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日本橋プラザにて「中央区ビジネス交流フェア2020」を開催いたします！
2017 年・2019 年に開催され大好評だった「中
央区ビジネス交流フェア」は、バイヤー商談会の
み実施いたします。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3 密を
避け、感染症対策を行いながら慎重に進めます。
詳細や申込方法についてはホームページ（下記 QR コード）をご覧ください。
皆様のお申し込みをお待ちしております！

◆場所：日本橋プラザ 3階　展示ホール（中央区日本橋2-3-4）
◆申込締め切り日：12月15日（火）

“印刷発祥の地”の誇り
東京都印刷工業組合京橋支部
支部長　田畠 義之　☎ 03-3552-1855　会員数：95

“組合結成100年”集積のパワー
東京都製本工業組合京橋支部
支部長　佐立 哲彦　☎ 03-3551-3783　会員数：32

“先進の情報文化”の担い手
東京都印刷工業組合日本橋支部
支部長　古畑 武郎　☎ 03-5542-2121　会員数：28

伝統の技能、いま華開く
製本・日本橋
支部長　丸山 啓一　☎ 03-3666-2051　会員数：4

省エネ・イノベーションを展開
月島工業会
会　長　中西 真進　☎ 03-4455-2500　会員数：15

伝統の日本文化を育てる
日本橋産業協会
会　長　小川 浩一　☎ 03-3668-2193　会員数：22

美しい町並、強い町づくりを
特定非営利活動法人
地域の防災と町づくりを研究する会
理事長　境 孝司　☎ 03-5651-5621　会員数：25

今号は通常号（4ページ）に加え、別冊（4ページ）として新型
コロナウイルス関連特集をおとどけします。
工団連の動き・老舗企業に学ぶ・企業探訪等は休載となります。

東京駅八重洲北口から徒歩4分／日本橋駅から徒歩1分

東京BRTに乗ってきました！
10月1日に運行が開始された、虎ノ門と晴海を結ぶ東京

BRT（バス・ラピッド・トランジット：バス高速輸送システム）
に事務局スタッフが10月29日に乗ってきました。

新橋駅の汐留寄りに位置するバ
ス停に着くと定刻通りに２両がつ
ながった連節バスがやってきました。
運賃は220円均一、晴海までは18
分で到着します。

親切な車内アナウンスに従って
Suicaをタッチして乗車すると車内
は明るくて清潔で、後方車両までの
奥行きの深さが印象的です。座席
は少し固めですが4人掛の対面シー
トもあるのが嬉しいです。

車両の連結部の床にはターンテーブルがあり、カーブを
曲がる時に回転します。（走行中に上に立つのは禁止）

晴海BRTターミナルの周辺はマンションの公開空地が広
くとられ、大勢の保育園の子ども
達が海風のなかで元気に遊ぶとて
も気持ちのいい空間でした。

路線には連節バスと燃料電池
の単車バスが走り、連節バスは軽

油燃料のハイブリッドが動力
ですが、単車バスは水素を
酸素と反応させて発電し、モーターで走ります。災害などの
停電時には避難所などへの電力供給ができるそうです。エ
ンジンの振動もなくスムーズで気持ち良い乗り心地でした。

