
情報発信 
公式LINE開設 

若狭公民館オリジナル 
LINEスタンプ作成・販売

昨年から配信している若狭公民館LINE。もっとみなさんと繋がりたくて、ホームページのイラストでおなじみ、
元館長の津嘉山さんにご協力いただき、かわいいスタンプができました！うちなーぐちが大好評です！ぜひ、沢
山のみなさんにご利用いただきたいです！LINEの登録もよろしくお願いします。

ホームページや広報誌等でも使用している元館長のイラスト
を活用し、オリジナルスタンプを作成、販売している。 
32スタンプ ¥120



情報発信 
支援情報発信 全国すべての人 に々

（外国人も対象） 特定定額給付金

子育て世代の方 に々 子育て世代への
臨時特別給付金

一律1人あたり10万円
申請は郵送又はマイナポータルで

相談ダイヤル　0120-260-020
（平日9:00～18:30）

那覇市臨時給付金コールセンター
098-993-5560

収入減で
生活が苦しい

緊急小口資金・
総合支援資金

国民健康保険等
の減免

最大80万円(二人以上世帯)
最大65万円(単身世帯)

那覇市社会福祉協議会
098-857-7766

那覇市国民健康保険課
098-862-4262

給
付

貸
付

猶
予
・
減
免

世
帯
や
個
人
の
皆
様

売上月額が半分以下で
家賃の支払いが苦しい 持続化給付金

雇用を維持できない 雇用調整助成金 沖縄労働局職業安定部助成金センター
098-866-1606

猶
予
・
減
免

中
小
・
小
規
模
事
業
者
の
皆
様

新型コロナに関する各種支援情報新型コロナに関する各種支援情報

給
付

貸
付

助
成

子ども1人当たり1万円
改めての申請不要

休業による収入減で
 住居を失うおそれ 住居確保給付金 那覇市就職・生活パーソナルサポートセンター

098-917-5348家賃相当額を支援
原則3か月,最長9か月

収入減で
 保険料が払えない
生活が苦しくて

 税,公共料金が払えない

国民健康保険料、介護保険料、
  国民年金保険料等を減免
国税・地方税、電気・ガス・ 
電話料金、NHK受信料等 の
各種公共料金の支払を猶予

納税猶予，
公共料金の支払猶予

国税　 098-942-5501
地方税 098-861-6902
各種公共料金は、各事業者まで

中堅・中小・小規模 最大200万円
フリーランス含む個人事業主 最大100万円

事業縮小でも雇用維持を図った場合
休業手当の一部を助成

売上減で
資金繰りが厳しい

売上減で
税,社会保険料が苦しい

売上減で
固定資産税が払えない

実質無利子・
無担保融資

国税，地方税，
社会保険料の納付猶予

固定資産税・
都市計画税の減免

3年間無利子,最長5年間元本据置
 日本政策金融公庫・地銀・信金・信組等

持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570

沖縄県商工労働部中小企業支援課
098-866-2343

売上が一定程度減少の場合、 1年間、
無担保かつ延滞税なしで猶予

国税　 098-942-5501
地方税 098-861-6902

売上が一定程度減少の場合、 
来年度は2分の１又はゼロに減免

相談ダイヤル　0570-077-322
納税課　098-861-6902

その他　中小企業・小規模事業所経営相談窓口
　　那覇商工会議所　098-868-3758 / 沖縄県信用保証協会　098-863-5300 / 沖縄県よろず支援拠点　098-851-8460

その他　生活や就職に関する困りごとの相談窓口
　　失業、借金、DV、引きこもり、病気、家族関係等について、不安や困りごと　

那覇市就職・生活パーソナルサポートセンター
098-917-5348

収入減や休業失業、生活面での不安など、各種相談窓口の連絡先です。ご活用ください。

新型コロナウイルスに関する各種支援制度一覧
（那覇市HP）

様々な支援情報を対象ごとに整理し、ブログやSNS発信



情報発信 
支援情報発信 

特別定額給付金に関する 
多言語案内サイト情報

特別定額給付金のご案内/Guide to the Special Cash Payments/
关于特别定额补助金的通知/關於特別定額補助金的通知/

특별정액지급금 안내 / Hướng dẫn về Tiền trợ cấp cố định đặc biệt

English⽇本語 简体中⽂ 繁體中⽂ 한국어 Tiếng Việt

Filipino Português Espanol Orang indonesia ภาษาไทย

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program/ 
Informações sobre o Auxílio Extraordinário de Valor Fixo/ 

