
給付金を装った詐欺にご注意ください！ 
 

 

 

 

 

 
 

・市や総務省などが、現金自動預払機(ＡＴＭ )の操作

をお願いすることは、絶対にありません。また、「特別

定額給付金」給付のために、手数料の振込みを求める

ことは、絶対にありません。 

※ご自宅や職場などに市や総務省などをかたった電話

がかかってきたり、郵便、メールが届いたりしました

ら、市役所や最寄りの警察署・交番(または警察相談専

用電話(＃9110))に連絡してください。 

問 生活防災課 市民生活係 ☎ (24)5208 

 

 

 

 
 

令和２年５月２８日発行 
 

 新型コロナウイルスを取り巻く国内外の状況は、刻一刻と変化しています。県においては、緊急事態措

置が解除されましたが、まだまだ予断を許さない状況が続いています。 

 このコロナウイルスとの闘いは、長期戦になるものと見込まれており、先行きは不透明です。終息とい

うゴールに向かって、役割の無い人はいません。市民の皆さまには、自分と自分の大切な「人」の命を守

るため、また、感染症拡大防止のため、日々ご留意いただく点をまとめましたので、引き続きご理解とご

協力をお願いします。 
 

≪感染症防止のために普段から取り組むこと≫ 
★感染予防の徹底 

①石けんなどによる十分な手洗い、手指の消毒、外出先 

からの帰宅時や食事の前などこまめな手洗い。 

②せきエチケットを守る。(マスクの着用など) 

③風邪などの症状や発熱が認められる場合、外出を控える。 

★健康の保持 

普段から栄養バランスの取れた食事と十分な睡眠を取るなど 

規則正しい生活を心掛け、３つの「密」を避けながら散歩や 

軽い運動などを実践し免疫力を高めるよう行動する。 

★３つの「密」〔密閉・密集・密接〕の注意 

懇親会・会食などについては、現在の状況を十分に考慮し、中止または延期するように心掛ける。やむを得ず 

開催する場合は、時間短縮、規模の縮小、十分な換気、人と人とのスペースを広げたりするなど工夫をし、感 

染予防には十分留意しながら行うようにしてください。 

 

≪新型コロナウイルス感染症など相談・受診の目安について≫ 

１ 相談・受診の前に心がけていただきたいこと 

①発熱等の風邪症状が見られるときは、仕事を休み、外出を控えてください。 

②発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておいてください。 

③基礎疾患（持病）をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染症以外の病気が心配な方は、 

まずは、かかりつけ医等に電話でご相談ください。 
 

２ 帰国者・接触者相談センターなどにご相談いただく目安 
 

 
息苦しさ、強いだるさ、高熱など 
強い症状のいずれかあり 

 発熱やせきなど比較的軽い風邪症状 

      ※すぐに                                             ※続いたらすぐに 

・高齢者 

・糖尿病、心不全、呼吸器疾患あり 

・人工透析患者 

・免疫抑制剤や抗がん剤使用 

・妊婦 

                                   ※すぐに  

    帰国者・接触者相談センターに電話 (フリーダイヤル)  ☎０１２０－５６７－７４７ ：24時間対応 
 

※小児については、小児科医による診察が望ましく、かかりつけ小児医療機関や帰国者・接触者相談センターに電話など 
でご相談ください。 

 

 

３ 医療機関にかかるときのお願い 

①複数の医療機関を受診することにより感染が拡大した例がありますので、お控えください。 

②発熱や風邪などの症状があり医療機関を受診する際は、あらかじめ電話連絡の上、医療機関の指示に従い受診

するようお願いします。 

③医療機関を受診する際には、マスクを着用するほか、手洗い、せきエチケットの徹底をお願いします。 

④他の患者さんや医療機関スタッフへの感染予防にご理解とご協力をお願いします。 
 

 

 
 

 
 

それ、給付金を装った 

詐欺かもしれません！ 
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の 

詐欺にご注意ください！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※手すり・ドアノブなどの身近な物の消毒には、アルコールより塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)が有

効です。自宅でできる消毒液(0.05％以上の次亜塩素酸ナトリウム液)の作り方を紹介します。 
 

次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする製品の例です。商品によっては、濃度が異なりますので、以下を参考に

薄めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※他の除菌剤と比較して使用できる期間が短く、特に日光(紫外線)に弱いので 

注意してください。 

※電子機器(パソコンなど)は、この塩素系漂白剤で消毒しないでください。 

※電話(受話器やプッシュボタン部分)は、消毒液が隙間から内部に入らないよ 

う注意してください。 

 

 

 

 

※出典：厚生労働省ＨＰより 

問 保健課 健康推進室 ☎(24)5223 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策本部だより 

(第５号) 