ただ、帰路は旧築地市場から新
大橋通りへ抜ける交差点が渋滞し
ていて、通過に10分くらいかかり
ました。専用レーンが前提にある
BRTとしてはちょっと残念です。

行きの乗客数は座席数の1割くら
いでしたが帰りは9割程度の座席が
埋まり、地域の足として定着しつつ
あるなと感じました。

オリンピック・パラリンピックが延期になるなかで運行が
開始されましたが、中央区の交通利便性が向上したのは嬉
しい限りです。

主催：中央区
共催：中央区しんきん協議会・東京都よろず支援拠点・特定非営利活

動法人 東京都中央区中小企業経営支援センター・東京商工会
議所中央支部・中央区工業団体連合会・中央区商店街連合会

開催日時

2021年2月17日 水
午前10時～午後4時30分

【問合せ先】
商談会事務局：東京シティ信用金庫
TEL.	 03-3279-4632

▲新橋の停留施設

▲連節バスがきました！

▲東京BRT公式HP▲帰りは単車バス▲連節バス車内

▲高層ビルと連節バス

▲ホームページ
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京橋支部東印工組

日本橋支部東印工組

京橋オープンを開催しました

京橋支部 部長・監査・京青会会長・地区長の会を開催

コロナ禍での支部活動

さまざまな会議や企画が中止になっています

毎年恒例のゴルフコンペ「京橋オープン」が、令和2年9月
19日（土）に鳩山カントリークラブにて、4組16名で開催されま
した。当日は曇りでしたが、皆さん久しぶりのゴルフのようで、コ
ンペというよりも、和気あいあいと楽しくラウンド出来ました。また、
表彰式とパーティーもゴルフ場の配慮もあり、3密を避けコロナ
感染対策を十分にし、美味しいお料理を堪能しました。

その後、現在まで陽性者は、出ておりません。

令和2年10月8日（木）11時～12時京華スクエアにて、17名

支部活動も２月後半から定例役員会の開催がままならなくな
り半年間メールによる連絡が中心でした。９月になってZoomに
よるWEB会議を開くことができ、各社の近況報告や給付金補
助金の利用状況についての情報交換を行いました。Zoomの操
作には不慣れなメンバーも居り、各社事務所からの参加のほか

日本橋産業協会ではコロナ感染予防対策の観点から、総会
については5月に役員会の承認を以って決議を行いました。

また、6月21日にバーベキューの開催を予定し、感染対策な
ど準備を行なっておりましたが、諸般の事情により残念ながら開

の参加で10月の地区長会を実施しました。
支部長からの挨拶と本部からのインフォメーション、各委員会

の報告、今年度の今後の会合・行事等について、開催に向け
て調査、対策を検討しましたまた、コロナ禍を機にＩＴを進め、
現在、地区長会や京青会の幹事会は、ハイブリット（実際の参
加とズーム参加のミックス）ですが、研修会や講演会にも拡充し、
60才代以上の組合員にも利用できるように、施策を考える等を
議題とは別に話し合いました。

数人集まって飲み屋さんから
の中継なども混ざって久しぶ
りに楽しい親睦になったように
感じました。

催の２日前に中止となりました。
秋の研修旅行につきましては、5月の時点で中止を決定し、

へそ展なども中止となり、なかなか活動ができない状態が続い
ております。

支部　　活動報告

日本橋産業協会

◆これまでの動き
今年3月よりコロナ対策を実施して、総会を含めた全ての行事、
事業を中止致しました。毎月の理事会はリモートで行い現在も
継続しています。毎年更新しなければならない「製本産業個人
情報保護体制」（SAPPS）の更新講習などは動画を配信して、レ
ポート提出などで対応しました。
★9月15日　毎年4月に実施いていた健康診断を組合委員の

要望により5ヶ月遅れで実施しました。

◆来年度の予定
リモートによる理事会は今後も継続し、コロナ感染拡大で講じた
対策で有意義なものは収束以後も残して行く方針です。
★1月　支部旅行の予行も兼ねてホームページ委員会のみの

旅行を京都で実施します。
★11月　京橋支部創立100周年記念行事を1年延期して銀座
「治作」にて開催されます。

感染拡大により行政指導が行われた場合は完全中止となります。

京橋支部製本組合

感染対策をしながら
少しずつ動き始めます

WEBカメラが大活躍▶



ハイテクセンター

ランチセミナー

2019年度 第10回 2020年度 第1回 第2回

　令和元年度ハイテクセンター・ランチセミナーは、好評のうちに終了いたしました。
　令和2年度ランチセミナーは、新型コロナウイルス感染拡大防止のためマスク着用・入
室の際の検温・手指の消毒を実施し、マスクを外すことを防ぐため昼食は取りやめて、9月
から来年3月までの全7回の開催となります。
　9月9日には令和２年度開講式が行なわれ、森山会長から挨拶をいただいた後に、第1
回ランチセミナーが開催されました。
　豊富な講師の方々による多種多様なテーマで開催されるセミナーは、終了後も質問が
飛びかうなど毎回にぎやかに行われています。
　なお、11月18日に開催された第3回の内容は次号でご紹介します。

