
同胞高齢者の健康と生活を守るための訪問活動

コロナ感染防止＋熱中症対策をしよう！
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 　新型コロナウイルス感染症は、基礎疾患を持つ
方や高齢者が感染し発症すると重症化するリスク
が高いことが明らかになっています。ここでいう基
礎疾患とは、糖尿病、心不全など慢性の循環器疾
患、肺気腫など慢性の肺疾患、透析を受けている
方、免疫抑制剤や抗がん剤の投与を受けている方
など、免疫が抑制された状態にある方を含みます。
　また、知らない間に感染しているが、まだ発熱な
どの症状がない方からも感染することがわかって
きました。しかしながら、まだ有効なワクチンがな
いという現実があります。そのような意味で、でき
るだけ外出しないという行動制限は、感染リスクを
抑えるために必要ではあります。

　この間、各地総聯組織が大々的に行った同胞訪

問活動は、同胞の健康を守るためにも大きな意義

があったと言えます。
　同胞高齢者の中にも一人暮らしの方はいます
し、こういうときこそ、ご家族とともに同胞どうしの

ネットワークで安否確認などを行う意義があると思
います。
　その際には、手洗いやマスク着用などの感染予

防策や健康と生活維持のための情報などを、高齢

者を含めた全ての方々にもわかりやすく、かつ正

確な知識としてお伝えすることが重要です。

　一方、活動自粛のために生活不活発な状態にな
ると虚弱が進み、心身や脳の機能が低下し、要介
護状態、認知症や早期死亡のリスクが高まります。
社会的な行動制限は、感染リスクを抑えるために
は必要ですが、青年期、壮年期はもちろん、特に高
齢者の健康を損なうデメリットもあります。
　コロナ禍のなかで、要介護、認知症、転倒、抑うつ
を防ぎ、高齢者の健康を維持・向上するためには、

今後、手洗いなどを徹底するとともに、感染リスク

のある「密閉」「密集」「密接」の場を避けながら散

歩など外出し、他者との交流を行い、適度な運動

や社会参加を行うことが必要であると考えます。

次ページつづく

高齢者の健康と生活を維持・向上するためには

に新型コロナウイルス感染症に対する今後の課題や注意点などを伺いました。
（畿央大学健康科学部看護医療学科准教授）文鐘聲さん在日本朝鮮人医学協会

大阪支部副会長の

　私は、公衆衛生学・疫学を専攻しており、最近は
高齢者の健康に関する研究、特に在日同胞の百寿
者・超高齢者の健康に関する研究をしています。そ
の立場から幾つかお話します。
　今年の2月から5月にかけて新型コロナウイルス
感染の大きな波がありました。日本政府による緊
急事態宣言は解除されましたが、6月3日の朝鮮新
報（日本語版）に掲載された医学協会発表記事に
も書かれている通り、私たちは次の波を念頭に置
いた準備をしていかなければなりません。
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③屋内においては、室内換気に十分な配慮をしつつ、こまめにエア
コン温度を調節し室内温度を確認しましょう。

①マスク着用により、身体に負担がかかりますの
で，適宜マスクをはずして休憩することも大切で
す。
　ただし感染対策上重要ですので，はずす際はフ
ィジカルディスタンシング(身体的な距離）に配慮
し、周囲環境等に十分に注意を払って下さい。ま
た口渇感に依らず頻回に水分も摂取しましょう。

②体が暑さに慣れていない時期が危険です。
　フィジカルディスタンシング(身体的な距離）に
注意しつつ、室内・室外での適度な運動で少しず
つ暑さに体を慣れさせましょう。

※日本救急医学会・日本臨床救急医学会・日本感染症学会・
日本呼吸器学会合同の「新型コロナウイルス感染症の流行を
踏まえた熱中症診療に関するワーキンググループ」による今
夏の熱中症への予防に関する注意点をまとめた緊急提言（6
月1日）に基づく。提言骨子のみ掲載。

