ǇఉƄੱධࡿƔƖƁŹƳƎcƁƹ

ࣿॼƣ೨ǇƌƔƿcƈŻƌƔଵƣဖ

ƀƠƟǀƽŻॊƣၥƴᇍƀƐƀƾౡ

ƣଢ଼ࣥƌƈƒbੱࡱபทƠਿƶƾǁƛ

ƶƔƿbǞȘǵƣᆊࡊƠࣤŽǀॺƨǇු

ŹƳƎc

ƶƔƿbĪቹǇሻƅᆍǇƈƾƌƛࡱƹ

地方編
ೄƭƣᆋઞƣưƀb൚ཨॺƜᇀ

地方創生臨時交付金は何に
使える

ై೨ƟƞǇಲ౮ƎǀƔƶƣੱධࡿƣ
इვƠഊƛǀƈƝƷƜƂƳƎc
aఆ॔ᄇภƠᅏŽbࢸภዿᆀƹᅊႍസ

Ｑ ３兆円に増えた地方創生臨時交
付金は何に使えるの？

ƣᅏᆀƣᅏཡƠഊƛǀƈƝƹbఆ॔ᄇภ
ಐƠᅊႍസƣǞȘǵపᅉƹȆǱȖƹ

ＡaၾॷᆒƤbಛಓƁᅢጅƝᄕཉƌ

ፅǇೊƿඑƇǀᅉዿƠഊƛǀƈƝƷई

ƔශǞȘǵǑǏȖǤపƜŷǁƥbମ

ႷƜƎc

໋ƝƌƛౚŹƴƖƠฑƤ็ƆƟŹƝƌ

aಈೄƁઞዩƀƾዩಃǇƆƹ

ƛŹƳƎcশ४་ƣૼƜનƌǈƜŹ

ƎƄƎǀƔƶb
ಛಓƁጦᇀǇᇸൃƎ

ǀಈೄƹഉኁƠౚǄǁǀƽŻbಛಓ

ǀጦᇸƹමዿᇱආፍᇸൃƟƞƣኬ

Ơ။ƂƀƆǀƈƝƁഓጅƜƎc

Ɯŷǁƥb
ৰઞƣูƴጵƛƠౚŻƈƝƷ

a୪ᆋઞƤbጅษƠࣤƍƔಈസ

ĩᇸฝƀƾƜƂǀƽŻƠƟƘƛŹƳƎc

感染拡大どう防ぐ

ƭƣઞƹპƿඑƇƁଲ൛ƌƔಈ

東京など大都市部を中心に新型コロナ感染症が再拡大しています。暮ら
しや営業への打撃も重大です。
どうしたら感染拡大を防止できるのか、暮
らしや営業を守るには…。
Ｑ＆Ａで考えます。
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新型コロナ危機打開へ、たしかな情報

日刊紙

しんぶん赤旗 をあなたも

日曜版

月

3,497 円
月 930 円

Ƥଙ௮ǇபŻ}ƈƝƁᅢጅƜƎc་ਊኟ

ＰＣＲ検査の抜本拡充を
Ｑ 急激に感染者が増えてきて心配
です。

Ɵଙ௮ƠƽƘƛጉตೄǇଣƙƆഞƌbॸ
ጱfಓፑƎǀƈƝƁশጌƣǖǙƕƀ
ƾƜƎc
aጅษƠƙŹƛƤbශǏȞȀȖǓ

ାƨƀƆƛŹƳƎc

少人数学級は
Ｑ 少人数学級が注目されています

心のケアは

が、どうなっていますか？

ＡaဪੜဒƣශਊশೄƤbĨഃ

ȞǡၟຂሓĩīඞƣİஶƠƷƝƚŹƛb

ＡaŹƳbഓጅƟઅኜǇŽƛŹƳƎc

ᇓઍƜ୵ĨħቮဴƔƿİྖƜƎ
Į

࿌ƌƔᇸൌƝǦǮǳƜபŻƈƝƜƎc

aĭଈĨħ႘bࢇያ్࡙ࡿवƜ౨ࡔ࡙

ଈĨį႘ଵఓ
cทᆒƁbশ४་ሻƣ

aƈƣႏƙǇŷǄƐƛশ४་Ǉጌ

ࡿྙƠƌbࡊზෂూೣະƁǞȘǵଢ଼

ƔƶೂवƠጅษǇƎǀৰമƝƌƛƂ

ƎǀƈƝƁਿƶƾǁƳƎc

ǇଣƎŽƛଙ၀ƌƔŹƝးᇯƌƳƌƔc

Ｑ 授業のつめこみがひどく、子ども
は苦しんでいます。先がなかなか見え
ない受験への不安や、コロナそのもの
への心配も募るばかり。心のケアが大
切だと思うのですが。