Guía para la Solicitud de Ayuda Económica Especial/ 
Pemberitahuan mengenai Subsidi Khusus dengan Nilai Tetap/ 

คําชีแนะสําหร ◌ับ ◌  เงินจ่ายพิเศษ

引⽤︓総務省ホームページ

ひとり親家庭相談会

多様な対象に応じた 
支援情報の発信



情報発信 
オンライン 
学習教材 

情報を収集し、ブログやSNS発信



情報発信 
わかさ塗り絵 

ブログからダウンロードして無料で使えるように配布



情報発信 
広報わかさ 
新型コロナ特集 

＜特集内容＞ 
・７つの間違い探し 
・感染予防対策 
・各種支援情報 
・コロナに対する暮らしの技 
など 

休館中も窓に大きく張り出し 
情報が伝わるようにした 

2020.05.20那 覇 市 若 狭 公 民 館

No.108
広報わかさ

http://cs-wakasa.com/kouminkan/

　　　界的に広がる新型コロナウィルス感染症は、日本国内でも感染者は増え、その
　　　影響は大きく長期化しそうです。沖縄県内では、5月に入ってから新規感染者が
出ない日が続き落ち着いているように感じます。これも多くの県民が感染防止に務めた
結果だといえるでしょう。しかし、まだ油断は禁物です。あらためて感染拡大防止のため
の対策をしっかり行いたいものです。日本赤十字社が出しているガイドブックには、新
型コロナウィルス感染症の3つの顔について紹介されています。その3つの顔とは、「病
気」「不安」「差別」です。これらが”負のスパイラル”として更なる感染の拡大につながる
と指摘されています。第１の顔「病気」は、手洗い等の対策を万全にすることで防ぎます。
第２の顔「不安」解消のため、冷静になり生活習慣を整え、心地よい環境作りに努めま
しょう。第３の顔「差別」は、確かな情報を拡め、差別的な言動に同調しないようにする
ことが大事です。また、正義感でルールを守らない人を攻撃するのもやめましょう。自粛
生活が長くなると精神的にも辛くなますが、普段とは異なるこの環境を少しでも楽しく
過ごすために、みんなで力をあわせて乗り切りましょう。今号は「新型コロナをぶっ飛ば
そう！」をテーマに、感染対策や支援情報等、新型コロナ関連情報を掲載しています。

まちがいさがし

新型コロナウィルス感染予防特集 ロゴは、マスクとソーシャルディスタンスをイメージしています

特集：新型コロナをぶっ飛ばそう！
【７つの間違い探し】
上の絵と下の絵には、７つの相違点があります。
おうち時間にチャレンジしてみてください。答え
は，紙面のどこかにあるので探してください。

コロナ禍での
若狭公民館の取り組み
■ブログにて「新型コロナ関連情報」
　（支援情報・過ごし方提案等）掲載
■「わかさ塗り絵」を作成、ブログにて
　無料配布
■特別企画「新型コロナをぶっ飛ばせ！
　みんなの力で乗り切ろう」にて、コロ
　ナ川柳、お家での過ごし方、我が家
　のアート作品を募集
■若狭公民館YouTubeチャンネル
　「みんなの公民館」開設
■LINE公式アカウント開設

世



オンライン講座 
政治って 
なんだろう？ 
沖縄県議会選挙予定 
候補者が小中高生の 
質問に答えます 

小中高生6名と県議選候補
者10名がzoomで質疑を
行い、その様子を
YouTubeでライブ配信し
た 

中学 男子

中学 女子

小学 女子 高校 女子 小学 男子

高校 男子司会

Zoom＋YouTube

オンライン 
トークイベント 
「政治ってなんだろう？」

中学 男子