※解説詳細は右記（URL・QRコード）参照ねがいます。

「新型コロナウイルス感染
症の流行を踏まえた熱中症
診療に関するワーキンググ
ループ」緊急提言（詳細）

https://www.jaam.jp/info/2020/files/info-2020601.pdf

(前ページ続き）
　また、これからの季節は暑くなってきますので、
熱中症対策も重要です。一般的にいま出回ってい
るマスクは暑くなると蒸れやすく、どうしても熱中
症のリスクが上がります。それに加え、今年の夏は
猛暑が予想されています。人との距離を取りマスク
を適切に外すことや、水分を十分に摂取すること
を心がけてください。
　昔はエアコンがなくても過ごせていましたが、今
の気候はエアコンが必要です。確かに電気代は上
がりますがそれをためらうことによって、熱中症に
なってしまっては元も子もありません。それらをし
っかりお伝えし、30分ぐらいを目安に換気を程よく

コロナ禍での熱中症予防－５つのポイントコロナ禍での熱中症予防－５つのポイントコロナ禍での熱中症予防－５つのポイント

することも加え、各家庭・職場で実践するように働
き掛けましょう。
　総聯組織の強みは、老壮青にかかわらず、これ

までの苦労を分かち合い、互いに支えあってきたこ

とにあると思います。

　新型コロナウイルス感染症の拡大にともなって、

同胞たちは様々な悩みを抱えていることでしょう。

　各地の総聯組織や気心知れた同胞どうし、また、

各家庭においてもその悩みを聞いて分かち合い、

解決の方途を探す活動を継続していきましょう。

（文責：編集部）

④熱中症弱者（独居高齢者、日常生
活動作に支障がある方など）の方に
は特に注意し、社会的孤立を防ぐべ
く、頻繁に連絡を取り合いましょう。

⑤日頃の体調管理を行い、観察記録をつけておきましょう。
　おかしいなと思ったら、地域の「帰国者・接触者相談セン
ター」や最寄りの医療機関に連絡・相談をしましょう。



中小企業・小規模事業者・個人事業者向け

家賃支援給付金
　新型コロナウイルス感染症を契機とした今年 5 月の緊急事態宣言の延長など
により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家
賃の負担を軽減することを目的に給付金を支給する制度が、2020 年度第２次
補正予算に盛り込まれました。
　その制度の概要を、現場で同胞商工人の経営サポートに従事する地域商工会
職員がわかりやすく解説します。（2020 年 7月 4日現在の資料にもとづく）

　　支給対象者は、以下の①~③のすべての条件を満たす事業者になります。
　　①資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、①資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、

　　　　フリーランスを含む個人事業者フリーランスを含む個人事業者（※）（※）

       ②       ②今年 5月～ 12 月の今年 5月～ 12 月の売上高が、売上高が、1カ月で前年同月比 50％以上減少、1カ月で前年同月比 50％以上減少、
または、連続する 3カ月の売上高が前年同期比で 30％以上減少している。または、連続する 3カ月の売上高が前年同期比で 30％以上減少している。

       ③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている。       ③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている。

埼玉県商工会 
金映鉄副理事長に聞く

Q.Q.Q.Q.Q.支給対象者について教えてください。支給対象者について教えてください。支給対象者について教えてください。支給対象者について教えてください。

A.A.A.A.A.

Q.Q.Q.Q.Q.
申請時直近の支払家賃（月額）に基づいて算出し、その金額の 6倍（6カ月分）が一括給付6倍（6カ月分）が一括給付
されます。ただし、法人と個人事業者では給付額が異なります法人と個人事業者では給付額が異なります。A.A.A.A.A.

給付額とその算定方法は？給付額とその算定方法は？

法人は最大 600 万円（1カ月分の給付上限額 100 万円）、法人は最大 600 万円（1カ月分の給付上限額 100 万円）、
個人事業者は最大 300 万円（1カ月分の給付上限額 50 万円）です。個人事業者は最大 300 万円（1カ月分の給付上限額 50 万円）です。

※注
①支払賃料が高額な事業者であれば、複数店舗を有する事業者のみならず、店舗
　数が 1つであっても給付率 1/3 上乗せ分が適用されます。
②自己保有の土地・建物（のローン）に対しては、支給対象ではありません。
③個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、確定申告書における損金計上額など、
　事業用途として使用している範囲が支給対象となります。
④借地の賃料は支給対象になります。なお、借地上に賃借している建物が存在す
　るか否かは問わないとのことです。
⑤管理費や共益費は、賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、
　一定の場合には支給の範囲に含まれるとのことです。
⑥地方自治体から賃料支援を受けている場合も支給対象となりますが、給付額の
　算定に際して考慮される場合があるとのことです。

※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となります。



Q.Q.Q.Q.Q.

