゃみや
咳をした際のつばなど)と
一緒にウイルスが放出され、
他の人がそのウイルスを口
や鼻などから吸い込んで感
染すること

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着。他の人がそ
れを触り、手にウイルスが付着したまま口や鼻を触
ることにで粘膜から感染すること

　新型コロナウイルス感染症に感染した人やその家族、医
療・介護従事者などの皆さんが、いわれのない偏見や差別、
心ない誹謗中傷やいじめなどに心を痛め、傷つき、悲しん
でいます。このようなことは決してあってはなりません。そ
れぞれの場所で感染拡大しないように頑張っている人にね
ぎらいや敬意を払い、正しく理解を深め、冷静に思いやり
のある行動をお願いします。

感染リスクが高まる「5つの場面」

感染を防ぐために 発熱や風邪症状がある場合は相談を

思いやりのある行動を

①飲酒を伴う懇親会など
・飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。
また、聴覚が鈍り、大きな声になりやすい
・回し飲みや箸などの共用が
感染リスクを高める

②マスク無しでの会話
・飛沫感染のリスクが高まる

③大人数や長時間におよぶ飲食
・5人以上の飲食では、大声になり
飛沫が飛びやすい

④狭い空間での共同生活
・長時間にわたる閉鎖空間の共有で
感染リスクが高まる
・寮の部屋やトイレなどの共用部分
は注意が必要

⑤居場所の切り替わり
・仕事での休憩時間に入ったときなど、居場
所が切り替わると、気の緩みや環境の変化
により、感染リスクが高まる
・休憩室や喫煙所、更衣室などは注意が必要

重症化しやすい人とは…高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPDなど）、
　　　　　　　　　　 透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤など
　　　　　　　　　　 を用いている人

soumu＠city.muroran.lg.jp   051-8511 幸町1-2
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org1200/
   gakusei.html

（ ）人は1時間に平均23回も無意識に顔を触って
いるといわれています

（ 　　　　　　　　 　　　）スナック、バー、居酒屋、ラーメン店などの料
理店や食堂、カラオケ店、ライブハウスなど

ひまつ
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