ƔĩfĬǇƤǀƀƠྖŽbગ਼ಈ๓

၍ĩĩ႘ᆋ႘૪ƜƤேᎌ൚ॺ

ସǇഞƌƔƣĬǇƷ་ƂƄඑषƘƛ

ྙवƣवྙƁĩħĪħॺੇƝ

ＡaƞƷƔƖƤbƀƙƛƟŹƽŻƟᆊ

ᅳነcĮଈĪ႘ƠƤேཐಈवbே౦

ࡊƹǤǳȗǤǇƔƶƈǈƜŹƳƎc२ƣ

ྙवbேྎवƣూƙƣཆƣྙƁ

ǍȞǜ|ǳྔ௮ƠƤആཨƜƂƟŹ
ኻ

ᇌᆪऎॺ൶Ơ൛ॺੇƣಲ౮Ǉጅ

ኂǁƟƄƟƘƔ
ࡴƱƘƖƕƝশƍǀ

ษƌƳƌƔc୰ነလƷೣະƠጅษƌƔƝ

ƟƞƣฤƁ৳ƐƾǁƛŹƳƎc
ǞȘǵƜ

ሇƍƾǁƛŹƳƎc

ැƁǈƍƸƘƔƾƞŻƌƽŻƝੱࡿƠ

aƈŻƌƔƷƝƜbทᆒƣ૪అఖทಂኴ

౸ǇിŹƛƂƔƞƷƷŹƳƌƔc

वਢƣŹǄƻǀ
ሑ
Ơbഷƶƛ
൛

aƣǜǍƣᅢጅตƠƙŹƛƤᇌᆪऎ

౪၏ƣฑƣธᅏƣଙ၀Ɓมƿ

ॺ൶ಛිƷႡƶƛŹƳƎcƌƀƌbƎƮ

ŹƳƎc

補償と一体の休業要請こそ

aேጵேፑଞǦȞǪ|ƣǯǏǮ
Ǫ|Ƥb
ગ਼ಈ๓ସƁᄇഞƊǁǀ

「ＧｏＴｏ」
は見送れ

ƝඡੳƁಉƌƛŹƳƎc౦ཨቲ࣊Ƴ
ǈŽǈƁౡƳƘƛŹƟŹƀვƜƎƝ
ᄇමƌƛŹƳƎcƝƈǂƁࡊზทଚƤbশ
ሻƣƔƶƣዛ୲ƟపǇःƷƹƘ
ƛŹƳƐǈc

Ｑ コロナの影響と長引く活動自粛
で、暮らしや営業の困難が増していま
す。コロナ対策と経済活動をどう両立
させたらいいのでしょうか？

a႘ౌလƣ౨ࡔᎬᆍ࡙ࡿྙƤĮଈ

ＡaทᆒƤbශƔƟশ४་Ɓภƍƛ

ƳǁƳƌƔc൛ॺੇǇ౽ኾƠႚǁ

ƛƣƞƷƣਂಏƖǇƻƘƔƿƝƆ

ĨĮ႘ƣवଣƜb
་ᇥbዙፄƎƮƂഓ་

ŹǀƠƷƀƀǄƾƏbዛ୲ƟపǇƟƠ

ǀᇌऎ൶ƝbຑƌƔŹఖኃ൶ƣƣ

ƶbᇭ੫ƣƙƶƈƴƜǤǳȗǤǇይŽƟ

ƟಈƕƝƣƮbŇĺŉଙ௮ƣᄌ४

ƷபǄƟŹƳƳb૪అঊ၌ƣ௺्Ǉ਼Ź

ᅳଵƝ౪ƊǁƛŹƳƎc

ŹbƝŹŻƈƝƈƒƁௗ་โƜƎc

ഊƝb࿌ƌƔᇸൌƝࡴƣጅษƜ

ƜŹƳƎc

aǞȘǵऀƜƣƞƷƣǜǍƝॺƨb೨

aऊƴƁ༽ചƊǁbॺபಈƁଦᇖ

শ४་ǇጌƎǀƈƝǇਿƶƳƌƔc

aƒƣඉ྇Ɓፅப༉ઞƣᄖॽǇᇸൃƎ

ཨƣිጱƣ॰ᇱbƒƣፊሑƀ

ƴཨƠƟǀƟƞƣཨƜb
ƈǈƟॺƠ

aŇĺŉଙ௮ƣ४ഊƜƤbҒশƁነ

ǀƝŹŻľŦŋŦǳȔȄȖಈƜƎc

ƾ൛ॺੇƤ൳ᅕƣड༎ƝƟƿƳƌ

பƂƔƄƟŹƝᄹኔƷƎƜƠŷƁƘƛ

ƾƀƠ४་ƌƛŹǀདࡰƜƤb
Ⴕ୴ไ

ทᆒƁேࡴጳƣရƌಲ౮Ǉଂ࿊ƌ

Ɣcทᆒƹይလၾƀƾ൛ॺੇǇƣฤ

ŹƳƎcทᆒƊŽ೨ƣཛǁƤĩbĪႩ

ೄƟƞƠ࿊ƎǀƈƝƟƄbഉኁǇ

ƔƈƝƠƌƛbேኁƹཐಈƟƞƀƾᄗ

ƁƂƛŹǀƈƝƤbኬƎƮƂᇥँƜ

ƀƆƛƝƿƷƞƎƝƣƮbᇌऎ൶ƣ೨

ඉƠᆳஃƄଙ௮ǇபŹbশೄǇວৼƠ

ƹଖႪƣฤƁඑƁƿbŷǄƛƛဪੜ

Ǝc

௺्ƣ፯ಘƤĮಐ೨ƟƞǇİଈ

ଣƙƆഞƌbॸጱfಓፑƎǀbғೣဒƹ

Ǉൊ॒ƎǀƈƝǇଂƶƳƌƔcƌƀƌb

aႩဗያ్ƣॗ్ጅਿƤௗषƤİଈ

ƀƾƝƌƛŹƳƎcଵఓƣƙƶƈƴ೨

་ఙƟƞƣশ४་དࡰƜƤbࢇၾশ

ဪੜࡒ॒ƜƷশƁஃƁƘƛſƿbƈŻ

ƜƎcƒǁƳƜƠทᆒƣౣฒǇᇥŽƊƐ

ƤነƾƀƠƹƿƎƃƜbฏฝƊǁǀᅢጅ

f౮็ၾশǇሻƅƔƶbፑfऴ୦b

ŹŻƷƝƜƣಲ౮Ƥশ४་Ǉ້ුƎ

ǀƔƶƠƷbேኁƁฤǇŷƇǀƈƝƁᅢ

ƁŷƿƳƎc

ඏ॔ᆵbᇱࡱbੱࡱƣೄƠƙŹƛ

ǀሯੑƝŹŻưƀŷƿƳƐǈc
ľŦŋ

ጅƜbౌလƤ་ƂƟࢥ၌ǇƈƒŻƝ

aॺଵƠƤbƞƷƠ৳ƿſŻƝ
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ઞƤbॺภຳĪĮħቮƠᄾƮඉƁ