A.A.A.A.A.

給付額の算定方法が
　　　ちょっとわかりづらいですね…。

そうですね。少し複雑なので、４つの
ケースで説明します。

■法人の場合■法人の場合
【ケース 1】月額家賃 60 万円の店舗が 1つ【ケース 1】月額家賃 60 万円の店舗が 1つ
※75万円まで 2/3 給付

①60万円×2/3 = 40 万円40万円（1カ月の給付額）
②40万円×6か月 = 240 万円240 万円（総額）

【ケース２】月額家賃 60 万円の店舗が３つ【ケース２】月額家賃 60 万円の店舗が３つ

①1ヵ月の合計家賃（60万円×３店舗）
= 180 万円180 万円

②180 万円のうち 75万円まで 2/3 給付
= 50 万円 (a)= 50 万円 (a)

③残り 105 万円分は 1/3 給付なので
= 35 万円 (b)= 35 万円 (b)

④ a ＋ b = 85 万円= 85 万円（1カ月あたり給付額）
⑤ 85 万円×6カ月 = = 510 万円510 万円（総額）

Q.Q.Q.Q.Q.

A.A.A.A.A.

家賃支援給付金の申請はいつから、
どのようにすればよいでしょうか？

　　　申請開始申請開始は 7 月中旬以降になる見込み7 月中旬以降になる見込みで
　　　す。
　　　また、申請方法申請方法は原則オンラインのみ原則オンラインのみで、
申請から審査・給付に時間がかかることが予想審査・給付に時間がかかることが予想
されます。
　中小企業庁によると、具体的な対象範囲や申
請開始日などの制度詳細は 7/3 現在検討中で、
申請要項などの公表日は未定申請要項などの公表日は未定です。

■個人事業者の場合■個人事業者の場合

【ケース３】月額家賃 30 万円の店舗が 1つ【ケース３】月額家賃 30 万円の店舗が 1つ
※37.5 万円まで 2/3 給付

①30万円×2/3
= 20 万円= 20 万円（1ヵ月あたりの給付額）

②20万円×6か月 == 120 万円120 万円（総額）

【ケース４】月額家賃 50 万円の店舗が３つ【ケース４】月額家賃 50 万円の店舗が３つ

①1ヵ月の合計家賃（50万円×３店舗）
= 150 万円= 150 万円

②150 万円のうち 37.5 万円まで 2/3 給付
= 25 万円 (a)= 25 万円 (a)

③月額家賃が 37.5 万円を超えているので、
　37.5 万円超の部分 112 万 5000 円の 1/3 に
　相当する 37.5 万円 (b) を加算。

　a ＋ b = 62.5 万円= 62.5 万円
④1カ月の上限給付額は 50万円なので
　50万円×6か月 == 300 万円300 万円（総額）

Q.Q.Q.Q.Q.申請に必要な書類と、制度開始後、いつまで申請できますか？

　今後、追加・変更の可能性はありますが、右
記書類を用意する必要があるとのことです。
　申請期間は、申請開始後、売上減少月の翌月売上減少月の翌月
から 2021 年 1 月 15 日までの間から 2021 年 1 月 15 日までの間、いつでも申請
できるとのことです。

申請準備書類（予定）申請準備書類（予定）
①賃貸借契約書など①賃貸借契約書など
　　※賃貸借契約の存在を証明する書類

②銀行通帳の写し、振込明細書など②銀行通帳の写し、振込明細書など
※申請時の直近 3ヶ月分の賃料支払実績を証明
　する書類

③本人確認書類（運転免許証など）③本人確認書類（運転免許証など）
④確定申告書・売上台帳など④確定申告書・売上台帳など
※売上減少を証明する書類

中小企業庁「家賃支援給付金」コールセンター
相談ダイヤル

０１２０－６５３－９３００１２０－６５３－９３０
（平日・土日祝日 8:30~19:00）

お問合せ・ご相談は、
各地域の朝鮮商工会朝鮮商工会または同胞生活相談センター同胞生活相談センターまで。
同胞経営者の皆さんを全力でサポートします。
お気軽にご連絡ください。
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