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入間市から
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
STOP ！クラスター

～感染症対策をしっかりして今冬を乗り越えましょう～

問い合わせ

おおみそか

危機管理課

これからの季節は、クリスマス、大晦日・正月、忘年会や新年会、成人式など、家族や友人・
職場の同僚と飲酒を伴う会食の機会が多い時季となります。
引き続き、感染症対策を心掛け、クラスターが発生しないようにご注意ください。

■感染リスクが高まる「５つの場面」
新型コロナウイルス感染症の伝播は、主に「クラスター」を介して拡大することが分かっています。
政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会では、クラスターの分析の結果、感染リスクが高まる５
つの場面について取りまとめました。
場面１

場面２

飲酒を伴う懇親会等

場面３

大人数や長時間におよぶ飲食

場面４

マスクなしでの会話

場面５

狭い空間での共同生活

居場所の切り替わり

■感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫
・飲酒をするのであれば…
①少人数・短時間で
②なるべく普段一緒にいる人と
③深酒・はしご酒などはひかえ、適度な酒量で
・箸やコップは使い回わさず、一人ひとりで

・座の配置は斜め向かいに
・会話する時はなるべくマスク着用
・換気が適切になされているなどの工夫をし
ている、ガイドラインを遵守したお店で
・体調が悪い人は参加しない

参考：内閣官房ホームページ感染リスクが高まる「5 つの場面」
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市民の皆さまへ

寒冷な場面における感染防止のポイント
問い合わせ

■寒い環境でも換気の実施
・機械換気による常時換気を
・機 械換気が設置されていない場合は、室温が下がらない
範囲で常時窓開け（窓を少し開け、室温は 18℃以上を目
安！）
■適度な保湿（湿度 40% 以上を目安）
・換気しながら加湿を（加湿器使用や洗濯物の室内干し）
・こまめな拭き掃除を

新型コロナウイルス対策

これ以外にも、
基本的な感染症対策
◇マスクの着用
◇ソーシャルディスタンス
◇３密を避ける等
をお忘れなく！

新型コロナウイルスはインフルエンザウイルスと同様に、「気温」
と「湿度」が低いと感染が広がりやすいという研究結果があります。
また、現在感染者数が増加傾向にある事から、以下を参考にこれま
で同様、一人ひとりが感染症対策を徹底し感染防止にご協力をお願い
します。

危機管理課

身のまわりを清潔にしましょう
問い合わせ

危機管理課

正しい手の洗い方
アルコール消毒をしなくても、丁寧に手洗いを行うことで、十分にウイルスを
除去することができます。

①流水でよく手をぬらした
後、石けんをつけ、手のひ
らをよくこすります。

②手の甲をのばすようにこ
すります。

④指の間を洗います。

⑤親指と手のひらをねじり
洗いします。

③指先・爪の間を念入りに
こすります。

⑥手首も忘れずに洗います。

※石けんで洗い終わったら十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。
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埼玉県からの
お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口
問い合わせ

危機管理課

■埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
県では、24 時間受付をしている「埼玉県新型コ
ロナウイルス感染症県民サポートセンター」を開設
しています。
一般的な相談のほか、感染が疑われる場合には専
門外来につなぐ帰国者・接触者相談センターを紹介
するなど新型コロナウイルス感染症に関するご相談
に一元的に対応します。
新型コロナウイルス感染症に関して不安なことな
どありましたら、まずはお問い合わせください。

◇埼玉県新型コロナウイルス感染症
県民サポートセンター

☎ 0570-783-770（24 時間受付）
聴覚に障害のある方をはじめ、電話でのご相談
が難しい方は、ファクスをご利用ください

◇保健医療部感染症対策課
FAX 048-830-4808
◇狭山保健所 FAX 04-2954-7535

■外国人向け新型コロナウイルス相談ホットライン
埼玉県国際交流協会（さいたまけんこくさいこう
りゅうきょうかい）が開設（かいせつ）した、新型
コロナウイルス（しんがたころなういるす）専用（せ
んよう）の相談（そうだん）ホットライン（ほっと
らいん）です。

