
●対象者／
　対象児童（令和２年３月 31 日までに生ま
れた児童）にかかる令和２年４月分（３月分
を含む）の児童手当の受給者
●申請方法など／
・市から児童手当の支給を受けており、本給 
    付金の支給を受ける方は申請は不要です。
・令和２年６月19日に児童手当の指定口座に
　振り込みます。
・対象となる公務員の方については、各所属 

申

●対象者／①～⑤全てに該当すること
①休業などの要請対象となった施設を市内で 
    運営していること
②個人事業主、中小企業、各種法人であること
③令和2年４月25日（土）から５月６日（水）ま   
　でのすべての期間において、休業などの要
　請に応じていただいたこと
④令和２年４月24日（金）以前に営業実態があること
⑤以下のＡまたはＢに該当すること
Ａ営業時間短縮の要請に協力した飲食店を営
　む事業者（以下のすべてに該当することが条件）
・バーやスナックなどを除く飲食店を経営し
　ていた方
 ・もともと夜間・深夜営業（午後８時から翌午
　前５時まで）をしていたが、要請期間中は午
　後８時以降、午前５時以前の営業をやめた方
・お酒を提供していた場合は、提供時間を午
　後７時までに短縮した方※もともと午後８
　時閉店でも、７時過ぎまでお酒を提供して 
　いた場合は、お酒の提供時間を短縮してい
　れば協力金の対象になります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

子育て世帯臨時特別給付金

●対象者／基準日（令和２年４月27 日）におい
て、住民基本台帳に記録されている方
●申請者／世帯主の方（代筆や委任状による代
理人申請も可）
●申請方法／

・  申請書（世帯主宛てに郵送しています）に振
　込先の口座番号を記入し、本人確認書類　（運
　転免許証やマイナンバーカード、パスポー
　ト※顔写真入りの本人確認書類がない方は
　健康保険証、介護保険証などの写しでも可
　とします）、振込先が分かるもの（通帳や
　キャッシュカード）の写しを添えて、市に

主な                  などをお知らせします主な                  などをお知らせします

支給額：1 事業者あたり４０万円 受付期間：令和２年８月 31 日（月）まで

申

支給額：対象児童 1 人につき１万円

各種相談窓口や支援策などの最新情報は
市公式サイトで随時更新しています。

特別定額給付金 支  給  額 ：1 人につき１０万円
受付期間：令和２年８月 19 日（水）まで

　郵送してください。
・申請書が届いていない場合は、市までご連
　絡ください。
・マイナンバーカードをお持ちの世帯主の方
　は、オンライン（マイナポータル）による
　申請も可能です。
●申請期限／令和２年８月19 日（水）
●給 付 方 法 ／世帯主の本人名義口座へ振り込
みます（申請から給付までは、概ね２、３週間を
要します）。
●問市震災復興・企画課 特別定額給付金対策室 
         ☎ 22-6600 内線 297・298・491・492

    から申請書が配布されますので、所属長の
    証明を添付のうえ、令和２年３月31日（令
    和２年３月分の児童手当の支給要件児童に
    ついては令和２年２月29日）時点で住民票
    のある市区町村へ申請してください。
・受給を辞退する方は、送付済の受給拒否届
　出書を６月５日（金）までに市子ども家庭
　課へ提出してください。
●問市子ども家庭課 児童福祉係 
　　 ☎ 22-6600 内線 276

●対象者／
　市内に本社を置き、かつ事業活動を行う法人
または個人事業主で以下の全てに該当する方
①主たる業種が飲食サービス業、小売業、生
　活関連サービス業
②令和２年１月以降、売上高が前年同月比で
　20％以上減少している（開業して間もないなど、
　前年同月比を出せない場合はご相談ください。）
③気仙沼市新型コロナウイルス感染症拡大防
　止協力金の対象外であること