2020年度：第1回〜第7回ランチセミナー開催予定（第1回〜第3回は開催済み）
回数 開　催　日 講　　師 タイトル

第①回 2020年*9月9日（水） 室山　哲也先生 （元NHK解説主幹） 自然災害と社会

第②回 10月28日（水） 小和田　泰経先生 （静岡英和学院大学講師） 本能寺の変を検証する

第③回 11月18日（水） 須田　哲夫先生 （元フジテレビ エグゼクティブアナウンサー） 報道キャスターが語る“話題のニュース”の見方

第④回 12月16日（水） 滝川　哲也先生 （時事通信社編集局・解説委員） 箱根駅伝の今昔と功罪

第⑤回 2021年1月20日（水） 瀧口　雅仁先生 （芸能史研究家、恵泉女学園大学講師） 江戸の暦と庶民の四季の暮らし

第⑥回 2月17日（水） 笹原　宏之先生 （早稲田大学教授） 明治・大正・昭和・平成の150年間に変化した漢字

第⑦回 3月24日（水） 三遊亭　兼好先生 （落語家） 健康第一・兼好一番 ～笑いで脳を元気に～
＊9月9日は開講式も行ないました。　※原則：水曜日。　※講師・セミナー内容等変更になることもございます。

本能寺の変を検証する

10月28日（水）
講師　小和田 泰経 氏

（静岡英和学院大学講師）

明智光秀と本能
寺の変に関する逸
話は多く存在しま
す。安土饗応と呼
ばれる徳川家康へ
の接待役を光秀が

解任されたという説は、当初の予定
が3日間だった可能性もあるので根
拠に乏しく、光秀が愛宕百韻で詠ん
だ歌で謀反を吐露したという説もそ
うならばあまりに不用意です。光秀
が謀反を起こした理由も諸説ありま
すが、どれも決め手に欠けています。
織田信長と信忠の遺骸は見つかっ
ておらず、信長の墓とされるものは
いくつか存在していますが、実際そ
こに埋葬されたかどうかは伝説の域
を出ていません。

近年、今まで見ら
れなかったような異
常気象が各地で起
こっています。この
ような地球規模の
気候変動が起きて

いる大きな理由が地球温暖化です。
気温が上がると水の蒸発が増え、地
球の水循環に大きな影響をもたら
すのです。異常気象が起きないよう
に温暖化を抑えるためには、2030
年には温室効果ガスを45%削減し、
2050年には実質ゼロにまで持って
いかなければいけません。今後こ
の狭い地球の中で、どのように世代
を重ねていくか、真剣に考えなけれ
ばいけない時期にきていることは確
かでしょう。

我々落語家はこ
のようなご時世に
は弱い商売です。3
月の仕事はほとん
ど中止になりまし
た。 よく噺されるも

ので200くらい噺がありますが、ど
の噺にも季節感というものがありま
す。そのため、高座ではあまり季節
外れの噺はしないようにしておりま
す。最近では桜の噺もやりにくくな
りました。昔は3週間くらいもったも
のが、今はすぐ散ってしまうので１
週間も話せませんが、せっかくなの
で本日はそんな桜に関連した噺を
話そうと思います。（このあと師匠か
ら「花見酒」と「強情灸」の二席
をお話しいただきました）

講師　三遊亭 兼好 氏
（落語家）

2020年3月18日（水）

健康第一・兼好一番
～笑いで脳を元気に～ 自然災害と社会

2020年9月9日（水）
講師　室山 哲也 氏

（元 NHK解説主幹）

※欄外右側の▶印は2穴開けのセンター位置です。



1 工団連会報別冊

新型コロナウイルス関連特集
いまだに猛威をふるう新型コロナ。感染症対策をはじめ、検査のことや
「コロナかな？」と思った時どうすれば良いのかなどをまとめた保存版です。