メーカーなど 商品名 作り方の例 

花王 
ハイター 

キッチンハイター 

水１ℓに本商品 25 ㎖(商品付属のキャップ１杯 ※) 
※購入から３カ月以内の場合、水１ℓに本商品 10 ㎖(商
品付属のキャップ 1/2 杯)が目安です。 

カネヨ石けん 
カネヨブリーチ 

カネヨキッチンブリーチ 
水１ℓに本商品 10 ㎖(商品付属のキャップ１/2 杯) 

ミツエイ 
ブリーチ 

キッチンブリーチ 
水１ℓに本商品 10 ㎖(商品付属のキャップ１/2 杯) 

セブンプレミアム 
ライフスタイル 

キッチンブリーチ 水１ℓに本商品 10 ㎖(商品付属のキャップ１/2 杯) 

 

【使用上の注意】 
・換気をしてください。 
・家事用手袋を着用してください。 
・他の薬品を混ぜないでください。 
・商品のパッケージやＨＰの説明をご確認ください。 

ごみの適切な排出と、減量に協力を！ 
 

ごみ袋はしっかり縛って封をしましょう！ 

ごみの散乱を防ぎます。 

ごみ袋の空気を抜いて出しましょう！ 

ごみ袋を運びやすくし、収集車での破裂を防ぎます。 

生ごみは水切りをしましょう！ 

ごみの量を減らすことができます。 

普段からごみの減量を心がけましょう！ 

購入した食品は食べきるなど、ごみを出さないこと

も大切です。 

市の分け方・出し方のルールを守りましょう！ 

資源物とごみをしっかり分別することで、ごみの量

を減らすことができます。 

※マスクなど、ごみのポイ捨ては絶対にやめま  

しょう 

問 環境課 環境推進係 ☎ (24)5285 

 



≪市民税の減免について≫ 
対 象 者 以下の項目を満たす世帯 

❶新型コロナウイルスの影響により、令和２年分の世帯所得が前年と比較して30％以上減少する

見込みで、生活が著しく困難となった世帯 

 ❷平成31年分の世帯の合計所得が600万円以下の世帯 

減 免 額 減収割合に応じて５割から10割 

申請方法 原則郵送で受け付けますが、窓口に持参しての申請もできます。  

必要書類 ❶減免申請書、同意書 

❷申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどの写し) 

❸通帳(定期含む)の写し［世帯全員分(未就学児・学生は除く)］ 

❹平成31年分の収入や必要経費が分かる書類と令和２年分の収入や必要経費(実績および今後の見

込み)が分かる書類(売上伝票、帳簿、出入金が確認できる通帳などの写し) 

❺国、県、市などからの補助金等を受ける場合は金額が分かる書類 

➏失業などの場合は、雇用保険受給資格者証または離職証明書など 

※世帯によって必要書類が異なりますので、問い合わせてください。 

受付期間 納税通知書(納付書)到着後 ～ 令和３年１月25日 

※納期限を過ぎた分については、減免の対象とはなりません。全ての年税額を減免したい場合、第

１期納期限(６月25日)までに申請してください(郵送の場合は、25日の消印まで有効です)。 

※既に納付した分は、対象となりませんので、申請前に納付しないでください。 

そ の 他 ❶必要書類は、市ホームページからダウンロードしてください。ダウンロードできない方は郵送し

ますので、税務課へ連絡してください。 

❷令和２年分の申告後に所得の減少が対象者の要件を満たさないと確認できた場合は、減免の取り

消しや変更することがあります。 

❸国民健康保険税の減免については、後日お知らせします。 

問 税務課 市民税班 ☎ (24)5217 

≪市税の特例による徴収猶予について≫ 
内  容 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業や給与などに係る収入に相当の減少があった方は、

１年間、市税などの徴収猶予を受けることができます。また担保は不要で延滞金もかかりません。 

要  件 令和２年２月以降(１カ月以上)において、その期間の収入が前年の同じ期間の収入に比べて概ね

20％以上減少し、一時に納税が困難な方。 

対象税目と税額 全ての市税と国民健康保険税で令和２年２月１日から令和３年１月 31 日までの間に納期限

が到来する税額(ただし、納付済みのものは対象外)。 

必要書類 ❶徴収猶予申請書(市のホームページからダウンロードできます) 

❷令和２年２月以降の任意の期間(１カ月以上)における収入が確認できる帳簿や給与支払書など

の写し 

❸本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどの写し) 

申請方法 原則郵送で受け付けますが、窓口に持参しての申請もできます。  

受付期間 ❶令和２年２月１日から令和２年６月 30 日までの納期のもの ➡ 令和２年６月 30 日まで 

     ❷令和２年７月１日から令和３年１月 31 日までの納期のもの ➡ それぞれの納期の日まで 

※１つの税目で納期限が複数ある場合、納期限が翌月に到来する程度までは、まとめて申請するこ

とができます。 

問 税務課 税制収納班 ☎ (24)5219 

≪介護保険料の減免について≫ 

内  容  新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方には、介護保険料が一定の条件により減免になる場