bऎॺƠশ൵Ơ୶ƂŽǀƽ

ŦǳȔȄȖƤ्ౡଣຽƿǇƂƘƦƿଂ

ேኁƣᄻᄕƝbኾလƣேवƜƣྩਸƜb

īĪቮᇀƌƀƟƄbጅଉƷଯƌŹƝኴ

ŻƠƌƔŹƷƣƜƎc

ཉƎƮƂƜƎc ୯ ౫࣍ƝŹŻƣƟ

ฑဗƣूƁුƶƾǁƛƂƳƌƔc

༎ƠƟƘƛŹƳƎcॺƉƝƠ෮ᎲƁ

aଣथƉƐƟŹƣƤbੱධࡿƣઌኃඡ

ƾb
ፅƟƞƣ୯ೄǇྞไ౫࣍Ǝǀ

aทᆒƁဴഷ೭ႚƁᄖଲƌƔฌƟ

ŷǀƔƶbጅଉǇተƔƌƛƷ෮ƊǁƟ

ੳƣƧƘჱƜƎcƷƝƷƝƣྙಐ᎕။

ሑ୶Ơያ్Ǉවƿ୶ƆǀƮƂƜƎc

ƞƠ࿊ƌƽŻƝƌƔᆋઞƤb
ேኁĨ

ŹॺภƁ་ፘƠഞƛŹƳƎc

Ơb൯ၣƟƞƣᆟ༶ƹȉǤǚඛಐཧዿƁ

aǞȘǵపƜทᆒƁƈŻƌƔኒຼǇૅ

ĨħቮࣅƠᇥŽƊƐƳƌƔcዿྔธ

aॺภཆஸ့ੱࡱኅൌँȂȘǣǒ

ഓƟƿƳƌƔcᅀ᎕Ƥኘࢼƣ࿃ऀƷൣ

ƿᇪƎƣƤb
শሻƠᅢጅƟጅ

ൃถઞƣൃถጴǇĪᇀƣĩƀƾ་Ĩħ

ǚǳĽŉļļƤbษƌƔॺภƣዃĪআ

ƂƳƎcວ਼ƟໃࡿƝƝƷƠbƞƷƣƔ

ษǇbᇸൌƝǦǮǳƜபŻƝŹŻ॰ିƝ

আƠࢂƂඑƇbඑ႘ॽƷįĪĪħࣅƀƾ

ƁᆋǇƆƾǁƟƀƘƔƝƣǏȞǪ|

ƶƠƷĮಐ೨ƣཨƟƞƻƘƔƿƌ

ƌƔጵƠጵƔƟŹƀƾƜƎcƈǁƤb

ĨቮĬħħħࣅƠࢂƂඑƇƛb໗Ƃി፬

ǸǮǳྔ௮ଅऐǇ୰ᅳcࡴጳƣ೨ፍᄖ

ƔઌኃƁਿƶƾǁƳƎcƄƣॺƜੱ

ƣ౫࣍పƜƷ၍ዻƜƎc

ƷຍँƊƐƳƌƔcࢥ၌ƣƜฑဗǇ

ॽኘൊƈƒᅢጅƕƝຐŽƛŹƳƎc

ධࡿಬƜƣቹඡƁሐམƊǁbूǇ

aทᆒƁဴഷƖഞƌƔపƤbઞॽƁ

४ഊƊƐƔഓጅƟถऐƜƎc

ਿƶǀฤƷஸƳƘƛŹƳƎcশ४་ƣ

൛ƟŹ
bᆋඉƁੵŹ
bၫƄƣƁ

aƈǁƀƾƷฤǇŷƇทಓǇᇥŽƛŹƄ

དࡰǇཨƠੱධࡿƣŇĺŉଙ௮ƣ

ཛŹƝŹŻb
ĪቹƟƾơĪೕప

ƈƝƁᅢጅƜƎc

学校の感染予防策は

ಲ౮ƣጅਿƁโಲƜƎc

ƥƀƿƜƌƔc
ƈǁƜƤƕƶƕƝŹŻ

aশೄƣဎȕǤǚǇऀƇǀƔƶƠ

Ｑ 学校ではどんな感染予防対策が
必要ですか？

Ƥb൛ƌƜƷྔƁ࠵ƀƘƔƾƶǀॺ
ƠƎǀᅢጅƁŷƿƳƎc

Ａaশƣ௺४་ƝƝƷƠੱධࡿb

aॺƜশೄƁഞƔbႵ୴ไ

ƞƷƣশƁሇெƊǁƛŹƳƎcॺƜ

ೄƣၟ࿊ƳƜƣbဴड़ॺƣᆪƳ

ƣჴᄇƟশ४་ƜƤƟƄbऌ໖ƀ

ƔƤࡴᆪǇƠƌbၟ࿊ଢ଼Ơƒƣඡੳ

ƾশƌƔƞƷƁဎbŷǀŹƤশ

Ơࣤƍƛॺ௺्ƀࡴᆪǇƵ

医療編
ཛǁ
ƟƞᄹెƟಈƷஃƁƿƳƌƔc

ＰＣＲ検査遅れどうする

aƈŻƌƔƟƀbଙ௮ฑƣ४ഊǇਿƶ
ǀฌᎪƁᆼ၉c౧वƝಛಓƁଙ௮Ǉ

Ｑ ＰＣＲ検査はなぜ遅れているの？

ƌƔੱࡿƁဎƌƔƷƣƜƎcኅ൵ඡƣ

ƝƎǀƣƀƁbଵఓƣேƣሑƜƎcೣ

ǜ|ǤƷŷƿbȕǤǚƤǧȘƠƜƂƟŹƝ

ྙƁࢪಛഛǇጅษƌƔƟƞƜƷb

Ａa་ƠŷǀƣƤଙ௮ƣƹƿƎƃ