気仙沼市生活関連サービス業等支援金

支給額：1 事業者あたり１０万円 　受付期間：令和２年８月 31 日（月）まで

Ｂ施設の利用停止（休業）要請に協力した事業 
    者（以下の施設を全面的に利用停止するこ
    とが条件）
　遊興施設、学習塾、文教施設、運動・遊戯施設、
　劇場、集会・展示施設、博物館・ホテル、商業施
　設※詳細は市公式サイトをご確認ください。
●申請方法／
・申請書兼請求書、誓約書に必要事項を記入
　し、指定された確認書類を添付の上、郵送
　してください（感染症拡大防止のため、郵
　送での申請にご協力ください）。
　〒988-8501 気仙沼市八日町一丁目１番１号
　 気仙沼市産業戦略課商工労働係「感染症拡 
     大防止協力金」担当 宛

・   申請書などは、市公式サイトからダウンロー 
     ドできるほか、市役所本庁舎１階受付、ワンテ 
      ン庁舎１階産業戦略課、本吉・唐桑総合支所、
      階上・大島出張所、気仙沼商工会議所、本吉
      唐桑商工会、気仙沼信用金庫本店・支店、気仙
     沼観光コンベンション協会で配布しています。
●問市産業戦略課商工労働係 ☎ 0226-22-3436

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県は特定業種に対し、４月25日（土）から５月６日
（水）までの休業や時間短縮営業を要請しました。この要請に全面的にご協力いただいた事業者の

皆さまに、協力金を支給します。

●申請方法／
①郵送の場合
　〒988-8501 気仙沼市八日町一丁目 1－1　
　気仙沼市産業戦略課 「生活関連サービス業
　等支援金」担当宛
②来庁の場合は予約が必要ですので、事前に
　電話で連絡をお願いします。
※市公式サイトから申請書などのダウンロー
　ドや具体的な対象業種をご確認できます。
●問市産業戦略課 ☎ 0226-22-3432

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少し、県による休業又は時間短縮の要請等
の対象とならない以下の事業者に対し、支援金を支給します。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた家計への支援を行うため、「特別定額給付金」を支給します。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、「子育て世帯
への臨時特別給付金」を支給します。

事業者向け

事業者向け

市公式サイト

新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

申

申

申

申

支援策支援策

（申請不要）
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●対象者／
　対象児童（令和２年３月 31 日までに生ま
れた児童）にかかる令和２年４月分（３月分
を含む）の児童手当の受給者
●申請方法など／
・市から児童手当の支給を受けており、本給 
    付金の支給を受ける方は申請は不要です。
・令和２年６月19日に児童手当の指定口座に
　振り込みます。
・対象となる公務員の方については、各所属 

申

●対象者／①～⑤全てに該当すること
①休業などの要請対象となった施設を市内で 
    運営していること
②個人事業主、中小企業、各種法人であること
③令和2年４月25日（土）から５月６日（水）ま   
　でのすべての期間において、休業などの要
　請に応じていただいたこと
④令和２年４月24日（金）以前に営業実態があること
⑤以下のＡまたはＢに該当すること
Ａ営業時間短縮の要請に協力した飲食店を営
　む事業者（以下のすべてに該当することが条件）
・バーやスナックなどを除く飲食店を経営し
　ていた方
 ・もともと夜間・深夜営業（午後８時から翌午
　前５時まで）をしていたが、要請期間中は午
　後８時以降、午前５時以前の営業をやめた方
・お酒を提供していた場合は、提供時間を午
　後７時までに短縮した方※もともと午後８
　時閉店でも、７時過ぎまでお酒を提供して 
　いた場合は、お酒の提供時間を短縮してい
　れば協力金の対象になります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

子育て世帯臨時特別給付金

●対象者／基準日（令和２年４月27 日）におい
て、住民基本台帳に記録されている方
●申請者／世帯主の方（代筆や委任状による代
理人申請も可）
●申請方法／

・  申請書（世帯主宛てに郵送しています）に振
　込先の口座番号を記入し、本人確認書類　（運
　転免許証やマイナンバーカード、パスポー
　ト※顔写真入りの本人確認書類がない方は
　健康保険証、介護保険証などの写しでも可
　とします）、振込先が分かるもの（通帳や
　キャッシュカード）の写しを添えて、市に