工団連会報第48号

別 冊

中央区PCR検査センターについて
迅速な対応が必要な方の発見が遅れて感染拡大する状況を避けるとともに、感染したリスクが高いと考えられ
る方々へ重点的にPCR検査を実施する必要があるという考えに基づき、新型コロナウイルス感染症患者の濃厚
接触者や既に症状が現れている方に対して優先的に検査を実施しています。

東京都発熱相談センターについて
インフルエンザ流行期を迎えるにあたり、発熱等の症状がある方や、新型コロナウイルス
接触確認アプリCOCOAから通知を受ける方が増えることが想定されます。こうした方か
らの相談をワンストップで対応できる「東京都発熱相談センター」が 10月30日に開設さ
れました。「東京都発熱相談センター」は、以下のような方からの相談を受け付けます。

★設置場所
中央区休日応急診療所（佃 2-17-8）
※開設期間中は休日応急診療所を休止
★対象者・件数
・区内のかかりつけ医を受診した区民で、医師が検査
を必要と判断したもの（40件 /1日）
・中央区保健所が実施する接触者検診（30件 /1日）
★実施日時
週 5日（火曜日から土曜日）
・保健所が実施する接触者検診
午前 11時から正午まで
・医師が検査を必要と判断した場合
午後 1時 30分から午後 3時まで

★新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）で
通知を受けた方に対するPCR検査について

COCOAによる通知があった方からコールセンターや
保健所に問合わせた場合でも、感染者との接触状況
や発熱、咳の有無などをお尋ねします。
症状がある場合：区内医療機関を受診の上、

必要に応じてPCR検査を実施
症状がない場合：ご自身による14日間の健康観察
※この間はマスクの着用や感染拡大防止のための行動
にご配慮ください。ただし、体調不良が生じた場合
はコールセンターへご連絡ください。

★問合せ先
中央区保健所コールセンター
☎ 03-3541-5254（平日の午前 9時〜午後 5時）
中央区保健所　☎ 03-3541-5930

（1） 発熱等の症状がある方
発熱等の症状がある方で、かかりつけ医のいない場合
や相談先に迷っている場合などの相談に電話で対応し
ます。※かかりつけ医のいる方は、かかりつけ医に電話でご相談ください。
☎︎ 03-5320-4592
（24時間、土・日・祝日を含む毎日）
（2） COCOAの接触通知を受けた方
COCOAにより、接触通知があった方からの相談に対
応します。電話番号は、通知を受けた方にアプリ内で
お知らせします。

※医療機関に電話でご相談の結果、受診の必要がある
場合には、医療機関の指示に従って受診してくださ
い。その際はマスクを着用し、公共交通機関の利用
を避けて受診してください。
★聴覚に障害のある方など、電話相談が難しい方は
　FAXでの相談を受け付けています
FAX 相談票に必要事項を記入の上、
下記 FAX番号あてにご送付ください。
FAX：03-5388-1396

FAX相談票➡

※「東京都発熱相談センター」の開設に伴い、「新型コロナ受診相談窓口」は終了しました。

37.5℃
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感染予防に関することや
心配な症状が出た時の対応など
新型コロナウイルス感染症に
関する一般相談窓口
「東京都新型コロナコールセンター」
☎︎0570-550571
受付時間：9時から22時まで（土・日・祝日を含む）

「東京都新型コロナ対策パーソナルサポート」
LINE 公式アカウント「新型コロナ対策パーソナル
サポート＠東京」と友だちになり、ご自身の健康状
態等を入力いただくことで、一人ひとりに応じた新
型コロナウイルス感染症に関する情報をお知らせし
ます。（利用には LINEアプリへの登録が必要です）