ǇƙƄǀ၌ƂƁƈƿƳƌƔc

ŹŻ࿓ƜĪቹపƟƞདၗƟࣤƁ

ƣᅢጅตƠƙŹƛਢƎǀƝƌƛŹ

ƤፑሌहǇƈƎƀƾbǇǀƝ

aேƷฌᎪǇኅ౽ƜƂƟƄƟƿbဴഷƤb

་โƜƎc

ƳƎcƈǁƤbƟƂࡴጳƠƽǀ

ŹŻேƣౣฒƜƎcଙ௮ƣƹƿሑƷb
ᇱ

੫Ź൵ඡƣೄƠƘƛŹƔଙ௮ඉ

aગ਼ƠᅢጅƟƣƤbশ४་དࡰǇ

ᇔ॔ƠƎǀbࡴ࿊ƣᄗ൶ƣඑƠጵƘƔ

ଌസ ேೄfไೄະཎǦȞǪ|Ơ

Ǉ౧Ɓଙ௮ƣᅢጅตǇႡƶƔೄ

ཨƠƌƔੱධࡿƭƣ࿊ৼƟŇĺ

ƷƣƝŹŽƳƎc

ະཎƌƛƀƾƝƌƛƂƔƔƶbᇱଌസƁ

ƹኅ൵ඡƣႵ୴ไೄƠ४་Ǝǀሑ

ŉଙ௮Ǉಲ౮ƎǀƈƝƜƎc

ǼȞǚඡƠƟƿbଙ௮ƁුƳƟŹඡੳ

ǇಘƌƳƌƔc

aƞƷƤƆƟƇƠȉǤǚཧዿƟƞǇ໗

ƤŹƘƒŻइ໒ƌƳƌƔc

aႵ୴ไƠŷƛƤƳƾƟƄƛƷbশ

ƆƛŹƳƎƁbथඖƟࣤƤිƣଌ

aଙ௮ƣƿƴƜ༱ƁশೄƀǄ

ƁਝǄǁǀኅ൵ඡೄƠಛಓƣᄕཉ

அƠƀŽƘƛȉǏǵǤƜŷƿbვፄƁᅢጅ

ƀƾƟŹ
ඡƁ໗Ƃb
ĪĬଈƠƤ२ད

Ɯபทଙ௮ǇபŽǀ౯ƷးᇯƌƛŹƳ

ƜƎcƳƔbƟƑbƞǈƟಐƠȉǤǚƁᅢ

Ɯ౦ཨশƁᄇภcᅸࢇƜƣࢇၾশ

Ǝc
Įଈİ႘ƣౄࢇၾॷ࡙ࡿवbဂཔ

ጅƟƣƀƟƞƣཐଣǇዛƌbƞƷƁ

Ʒ໗ᄇƌb
਼ೄƣƔƾŹषƌƹ

ਢࡿƭƣးᇯ

10

๔ƠபŻ
ଙ௮ǦȞǪ|
ƹ
ᄇႨ॒

3

aƔƕbேƤଙ௮ඉǇৰƠႵ୴

Ƥb
ǞȘǵଲ೭ƜĪআƣፑƁऊ

Ơƌƛঊ၌ᅉǇᇸൃƎǀƷƣƜƎc

ȋȅ|ǣౄ൴
cȔǏȁǺǑǤƹȊǶǢǍ

ไೄƠƘƛŹǀƔƶbಛಓƣଵ

ƣඊይǇଲॽƌƳƎc
ǇƀƆƛಓፑǇ

Ȁȕ|ȔȞǤƤb૨ଽ॰ᇱƹଞೲಃፍ

Ǫ|ƟƞଔᆾǇಏƘƛŹǀಈೄƤbཨ

ƜƤƊƳƋƳƟଙ௮ฑƁ໗Źƛ

ƌƔፑഌಈೄƁȇ|ǵǤǖǮǳƝŹ

ᅉƟƞǇƟ໗ƂƜඑĩħቮࣅƳ

൚৫ྃƣ൚ਊኟಈೄಏ໗ँᇸൃ

ŹƳƎc

ŻࡣඛಈƜƎc

ƜᇸൃbƊƾƠ၌बვමƟƞูઇƟƝ

ઞǇษƌbƒǁƠྫྷƾƟƀƘƔ

a႘ౌလƤĭଈī႘ƣગ਼࿓ସƜb

a२ፑཆƤb
ǞȘǵଲ೭
ǇሐམƎ

ƿƄƴǇ૱बƎǀƝĨĬħቮࣅƳƜᇸൃ

Ơᇌँྃƣ૫໗౫࣍ಈǇƌƵƈ

ଙ௮๗ጸǇহƌb
শƁਝǄǁǀƎ

ǁƥேƜಃઞǢȒ|ǳᆊ໑ƹရౌ

ƊǁƳƎc൚ਊኟཆƠƤbশపǇ

ƝƁƜƂƳƎc

ƮƛǇ໒ƹƀƠଙ௮ƎǀƟƞb
ูઇƟ

ƁƈǀƝƌƛbேƠᄌƟఖทဨႚ

பŹb၌बƣఢถƟƞǇபŻ୰࣏Ơƌ

aƌƀƌbƈǁƾƤࡴဗƂƿƣᇸൃƜbያ

ଙ௮๗ጸƠহƎǀƈƝb
ƒƣƔƶƠĨ႘

Ǉጅሰcગ਼ƠƤbथੌƣෑፑಲƠৰ

ƛĨĬħቮࣅƳƜᇸൃƁƜƳƎc

్ƣᎲၾƜษƤƖโƾǁƳƎcƒƷ

ƚŹƛፑƠଲ೭ᇸưƛǈ

aษƤb଼yƣടऌƹཆƁbᇌँ

ƒƷĩଈቨƀƾƣಛഛጅษǇŻƆƔǏ

ĩħቮଉƠໃƹƎƈƝǇ࿓ࡎƌƛŹƳƎc

Ǝǀෑፑሇഅƣॗ్ᆻŹǇਿƶƛŹ