主な                  などをお知らせします主な                  などをお知らせします

支給額：1 事業者あたり４０万円 受付期間：令和２年８月 31 日（月）まで

申

支給額：対象児童 1 人につき１万円

各種相談窓口や支援策などの最新情報は
市公式サイトで随時更新しています。

特別定額給付金 支  給  額 ：1 人につき１０万円
受付期間：令和２年８月 19 日（水）まで

　郵送してください。
・申請書が届いていない場合は、市までご連
　絡ください。
・マイナンバーカードをお持ちの世帯主の方
　は、オンライン（マイナポータル）による
　申請も可能です。
●申請期限／令和２年８月19 日（水）
●給 付 方 法 ／世帯主の本人名義口座へ振り込
みます（申請から給付までは、概ね２、３週間を
要します）。
●問市震災復興・企画課 特別定額給付金対策室 
         ☎ 22-6600 内線 297・298・491・492

    から申請書が配布されますので、所属長の
    証明を添付のうえ、令和２年３月31日（令
    和２年３月分の児童手当の支給要件児童に
    ついては令和２年２月29日）時点で住民票
    のある市区町村へ申請してください。
・受給を辞退する方は、送付済の受給拒否届
　出書を６月５日（金）までに市子ども家庭
　課へ提出してください。
●問市子ども家庭課 児童福祉係 
　　 ☎ 22-6600 内線 276

●対象者／
　市内に本社を置き、かつ事業活動を行う法人
または個人事業主で以下の全てに該当する方
①主たる業種が飲食サービス業、小売業、生
　活関連サービス業
②令和 ２年１月以降、売上高が前年同月比で
　20％以上減少している（開業して間もないなど、
　前年同月比を出せない場合はご相談ください。）
③気仙沼市新型コロナウイルス感染症拡大防
　止協力金の対象外であること

気仙沼市生活関連サービス業等支援金

支給額：1 事業者あたり１０万円 　受付期間：令和２年８月 31 日（月）まで

Ｂ施設の利用停止（休業）要請に協力した事業 
    者（以下の施設を全面的に利用停止するこ
    とが条件）
　遊興施設、学習塾、文教施設、運動・遊戯施設、
　劇場、集会・展示施設、博物館・ホテル、商業施
　設※詳細は市公式サイトをご確認ください。
●申請方法／
・申請書兼請求書、誓約書に必要事項を記入
　し、指定された確認書類を添付の上、郵送
　してください（感染症拡大防止のため、郵
　送での申請にご協力ください）。
　〒988-8501 気仙沼市八日町一丁目１番１号
　 気仙沼市産業戦略課商工労働係「感染症拡 
     大防止協力金」担当 宛

・   申請書などは、市公式サイトからダウンロー 
     ドできるほか、市役所本庁舎１階受付、ワンテ 
      ン庁舎１階産業戦略課、本吉・唐桑総合支所、
      階上・大島出張所、気仙沼商工会議所、本吉
      唐桑商工会、気仙沼信用金庫本店・支店、気仙
     沼観光コンベンション協会で配布しています。
●問市産業戦略課商工労働係 ☎ 0226-22-3436

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県は特定業種に対し、４月25日（土）から５月６日
（水）までの休業や時間短縮営業を要請しました。この要請に全面的にご協力いただいた事業者の

皆さまに、協力金を支給します。

●申請方法／
①郵送の場合
　〒988-8501 気仙沼市八日町一丁目 1－1　
　気仙沼市産業戦略課 「生活関連サービス業
　等支援金」担当宛
②来庁の場合は予約が必要ですので、事前に
　電話で連絡をお願いします。
※市公式サイトから申請書などのダウンロー
　ドや具体的な対象業種をご確認できます。
●問市産業戦略課 ☎ 0226-22-3432

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少し、県による休業又は時間短縮の要請等
の対象とならない以下の事業者に対し、支援金を支給します。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた家計への支援を行うため、「特別定額給付金」を支給します。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、「子育て世帯
への臨時特別給付金」を支給します。