合がありますので、お手続きをお願いします。 

対 象 者 ❶新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病

を負った 65 歳以上の第１号被保険者 

❷新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、

山林収入又は給与収入の減少が、前年の収入の 10 分の３以上と見込まれる 65 歳以上の第１号

被保険者      

問 高齢福祉課 介護保険係 ☎(24)5231  ※減免割合、必要書類など、詳しくは問い合わせてください。 

≪事業者・求職者・休業者支援制度について≫ 
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、大きな影響を受けている方を支援するため、本市独自の緊急支援策と

して、下記の補助金を設けましたので、活用してください。 
 

★飲食業・観光業等事業者、関連事業者 
小規模事業者活動応援補助金  ※申請期限７月 31 日(金) 

(1) 飲食業・観光業等応援事業（緊急事態宣言などにより、特に大きな影響を受けた事業者を支援します。） 

対 象 者 ❶市内で飲食業、宿泊業、旅行業、観光業を営む事業主 

※飲食業、観光業は常時使用する従業員の数が５人以下の事業所(観光業とは、観光目的で訪れる観

光客に直接販売などを行う事業) 

❷市内で飲食業、観光業などに関する事業を営む事業主と商取引などの関連のある事業主 

※商取引などの関連のある事業主は従業員の数が５人以下の事業所であること、および令和２年２

月以降の１カ月において、前年同月と比較して 50％以上売上が減少している事業所 (減収となっ

たことが分かる書類が必要。) 

補 助 額 １事業者 20 万円(定額) 

必要書類 ❶喜多方市小規模事業者活動応援補助金交付申請書・請求書 

❷個人：令和元年分確定申告書(第１表)、白色申告収支内訳書または青色申告収支決算書１、２ページ

の写し 

法人：直近の確定申告書(別表１)、法人事業概況説明書の写し 

❸事業の実体が確認できる書類(店舗名義の水道検針票・電気料の領収書などの写し)  

❹飲食業の方は、保健所の営業許可証の写し。旅行業の方は、旅行業登録票の写し 

❺法人は事業所名義の通帳、個人事業所は事業所または事業主名義の通帳の写し 

(2) 店舗等維持支援事業 

※上記⑴に該当する事業者のうち、賃貸借物件で事業を営んでいる事業主に対して店舗などを維持するため

の補助金です。 

対 象 者 飲食業・観光業等応援事業の該当者で、令和２年２月以降の１カ月において前年同月と比較して 20％

以上売上が減少しており、賃貸物件で事業を行っている事業主 

補 助 額 １事業者 10 万円(定額) 

必要書類 ❶喜多方市小規模事業者活動応援補助金交付申請書(⑴で兼用) 

❷前年同月と比較して減収となったことが分かる書類 

❸賃貸借契約書の写し   
★商工業者全般 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
求職者・休業者支援補助金 

事業所の都合で解雇や休業となった方を支援します。 

対 象 者 市内に住所があり、事業主と同一家族でない方   

❶解雇の場合 ３月１日以降に解雇となった方で失業

給付金の受給資格がない方 

❷休業の場合 

・勤めている事業所の従業員が５人以下であること 

・労働者本人が雇用調整助成金の対象になっていない 

こと 

・休業前において、月 90 時間以上勤務し、前年同時期

と比較して収入が 20％以上減少していること         

補 助 額 ９万円 

必要書類 求職者・休業者支援補助金申請書、請求書、  

通帳の写し 

解雇や休業となった方への支援 
 
  

感染拡大防止対策補助金 ※申請期限６月５日(金) 

３密(密閉・密集・密接)・濃厚接触等を避け「感染を

予防する経費」、「テレワークの導入や需要の開拓な

どで減収を防ぐ経費」に対する補助金です。 

対 象 者 市内に本社、本店、支店、事業所などを

有する商工業者(医療・福祉など、別に定

める業種は除く) 

補 助 率 対象経費の３分の２以内(上限 10 万円) 

必要書類 申請書、および添付書類(事業計画書、代

表者名義通帳などの写し) 

※申請にあたり事前点検用エクセルファイルを希望
の方は、市ホームページからダウンロードするか 
メールで連絡してください。
(sougyou@city.kitakata.fukushima.jp) 

感染拡大防止のために要した経費を支援 

▼各補助金の申請方法 

郵送での申請 市役所本庁商工課 〒966-8601(住所記載不要) 

来庁による申請・問い合わせ 緊急経済相談窓口を本庁市民ホールに設置しました。３密を避けるため、電話で

問い合わせるか、市ホームページなどで確認してください。やむを得ず来庁する

場合は、マスクの着用など感染防止対策をお願いします。 

問 商工課 ☎ (24)5233 (24)5247 

mailto:sougyou@city.kitakata.fukushima.jp