ྃƁႡ࿊ƌƔျউཆƀƾȂȘƜŷ

ȄȞǳƣཨf࣊ৼƠƽǀໟಪƣ་ƂƊ

aทᆒƤƒƣଢ଼bபทଙ௮४་ƣሑ

ƳƎc

ǀƝŹŻ॰ႡᄮǇᄇபƌƛƷƾŻƝb

ȔǏȁfǓȞǪ|ǱǏȞȌȞǳैƕƆ

ǇಛಓƠྫྷཐƌƳƌƔĮଈĨĬ႘ಈ

aทᆒƤbǞȘǵೄǇƆႚǁǀፑ

॰ႡᄮƝ༳ƟಈၾዴƟƞǇǸǮ

ƜႩĨଈƳƜƣ෮૱ĭİħħࣳࣅƠ

ኃᎌጛc

ƭƣ൞ᇸൃƹෑፑሇഅƣໃॽǇ

ǳඑƜႚƌb॰Ⴁിኘආƹഉ

ᄾƮǁƥǄƏƀƟƷƣƜƎcƄƣ

ଂƶƳƌƔƁbଲ೭ᇸƤபǄƟŹౣฒ

ኁᅲǇዧຽƎǀƕƆƜƜƂƳƎಈ

ೄƁਿƶƛŹǀᇌँടᆲৰઞǇ

ƜƎc

૱बിƁᅢጅƟƷŷƿƳƎc॰Ⴁ

ຕ็ƌbĨħħħࣳࣅࡒඑƣேᅉǇဨႚ

a႘ౌလƤbፑƠଲ೭ᇸ

ᄮƁƟƄƛƷƌƴƜƂƳƎƁbᅢ

ƌƛb౫࣍ǇᅢጅƝƎǀƔƖƁƷǁƟ

ǇபŹb
শሻ୦ભǇேƣ႞Ɯ॰ᇱ

ጅി፬ƁໃŽƳƎඈƤᇌँྃȆ|

ƄƆƾǁǀƽŻƠƎƮƂƜƎc

Īቮଉ࿘ဗƣଙ௮ईႷଉǇĨħቮ

病院経営

危機に直面

Ｑ 病院経営が大変になっているの
は、なぜですか？

ƎǀƟƞƜb
དࡰƣፑฑǇǁƝਿ
ƶƛŹƳƎc

ＡaශǞȘǵƣೄǇƆႚǁǀᅸ

学生・教育編

ࢇƤbƂȄǮǴ॰ᇱƹࡴᄤෑፑƣച
൚bടƣ࣊ৼƜଲ೭Ǝǀࡴሑb౧f

介護施設

どう支援

ে୦౧ƣၟᇠვམbᅸိfᅸಬƣूೲƟ
ƞƜ౫ഞƤໃ་ƌƛŹƳƎc႘ᅸࢇव
ƟƞĪཆƣྔ௮ƜƤbǞȘǵೄƣ

ᆻǄǁǀƽŻƠƎǀƈƝƁᅢጅƜƎc

困窮した学生に対しては
Ｑ 介護施設でも集団感染が起こっ
ていますね。

aǞȘǵƣࢬƜऌ૱Ɓ਼ᇥƌƔॺภ
Ʒb
࿃സၜພǇඉƠ೨ፍଲኘƝᆋ

Ｑ 新型コロナで困窮している学生へ
の支援はどうなっているの？

ൕॺઞǇǦǮǳƜபŻ་ॺ့ೲॺ౫

ƆႚǁᅸࢇƤīଈbᇓઍƜĨࣳࣅƣಌ

Ａa႘૪ȃȖǤǜǍᇨആᆪƣആ૱Ɯ

ƠƟƿƳƌƔc

ƤbĬଈĩĮ႘ಐƜ౮็ၾশƁଣƙ

ＡaශǞȘǵƣࢬƜǍȖǻǏǳƁƟ

Ⴉ೭ƁጅଉƜƎƁbଲ೭ଢ଼ƒǁƓ

aǞȘǵೄǇƆႚǁƛŹƟŹ

ƀƘƔऴ୦fᆵ౮็ƤbேĮħǖസ

ƄƟƘƔॺภƷဴƣඉƜƎc

ǁĨǖଈᇀƣይආነƟƞƜऌ૱਼ᇥǇ

Ʒbேᇱཆᎌवƣྔ௮ƜƤb

ƠƣƱƿƳƎc

ဴǇ౫ᆻŻಈƠᆻǄǁǀዿ

ආነƎǁƥb
ƆǀƈƝƁƜƂƳƎc

ࡴᄤೄƣෑŽƜīଈƤİħ²ઝŹ

a႘ౌလƤbആཆশǇሻƅƔƶb

ྔธൃถઞƤbǞȘǵၟ፯Ɯዿᇱ

aǞȘǵƣࢬƜƌƔॺภǇඉ

ፑƁଲ೭ƌƳƌƔc

ऴ୦fᆵ౮็Ɯ။Ƅ᎕။ೄƹႚസೄ

ቴइႚƣॺภƷඉƠƟƿƳƌƔcၟ፯

ƠĨĨħቮࣅഉኁฯᅋडฯฌƤ

a႘ፑ᎕။ຎᎌवƣྔ௮Ɯ

ƠƤb࿊ৼƠŇĺŉଙ௮ǇபŻƈƝb
ȉ

Ǉ೮ཐƌbॺภƠƌƘƀƿဴƁ౫

ĩħቮࣅǇ౫Ǝǀॺภ౫࣍ગ਼ᆋ

4

࣍ฑဗƣඉƠƟƿƳƎc
b
Ⴉƣฌ

9

ፑസbሞኴে୦ǤǱ|ǢȒȞƟƞƤĨ

ƳƎc