事業者向け

事業者向け

市公式サイト

新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

申

申

申

申

支援策支援策

（申請不要）
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●対象者／
　以下の全てに該当する方
①令和２年２月以降に、新型コロナウイルス 
    感染症の影響により収入が減少したこと。
②令和２年２月以降の所得の状況からみて、
    当年中の所得見込額が、国民年金保険料の
    免除などに該当する水準になることが見込
　まれること。
●申請の対象となる期間／
    令和２年２月分から６月分まで（学生の方
は令和３年３月分まで申請可能です）
●申請書類／
　自営業の方など（免除・納付猶予）
　①国民年金保険料免除・納付猶予申請書
　②所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書）
　学生の方（学生納付特例）
　①国民年金保険料学生納付特例申請書

Ｑ．１ 注文した覚えのないマスクが届いたが、
　　　  どうしたらよいか。
Ａ．１家族も注文していない場合や勧誘を断っ
たのに一方的に送り付けがあった場合は、契約が
成立していないため、代金の支払いや業者への連
絡は不要です。商品が届いた日から14日間経過
しても業者の引き取りがなければ、商品を処分し
てかまいません。その後、業者から引き取り要請
があっても応じる必要はありません。もし、電話
勧誘で承諾していても、契約書面が届いてから８
日以内であればクーリング・オフできます。

申

　①毎日、普段通りの時間に起きて日光を取り入れましょう。②長い時間の昼寝をしないようにしましょう。
　③お昼と夜のメリハリをつけましょう。④不安やストレスにより一時的に眠れなくなることは、正常の
　反応です。無理に寝ようとせず、眠くなったら、床に就きましょう。

外出自粛の中で「よい睡眠」を確保するためのポイント外出自粛の中で「よい睡眠」を確保するためのポイント

国民年金保険料の免除を受けることができます

　②所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書）
　③学生証のコピー
※学生証等の発行が遅延しているため学生証
    等がお手元にない場合でも申請できます。学
　生証等を取得次第、速やかにコピー（在学証
　明書は原本）をご提出ください。
●申請方法／
　郵送による申請書の提出が可能です。新型 
コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、
郵送での提出にご協力ください。申請書など
は、日本年金機構の公式サイトからダウンロー
ドできます。
●問   ・石巻年金事務所 
    　　  ☎ 0225-22-511７
　　   ・保険年金課国民年金係 
               ☎ 22-6600 内線 271・272

●対象者／
    以下の全てに該当する納税者・特別徴収義
務者
① 新型コロナウイルスの影響により、令和    
     ２年２月以降の任意の期間（１カ月以上）
     において、給与や事業などに係る収入が前  
     年 同 期 に 比 べ て 概 ね 20％ 以 上 減 少 し て     
     いること。
② 一時に納付し、または納入を行うことが困 
     難であること。
●対象となる市税等／令和２年２月１日から
    令和３年１月 31 日までに納期限が到来

市税等の徴収の猶予を受けることができます
納税が困難な方は

●対象者／
　新型コロナウイルス感染症の影響により、
世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該
当する被保険者
①死亡または重篤な傷病を負った場合
②事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収
　入の減少額（保険金や損害賠償などにより補填
　されるべき金額を控除する）が、前年の当該収
　入額の10分の３以上であると見込まれる場合
※前年度合計所得額に一定の要件があります
●減免の対象となる保険料（税）／令和元年
度分および令和２年度分の保険料（税）で、令和
２年２月１日から令和３年３月31日までの間
に普通徴収の納期限（特別徴収の場合は対象年
金給付の支払日）が設定されている保険料（税）

●申請方法／
　郵送または窓口で申請が必要です。詳細は市
公式サイトをご覧いただくか、電話でお問い合
わせください。新型コロナウイルス感染症の感
染予防の観点から、郵送での提出にご協力くだ
さい。
●その他／
　減免となる保険料（税）がすでに納付済の
場合でも、さかのぼって減免を決定し、納付
済の保険料（税）はお返しします。
 問・保険年金課保険係 　
　 　☎22-6600 内線 372・373・378
　 ・  高齢介護課介護保険係     
　　 ☎22-6600 内線 406・479