新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）とは
厚生労働省の公式アプリ。スマートフォンの近接通信機能
（Bluetooth）を利用して、自分が知らない間に新型コロナ
ウイルス陽性者と濃厚接触していたか分かります。利用者が増
えることで感染拡大防止につながることが期待されます。なお、
プライバシー保護のため、氏名、電話番号、メールアドレス
等の個人情報や位置情報は記録されません。
◆COCOAの仕組みは？
COCOA利用中の人が陽性になった場合、その陽性者と過去
14日間に濃厚接触（1メートル以内で15分以上接触）してい
た可能性がある相手のスマートフォンに通知されます。
◆どんな通知が来るの？
スマートフォンに「COVID-19にさらされた可能性があります」

発熱等の症状が
生じた方

かかりつけ医 地域の身近な
医療機関

かかりつけ医に電話相談 電話相談 電話相談

電話相談

・かかりつけ医がいない場合
・相談する医療機関に迷う場合
・土日や夜間等かかりつけ医が休診の場合

自治体や医師会の
ホームページも
活用する

自治体や医師会の
ホームページも
活用する

地域の身近な
医療機関を案内

COCOAの
通知があった方

東京都発熱相談センター
24 時間対応（土日祝含む）
☎03-5320-4592
症状や患者との接触歴等の
聞き取りを行います

東京都発熱相談センター
COCOA専用ダイヤル
24 時間対応（土日祝含む）
※電話番号はCOCOAの
　通知でお知らせします
症状や患者との接触歴等の
聞き取りを行います

感染予防法が知りたい

感染したかもしれない

不安に思う方

新型コロナコールセンター
午前 9時～午後 10時（土日祝含む）
☎0570-550571

内容に応じて
地域の身近な
医療機関を案内

内容に応じて
地域の身近な
医療機関を案内

新型コロナウイルス感染の疑いあり、受診が必要と判断

新型コロナ外来を受診

PCR検査センターを受診

入院（感染症指定医療機関等）または宿泊療養等

陽性

陰性

陰性PCR検査
（東京都健康安全研究センター、民間検査機関等）

陽性

自宅で安静

医療機関を受診
※症状がよくならない場合は、
　再度、かかりつけ医または、
　東京都発熱相談センターに相談

医師が検査の必要なしと判断

感染リスクが高まる
「5つの場面」

内閣官房

感染防止対策の
参考に！

もしかしてコロナかな……
と思ったらどうすればいいの？



3 工団連会報別冊

という通知が来るか、COCOAを開いた時に「陽性者との接触
確認○件」と表示されます。接触通知を受けた場合、都道府県
を選択することで、最寄りの相談先を案内されます。
◆ 自分が陽性になった場合はどうするの？
COCOAの「陽性情報の登録」をタップすると「陽性登録への
同意」という説明文が表示されるので「同意して陽性登録する」
をタップして登録します。
◆ 通知を受けたらどうするの？
COCOAで接触が確認できた人は、公費でPCR 検査が可能で
す。厚生労働省は「症状がある場合や過去 2週間以内に身近に
接した方に感染者や症状のある方がいる場合を除
き、普段通りの生活で差し支えない」と説明してい
ますが、無症状でも感染していたら周囲に拡散さ
せる可能性があるので専門機関に相談しましょう。

未だに感染者数が増加傾向の新型コロナウイル
ス感染症。「PCR 検査」「抗原検査」「抗体検査」
という検査名をよく耳にしますが、一体どう違い、
それぞれ何を知る事ができるのでしょうか。
これら3種類の検査について説明します。

「PCR検査」とは
「現在感染しているかどうか」を判定する検査です。
通常では微量で検出できない新型コロナウイルスの
DNA断片を PCR 法＊で増幅して見つけ出します。
検査方法は、鼻または喉の奥を拭って細胞を採取し
て行ないます。発症から9日以内であれば唾液か
らの検査も可能になります。
感度が高い PCR 検査ですが、特別な検査機器が
必要なため実施できる検査機関が限られている事、
検査結果が出るまでに数時間かかります。
＊PCR（polymerase chain reaction）法とは：DNAを増幅するた
めの原理またはそれを用いた手法の事で、今から30年以上前に発明
されました。