ǤǚƟƞশሻ୦ભǇேƣ႞Ɯዓ๐

ǜ|ǤƳƜภƳǁƛŹƳƎc

ĬቮࣅƜƎcᅋडฯƝƟƿƳƎc

■住居確保 給付金制度ັ୵Ƥಛಓ

ƠვᆑƎǀƈƝǇጅሰƌƛŹƳƎc

a႘ౌလேवਢࡿཆƤbጦዿፍƁ

aษƤbፑƁඉೄƀƾ༉ጫ

ƣภঊೄಛጵ౫࣍ฑဗƣᆪ

aƳƔbऴ୦fᆵಈസƜƷbশǇ

ໃŽǀᆪᇀƤ୰ᅉƜᇸƌbጦዿೄǇᆟ

ษfፚƣ࡙႞ඡǇആƶƛேኁଌஅ

અ

੮ǁƔጦዿೄƣǠ|ǾǤŽƁƈ

༶ໃƠƌƟŹƽŻਿƶƛŹƳƎc

ᇱཆᎌवƠபŹƳƎc

aጱධfbƳƔƤƠƽǀ೭ႚଲ

ƿb૪ࢪႍƁஃƁƘƛŹƳƎcƷƝƷƝෆ

൛ƠƽƘƛbഉ੍ǇಪŻ੮ǁƣŷǀƁ

Ɵఔᆊ໑Ɓ੧ƥǁƛŹƔऴ୦fᆵ

ඉƜƎc
ऌྡྷະဴॽඑŷƿ Ǉ

ƣৰᄯሌहƁƈƿƀƢƟŹಈƜ

ಛಓƁମ໋ĪǖଈᆻŹƳƎc
ၟᇠƟಈ

ƎcேᎡᆵ౮็ਢवƹb႘ඏ

ගƁŷǀbྙİǖଈƳƜ࣊ྙƁ

॔ೄਢवƟƞཆƷఖท౫࣍Ǉ

ईႷƜƎc

੫ƄਿƶƛŹƳƎcᄌƟఖทဨႚƁ

aĮଈĪ႘ƣ൶፭ूฝƜ్࿊ሑሓƁᇥ

ᅢጅƜƎc

生活に困ったときは…
Ｑ 新型コロナの影響で収入が減少
し、
困っています。

ＡaూƙƣฑဗǇൾऴƌƳƎc

Ǆƿb
४ഊƊǁƛŹƳƎc

■生活福祉資金の特例貸付ັ୵Ƥಛ

■生活保護制度ັ୵Ƥಛಓƣᆵ

ಓƣೂवᆵਢव

ಈኃസ

aภঊᆵಃઞƣၟ፯༃ᆋƠƤҒဴኜ

aภঊᇱ୦ฑဗƤbକሓƠƷƝƚƄேኁ

ƣภঊಃઞƠƘƔሑ୶Ɔƣગ਼൚
୵ಃઞғ೭ႚଲ൛ƁྙৼƠƟƿภঊ

ƣଚጦƜƎcƌƀƌbັ୵ƜƤbษƌƟ
ŹƽŻƠዤ၏Ɗǁǀ෯ఢ๗Ɓኴ༎

国保の減免 ありますか
Ｑ 国民健康保険料（税）の負担が大
変です。
減免制度などはありますか？

ＡaǞȘǵखƠƽƿbƔǀภ૱ࡥಏೄ
ƣ೭ႚƁႩᄾƜĪআࡒඑଲƘƔฌƠ
ƙŹƛb
ேᇱፍฯ
ƣଲኘฑဗƁ၏ႚƊ

介護の利用料

上がるの

ǁƳƌƔc
aଲ೭ॽƤbĨĪଈƣಲǇĨĩǖଈƠ

Ｑ デイサービスやショートステイの
利用料が値上げになると聞きました。
なぜ、そんなことに？

࣊ƥƎƟƞƣଣƴƜ२ಛಓƁᄕ
ཉƌƳƎc႞ƣĨǖଈƣಲǇĨĩზƌ
ƛ૱్ƌƛŹǀಛಓƷŷƿƳƎc

ƁႍƟሑ୶Ɔƣຳ౫࣍ಃઞƁŷ

ƠƟƘƛŹƳƎcĭଈĨĬ႘ƣౄࢇଂ్࡙

ƿƳƎcĮଈĩ႘ƣಲኃᎌጛƜbፊሑ

ࡿवƜb႘ౌလƣဂཔౄࢇਢ

ＡaጦዿೄƣǠ|ǾǤŽƹশሻ

aேᇱƠइႚƎǀᅇዿೄƁbශǞȘǵ

Ɯ་ĨīħቮࣅƳƜೊƿǀƈƝƁƜƂ

ࡿƣಱኴƠࡊზೣະƤᇌँƟภঊ

పƣഞᅉໃƜbऴ୦ಈസƣ૪ࢪ

ೄƝƟǀƀbƒƣਝŹƜƌƔb

ǀƽŻƠƟƿƳƌƔcǍȖǻǏǳƣ೭ႚଲ

ǇຽǀଚጦƁŷǀcƔƶƾǄƏƠษƌ

ႍƝᆊ໑Ɓइ໒ƌƛŹǀƔƶbทᆒ

ോᅸဴઞƁഞǀƈƝƠƟƿƳƌƔc

ƜƷईႷcൌಐƠഉኁฯᅋडฯฌ

ƛŹƔƕƂƔŹ
ƝးᇯƌƛŹƳƎc

ƤǲǏǠ|ǾǤƹǢȒ|ǳǤǱǏƣऴ୦