Coronavirus Hotline for Foreign Residents

☎ 048-711-3025

Opening hours：24 hours（24 時間受付）

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は「手洗い」や「消毒」など、身のまわりを清潔にする
ことです。感染者数が増加している今、もう一度基本に立ち返り「正しい手の洗い方」、「消毒の方法」
をご確認ください。( 参考：厚生労働省ホームページ )

消毒の方法
食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒にはアルコールよりも、熱水や
塩素系漂白剤、および一部の洗剤が有効です。
食 器 や 箸 な ど は、80 ℃
の熱水に 10 分間さらす
と消毒ができます。

熱水

洗剤

やけどに
注意！

濃度 0.05% になるように薄めて拭くと消
毒ができます。
その後、水拭きしてください。
【使用時の注意】
・換気をしてください。
・家事用手袋を着用してください。
塩素系漂白剤 ・他の薬品と混ぜないでください。
・商品パッケージや HP の説明をご確認ください。

有効な界面活性剤を含む「家庭
用洗剤」を使ってください。台
所用洗剤の場合、小さじ１杯を
500ml の水で薄めて拭くと消毒
ができます。その後水拭きをし、
最後に乾拭きをしてください。

【使用時の注意】
・手指・皮膚には使用しないでください。
・台所用洗剤を使用する場合は、スプレーボトルでの噴霧
は行わないでください。
・作り置きせず、その都度使い切ってください。
・プラスチック部分を拭いた場合、すぐ水拭きしてください。
・塗装面や、水がしみこむ場所や材質には使わないでくだ
  さい（シミになるおそれがあります）。
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事業者の方へ

申請はお済みですか？

入間市が行う事業者支援事業一覧
問い合わせ

商工観光課

入間市では、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少している市内中小企業者を支
援することで、事業の継続を後押しし、地域の活性化および雇用の安定を図ることを目的に、以下の
事業を実施しておりますが、申請期限が
令和２年 12 月 25 日（金）
【必着】と迫っ

申請は 12 月 25 日 （金） 【必着】 !

ています。
お早めにご申請ください。

お早めにご申請ください
詳細は各ＱＲコードから、市公式ホームページをご覧ください。

■小規模事業者等追加支援事業（「追加支援」と記載してますが、５月からの継続事業です。）
象 市内の小規模事業者で、常時使用人数が 20 人以下の事業者（商業またはサービ

対

ス業に属する事業を主たる事業として営む事業者については５人）
容 令 和２年１月から令和２年 12 月までの間のいずれかの月の売り上げが、前年

内

同月と比較して 20％以上減少している場合に、一律 10 万円を給付します。

■飲食事業者宅配・テイクアウト等支援事業
対

象 市内の小規模事業者で、新たに宅配やテイクアウト等に取り組む事業者

内

容 市内の飲食事業者で、新たに宅配やテイクアウト等に取り組む際の経費（宣伝
費やパッケージ調達費等）10 万円を上限に、費用の 9 割を補助します。

■入間市緊急特別融資事業
対

象 入間市緊急特別融資制度を利用し指定金融機関より貸し付けを受けた事業者

内

容 直近の売上が、前年同月と比較して 15％以上減少している中小企業者の資金繰
りを支援するため、金融機関が融資する低利率（年利 0.5％）の特別融資（貸
付限度額 300 万円、融資総額 9,000 万円）にかかる信用保証料および利子を補
助します。

ご利用ください
相談

いるまの事業者・労働者向け無料相談会（事前予約制）
問い合わせ

商工観光課

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金や雇用調整助成金など、国が実施する支援事業
の申請に関して社会保険労務士による相談を行っています。
と

き 令
 和２年 12 月 25 日までの毎週金曜日
10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00

対

象 市内在住の方、市内で事業を行う事業者

発行日

申

込 各相談日の１週間前までに電話
または商工観光課窓口で申込
（ファクス、郵送、メール不可）

令和２年 11 月 24 日 発行 入間市 編集 危機管理課 新型コロナウイルス感染症対策担当
〒 358-8511 入間市豊岡 1-16-1 ☎ 04-2964-1111
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