「抗
こうげん

原検査」とは
「現在感染しているかどうか」を判定する検査です。
ただし、PCR検査がウイルスのDNAを増幅して検
出するのに対して、抗原検査はウイルスに対する抗
体を用いて抗原＊を見つけるという方法なので、検
出にはより多くのウイルスが必要なため PCR 検査
に比べて感度が劣るとされ、偽陰性が多くなります。
とはいえ抗原検査は特別な検査機器や試薬を必要
とせず、検査キットがあれば簡単に検査ができ、
30分程度で結果が出るというメリットがあります。
このため、抗原検査はPCR 検査と組み合わせて活
用する事が多く見受けられます。
＊抗原とは：身体に入った菌やウイルスなど異物の表面に存在する物質
（タンパク質）の事を抗原と言います。その抗原を目印として攻撃す
る事を抗原抗体反応と言います。

「抗
こうたい

体検査」とは
「過去に感染したかどうか」を判定する検査です。
PCR 検査と抗原検査がウイルスそのものを見つけ
るのに対し、抗体検査はウイルスに感染した身体の
中で作られた抗体＊を見つける事により、その人が
過去に感染したかどうかを調べる検査です。
感染症の多くは数年間に渡って抗体を検出できます
が、新型コロナウイルスの抗体がいつまで体内に
残っているかはまだ未確定なので、抗体が見つかっ
ても今後新型コロナウイルスには感染しないという
保証はありません。
＊抗体とは：抗原に対抗して血清内や組織中に形成されるタンパク質
の一種（免疫グロブリン）の事。身体は、侵入したどんな異物の抗
原にもぴったり合う抗体を作る事ができます。抗体が、特定の抗原に
特異的に結合する事を抗原抗体反応と言い、結合する事によりマクロ
ファージなど貪食細胞が異物を食べやすくなります。抗原抗体反応は
「免疫」という生体防御システムです。
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24 時間対応（土日祝含む）
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症状や患者との接触歴等の
聞き取りを行います

東京都発熱相談センター
COCOA専用ダイヤル
24 時間対応（土日祝含む）
※電話番号はCOCOAの
　通知でお知らせします
症状や患者との接触歴等の
聞き取りを行います

感染予防法が知りたい

感染したかもしれない

不安に思う方

新型コロナコールセンター
午前 9時～午後 10時（土日祝含む）
☎0570-550571
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医療機関を案内

内容に応じて
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（東京都健康安全研究センター、民間検査機関等）

陽性

自宅で安静

医療機関を受診
※症状がよくならない場合は、
　再度、かかりつけ医または、
　東京都発熱相談センターに相談

医師が検査の必要なしと判断
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感染防止対策の
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PCR検査・抗原検査・抗体検査
って何が違うの？

※COCOAアプリインストールについては工団連会報第 47号をご参照ください。

※参考：東京都福祉保健局「新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について」

※参考：感染症専門医 忽那賢志氏「抗体検査・抗原検査・PCR検査 どう使い分ける？」、他
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GoToキャンペーン等で外出の機会が増えてきました
が、気温が下がり乾燥する冬は様々な感染症が流行し
ます。今一度、基本の感染予防を徹底して危険を回避
しましょう。

正しいマスクの着脱方法
「正しいマスクの装着」
❶装着前は手を洗う
❷鼻からアゴまでマスクで覆い、隙間な
くフィットする様に調整する
❸マスク装着中は、マスク表面には触
らない様にする

「正しいマスクの外し方」
❶耳かけゴムや頭に固定したヒモを外す
❷この際、マスク本体には触らない事
❸すぐに手洗いをする（正しい手洗い参照）
POINT-1
廃棄の際は、マスク表面に付着した汚れ等に触れる危険
を少なくするため、ビニール袋に入れて捨てるか、蓋の
ついたゴミ箱に捨てましょう。
POINT-2
一時的にマスクを外す場合は、抗菌マスクケースに入れ
るか、ケースが無い場合は清潔なハンカチやティッシュで
両面を挟む様に包みましょう。