aேƁఖทᆟ༶ƣඉƝƌƛŹǀƣƤ

ࡒऀƣbᇪǇኘൊƎǀƈƝƁƜƂ

aƘƔಐƠƤƞǈƞǈঊዿƌƳƌƼŻc

ሇഅǇࢂƂඑƇƳƌƔcƝƈǂƁbƒƣଅ

ᅇዿೄƕƆƜƎƁbಛಓƣఏፘƜbಛ

ऐbĨĪআᆟ༶ƣጦዿፍƷࢂƂඑƁǀ

ࢪƹȀȕ|ȔȞǤƠඉǇஃƇǀƈƝ

ƈƝƠƟƘƔƣƜƎc

ƷईႷƝƊǁƛŹƳƎc႘ౌလேव

aǠ|ǾǤၾዴƤᇥǄƾƟŹƣƠbၩ

ਢࡿཆƤbேƝƌƛƷಛࢪƹȀȕ|Ȕ

bጦዿፍƕƆƁஸƄƟǀƝŹŻಈƠb

ȞǤǇോᅸဴઞƣඉƝƌbఖทᆟ༶

ᇌँടঊ၌
Ａa༌ĩᇸฝያ్Ɯb

ጦዿೄƹऌ໖ƀƾƤƂƝᇄƿƣฤƁ

ǇபŻƽŻጅሰƌƛŹƳƎc

ƣ૫໗౫࣍ಈ
ያ్ॽĬħİࣳࣅǇ

එƁƘƛŹƳƎcऴ୦ሇഅƁඑƁƘƛƷ

Ｑ 映画・音楽・演劇など文化芸術活動

பŹb
ĮଈĨħ႘ƀƾษǇƆᆋƆƛŹ

ᇱᆋƣඑॽƤᇥǄƿƳƐǈcƒƣ

が大きな打撃を受けていると聞いてい

ƳƎcƈǁƀƾ୰࣏ƟƞǇபŻȀȕ|ȔȞ

ƔƶbᇱᆋǇƤƴഞƌƔᆪᇀƁಛ

ます。政府の支援はどうなのでしょうか。

ǤƣടऌfਙടǤǪǮȀƹb൚ਊኟཆ

ᅉƝƟƿb
ᆟ༶ॽƁƊƾƠྗƢඑƁƘƔ

文化編
支援どうあるべきか
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労働・雇用編

a་৫Ɯ။Ƅฝਊfᅋฝਊ᎕။ೄƤ

ƜƷįଈƠƟƿƳƎc
ǕȞȔǏȞษƕƆƠ

౫࣍ઞƣඉ॒ƜƎcƎƮƛƣ᎕။ೄƁ

ƌƛŹǀƈƝƷኴ༎Ɯb
ूƁᅢጅƜƎc

అƊǁǀƽŻƠूƊƐǀᅢጅƁŷƿ
ƣĪǖଈƣ૱ྡྷઞǇİħ႘ƜআƘƛ్

休業手当

もらえないが

ƳƎc

医療従事者に慰労金は

ഞƌƔ႘আƿᇓઍྡྷઞƣįআඑ
ĨቮĨ๑ࣅƁbƌƔ႘Ơࣤƍƛ౫

Ｑ 会社から休めといわれたのに休
業手当を払ってもらえない中小企業の
労働者を対象にした「休業支援金・給
付金」
とは？

ƊǁƳƎcƣઌኃƁĩǖଈƌƀ

中小業者の家賃支援って

療従事者に慰労金が出ると聞きまし

ƟŹƤĭħƜআƿƳƎc
aษƠŷƔƘƛƤbဴǇ౫ᆻƘ
ƛŹƟŹƈƝǇಈƠ౫ጅଉ॰

Ｑ 雇用調整助成金が拡充され、医

Ｑ 中小業者らの地代・家賃を国が
支援する「家賃支援給付金」が始まっ
たと聞きましたが？

たが？

ＡaഌࡿƠဴǇ౫ᆻŻಈ

ＡaඉƝƟǀཨ൚৫Ƥb൚პࢃ

ႡിƠႚƌƛƷƾŻƈƝƁᅢጅƜƎc

ඳƵƜಃઞĬħħħቮࣅࡒऀƳƔ

ƁၜƾǁƟŹbƒƣಈගǇിƆ

ＡaษƆᆋƆƁĮଈĨī႘ƠౡƳƿ

ॽඑƁįĪĪħࣅƀƾĨቮĬħħħࣅƠ

ƤඛಐዿƎǀ᎕။ ೄƁĬħࡒऀb

ƥ᎕။અƁಈƠሇெǇਿƶƳƎc

ƳƌƔcಈኃઅƤȕǚȖ|ǳƜƎcษƤ

ၟ፯ຂམƜࢂƂඑƇƾǁƳƌƔc

Ǡ|ǾǤƤĬħħħቮࣅࡒऀƳƔƤ

aဴǇ౫ᆻŻಈƠൃถƎǀ

ǕȞȔǏȞƣƴƜbྡྷ༃ೊዃിƹྞઝ

aशƟƞǇபǄƟŹཨ൚৫ƠƙŹ