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料が減免されます
  収入が減少した世帯などは

するほぼすべての税目
●申請方法／
    本年６月 30 日、または納期限のいずれか遅
い日までに申請が必要です。新型コロナウイ
ルス感染症の感染予防の観点から、郵送での
提出にご協力ください。申請を希望される方
は、申請書を郵送しますので市収納対策課ま
で、電話でご連絡ください。
※申請書は、市公式サイトからもダウンロー
　ドできます。
●問 市収納対策課 
          ☎ 22-6600 内線 249・251・ 375

　新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が減少し、国民年金保険料の納付が困難な方は、
ご本人からの申請に基づき免除が受けられます。ただし、保険料が免除された期間分は、保険料
を全額納めたときに比べ、将来受け取る年金の額が少なくなることがあります。免除された保険
料は 10 年以内であれば、さかのぼって納めることができます。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、給与や事業などの収入に相当の減少があった方は、
１年間、市税等の徴収の猶予が受けられます。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。

1 年間徴収猶予　無担保・延滞金なし保険料（税）減免

Ｑ．２ 「特別給付金を受け取る手続きのため    
               キャッシュカードを預かる」と電話が  
               きたが、どうしたらよいか。
Ａ． ２特別定額給付金に関して、通帳やキャッ
シュカードを預かったり、電話やメールで個人
情報や暗証番号を聞き出すことは絶対にあり
ません。心配な時は相談してください。
■相談窓口／
　市生活環境課 消費生活センター
　☎ 22-3437 受付時間/月～金（祝日除く）
　　　　　　 午前９時から午後４時まで

相談例

新型コロナウイルスに便乗した                 
　　      にご注意！
新型コロナウイルスに便乗した                 
　　      にご注意！

保険料免除
納付が困難な方は

申

申

詐欺
さ　　　 ぎ

【「江戸川大学睡眠研究所」啓発資料を加工して作成】

いち　じ

　　　　　　　　　外出自粛などで生活時間の多くを自宅で過ごすことにより、生活リズムが乱れ
　　　　　　　　やすくなっています。「よい睡眠」を確保し、生活リズムを整えましょう。
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●対象者／
　以下の全てに該当する方
①令和２年２月以降に、新型コロナウイルス 
    感染症の影響により収入が減少したこと。
②令和２年２月以降の所得の状況からみて、
    当年中の所得見込額が、国民年金保険料の
    免除などに該当する水準になることが見込
　まれること。
●申請の対象となる期間／
    令和２年２月分から６月分まで（学生の方
は令和３年３月分まで申請可能です）
●申請書類／
　自営業の方など（免除・納付猶予）
　①国民年金保険料免除・納付猶予申請書
　②所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書）
　学生の方（学生納付特例）
　①国民年金保険料学生納付特例申請書

Ｑ．１ 注文した覚えのないマスクが届いたが、
　　　  どうしたらよいか。
Ａ．１家族も注文していない場合や勧誘を断っ
たのに一方的に送り付けがあった場合は、契約が
成立していないため、代金の支払いや業者への連
絡は不要です。商品が届いた日から14日間経過
しても業者の引き取りがなければ、商品を処分し
てかまいません。その後、業者から引き取り要請
があっても応じる必要はありません。もし、電話
勧誘で承諾していても、契約書面が届いてから８
日以内であればクーリング・オフできます。

申

　①毎日、普段通りの時間に起きて日光を取り入れましょう。②長い時間の昼寝をしないようにしましょう。
　③お昼と夜のメリハリをつけましょう。④不安やストレスにより一時的に眠れなくなることは、正常の
　反応です。無理に寝ようとせず、眠くなったら、床に就きましょう。

外出自粛の中で「よい睡眠」を確保するためのポイント外出自粛の中で「よい睡眠」を確保するためのポイント

国民年金保険料の免除を受けることができます

　②所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書）
　③学生証のコピー
※学生証等の発行が遅延しているため学生証
    等がお手元にない場合でも申請できます。学
　生証等を取得次第、速やかにコピー（在学証
　明書は原本）をご提出ください。
●申請方法／
　郵送による申請書の提出が可能です。新型 
コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、
郵送での提出にご協力ください。申請書など
は、日本年金機構の公式サイトからダウンロー
ドできます。
●問   ・石巻年金事務所 
    　　  ☎ 0225-22-511７
　　   ・保険年金課国民年金係 
               ☎ 22-6600 内線 271・272