正しい手洗い方法
❶石鹸やハンドソープをよく泡立てて両
手のひらをしっかりこすり合わせる

❷手の甲をこすり洗いする
❸片方の指先を、もう片方の手のひらに
こすりつけて、指先・爪の間も念入り
に洗う（両手とも）

❹両手の指を絡ませる様にして、指の間
をよく洗う
❺片方で反対の手の親指を掴み、親指と
手のひらを捻る様に洗う（両手とも）

❻手首もしっかり洗う（両手とも）
❼流水でよく洗い流す
❽ペーパータオルや清潔なタオルで拭く
POINT
消毒薬による手指消毒も上記❶～❻と
同じ手順で行ないましょう。

正しいうがい方法
❶ご利用のうがい薬の用量で準備する
❷口の中の有機物を取るために、口に含んで強
くブクブクゆすいで吐き出す
❸口に含み上を向いて口を「お」を発声する時
の形にして、15秒ほどしっかりうがいしたら
吐き出す（これを2回）

POINT
発声しながらうがいすると喉の奥まで届きやすくなります。

夏は思い切り窓を開けて換気ができましたが、
冬は寒くてついつい換気を怠りがちに……。
寒い季節の換気はどうしたら良いのでしょう。

換気扇を常時稼働
暖房で室内を暖めながら、少しだけ窓を開けて
常時換気扇をつけておくと寒くなりすぎません。

湿度は50％〜 60％を保つ
ウイルスは湿度が低いと飛散しやすくなります。
換気時は湿度が下がるので、加湿器や濡れタオ
ルの室内干しなどで室内の湿度を保ちましょう。

窓開けは少しでもO.K.
寒い時期に窓を開けると、暖気が上から外に出
て、冷気は下から中に入ってきます。そのため
内外の気温差が大きい時は1cm程度の窓開け
でもたくさん空気が入れ替わります。気温が高
めの時は10cm以上開けるのが良いそうです。

どこの窓を開けるか
部屋の扉を開放して遠い部屋や廊下の窓を開け
ておくと良いですが、暖房器具に近い窓を開け
ると室内が極端に冷えることを防げます。

帰宅時の換気
帰宅したらまず暖房で室内をしっかり暖めてから
窓を開けると、屋外の冷気が入ってきても寒さを
感じにくくなります。ただし、一人暮らしなど感
染リスクが低い場合は何がなんでも窓を開けて
換気する必要はないでしょう。

東京都家賃等支援給付金
新型コロナウイルスにより影響を受けている事業主に
対し、定められた要件を満たす方に都が独自に行う
上乗せ給付金です。国の家賃支援給付金に加え、都
の給付金を活用することで、大きな固定費である家
賃支払いの補填が可能となります。
東京都家賃等支援給付金公式サイトでオンライン申請
または申請受付要項のダウンロードができます。
■オンライン申請期限
　2021年 2月15日 月
　23時 59分まで
■郵送での申請期限
　2021年 2月15日 月
　当日消印有効
※郵送の場合は、必ず簡易書留など
　郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
＜問合せ先＞
東京都家賃等支援給付金コールセンター
☎︎ 03-6626-3300
受付時間：午前９時から午後７時まで（土日祝日・年末年始除く）
※対面での受付・説明は行いません。

発行：中央区工業団体連合会　中央区工団連会報第 48号（2020年 12月発行）別冊／文責：株式会社東美　内藤

基本の感染予防対策
マスク・うがい・手洗い

寒い！
でも、冬も換気は忘れずに

※参考：厚生労働省「感染症対策の基礎知識」など

※参考：日テレNEWS24「近づく冬　効率のいい換気方法は？」など

▲公式サイト
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