ĨħħࡒऀƟƞƜƎcฝೂࡿƕƆƜƟ

ዿྔธൃถઞǇౚŽƥbǞȘǵၟ፯Ɯ

Īǖଈᇀƣऌྡྷ౫ᆻŹආነƁᅢጅƜƎc

ƛƤൃถጴǇĨħআƠࢂƂඑƇƳƎcŹƏ

ƄዃೂࡿƹǼ|ǳbǍȖǻǏǳbਙႷಲ

Ĩ႘ĨቮĬħħħࣅǇඑƠb་Ĩħআ

aඉƤಃઞĨħࣳࣅቴተƣ৫ƹb

ǁƷİଈĪħ႘ƳƜƁඉƜƎc

ภƟƞƷษƜƂƳƎc

ᆋƝƟƿƳƎƁbௗषƣ౫࣍ઞƤįআ

Ȁȕ|ȔȞǤǇƵ଼ಈೄcҒĬଈ

a႘ౌလƹ᎕။ຎƁ੫Ƅਿƶƛ

aᆋ ॽƤbĭǖଈƣŻƖ႞

ƠƝƞƳƿƳƎc

ࡒவƜbĨǖଈƣპƿඑƇƁႩ၍ଈᄾ

ŹƔƷƣƜƎc

Ĭħ²ࡒඑଲƘƔbƳƔƤғĬଈࡒவƣ

a൚ॺƟƞƁ፣ಐƠƟƘƔb

ᎌ໗ƎǀĪǖଈƣპƿඑƇ૱ƁႩ၍

ƞƷƣฌᎭǇபŻ᎕။ೄƠዛए

ৼᄾĪħ²ࡒඑଲƘƔƈƝƁඞଉƜƎc

ǇᆋይƌƔƣ൚ॺ့ࣤ

aඑƤሓĭħħቮࣅĭǖଈᇀb଼

ൃถઞƷ႘ॽƁĨቮĬħħħࣅƠࢂƂඑ

ಈೄĪħħቮࣅ၍
cሓƣb

ƇƾǁƳƌƔc

吉良氏がこのことをツイッターで拡

ଈƣྡྷፍƁĮĬቮࣅࡒऀƟƾĪᇀƣĩ

aฌᎪƝࢥ၌ƠࣥƊǁƛፑഌಈೄƹ

５月、吉良よし子参院議員の問い合わ

散したところ、次々と「支給された」と

ƁbࡒඑƟƾྖथᇀƣĪᇀƣĨƠĬħቮࣅ

ධࡿƠƎǀ࡞᎕ઞƁ౫ƊǁƳƎc

せに中小企業庁が回答しました。

の声が届いています。

Ǉ໑ƌƔॽƁᆋƊǁƳƎĨǖଈඑ

२ဒၗᆒଡƜশೄƁᄇภƌƔ႘


Ĩħħቮࣅc଼ಈೄƤbྡྷፍƁĪĮf

ଡƤīଈĨĭ႘ƀƾĭଈĪħ႘ƳƜƣ

ĬቮࣅࡒऀƟƾĪᇀƣĩbࡒඑƟƾྖथ

ƠbĨħ႘ࡒඑઌኃƌƔƁඉƜƎc

ᇀƣĪᇀƣĨƠĩĬቮࣅǇ໑ƌƔॽƜƎ

aဒၗᆒଡƀƾዂআǇ౪࿊ƊǁƔፑ

産休で収入なしでも持続化給付金可能
2019 年に 産 休を取って収 入 が な
かった人でも、
2018 年の収 入 実績を
もとに持続化給付金を申請できます。
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は、１８年の申告書などで対応可能」
と答えました。

吉良氏は、
「昨年産休をとったため前

飲食店を営む女性は「吉良さんのツ

年の収 入との比較ができず困ってい

イートで希望が見え、再度申請したら

る」といった相談が寄せられたことか

満額振り込まれました！

ら、同庁に対応を要請。同庁は「出産

私のような人がたくさんいます。あ

などの『その他相当の事由』により１９

きらめないでとお伝えください」と、喜

年の確定申告書を提出できない場合

びのメールを吉良氏に寄せました。

၍එĬħቮࣅ
c

Ǉ౫࣍ƎǀዿྔธൃถઞƠƙŹƛb႘

ƜbǞȘǵೄƣෑ ፑǇபƘƔ

aኴ༎Ƥb
Ĭଈࡒவƣଲ೭ƌƀඉƠƌ

ፑƜŷǀƤĨĩħቮࣅcƒǁ

ƛſƾƏb
ғƣb
ษƜƂǀƣƤ༽

ࡒ॒Ƥ Ĩħቮࣅcƒƣƣᅸࢇbෑ
7