●対象者／
    以下の全てに該当する納税者・特別徴収義
務者
① 新型コロナウイルスの影響により、令和    
     ２年２月以降の任意の期間（１カ月以上）
     において、給与や事業などに係る収入が前  
     年 同 期 に 比 べ て 概 ね 20％ 以 上 減 少 し て     
     いること。
② 一時に納付し、または納入を行うことが困 
     難であること。
●対象となる市税等／令和２年２月１日から
    令和３年１月 31 日までに納期限が到来

市税等の徴収の猶予を受けることができます
納税が困難な方は

●対象者／
　新型コロナウイルス感染症の影響により、
世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該
当する被保険者
①死亡または重篤な傷病を負った場合
②事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収
　入の減少額（保険金や損害賠償などにより補填
　されるべき金額を控除する）が、前年の当該収
　入額の10分の３以上であると見込まれる場合
※前年度合計所得額に一定の要件があります
●減免の対象となる保険料（税）／令和元年
度分および令和２年度分の保険料（税）で、令和
２年２月１日から令和３年３月31日までの間
に普通徴収の納期限（特別徴収の場合は対象年
金給付の支払日）が設定されている保険料（税）

●申請方法／
　郵送または窓口で申請が必要です。詳細は市
公式サイトをご覧いただくか、電話でお問い合
わせください。新型コロナウイルス感染症の感
染予防の観点から、郵送での提出にご協力くだ
さい。
●その他／
　減免となる保険料（税）がすでに納付済の
場合でも、さかのぼって減免を決定し、納付
済の保険料（税）はお返しします。
 問・保険年金課保険係 　
　 　☎22-6600 内線 372・373・378
　 ・  高齢介護課介護保険係     
　　 ☎22-6600 内線 406・479

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料が減免されます
  収入が減少した世帯などは

するほぼすべての税目
●申請方法／
    本年６月 30 日、または納期限のいずれか遅
い日までに申請が必要です。新型コロナウイ
ルス感染症の感染予防の観点から、郵送での
提出にご協力ください。申請を希望される方
は、申請書を郵送しますので市収納対策課ま
で、電話でご連絡ください。
※申請書は、市公式サイトからもダウンロー
　ドできます。
●問 市収納対策課 
          ☎ 22-6600 内線 249・251・ 375

　新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が減少し、国民年金保険料の納付が困難な方は、
ご本人からの申請に基づき免除が受けられます。ただし、保険料が免除された期間分は、保険料
を全額納めたときに比べ、将来受け取る年金の額が少なくなることがあります。免除された保険
料は 10 年以内であれば、さかのぼって納めることができます。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、給与や事業などの収入に相当の減少があった方は、
１年間、市税等の徴収の猶予が受けられます。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。

1 年間徴収猶予　無担保・延滞金なし保険料（税）減免

Ｑ．２ 「特別給付金を受け取る手続きのため    
               キャッシュカードを預かる」と電話が  
               きたが、どうしたらよいか。
Ａ． ２特別定額給付金に関して、通帳やキャッ
シュカードを預かったり、電話やメールで個人
情報や暗証番号を聞き出すことは絶対にあり
ません。心配な時は相談してください。
■相談窓口／
　市生活環境課 消費生活センター
　☎ 22-3437 受付時間/月～金（祝日除く）
　　　　　　 午前９時から午後４時まで

相談例

新型コロナウイルスに便乗した                 
　　      にご注意！
新型コロナウイルスに便乗した                 
　　      にご注意！

保険料免除
納付が困難な方は

申

申

詐欺
さ　　　 ぎ

【「江戸川大学睡眠研究所」啓発資料を加工して作成】

いち　じ

　　　　　　　　　外出自粛などで生活時間の多くを自宅で過ごすことにより、生活リズムが乱れ
　　　　　　　　やすくなっています。「よい睡眠」を確保し、生活リズムを整えましょう。
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