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令和３年４月 28 日発行  
市⺠の皆様には、⽇頃より新型コロナウイルス感染症防⽌対策に御理解と御協⼒をいただきまし

て厚く御礼を申し上げます。 
 新型コロナウイルスの感染者は、4 ⽉以降、増加の一途をたどっており、大都市圏を中心に 3 度
目の緊急事態宣⾔が発令されました。県内でも３⽉の新規感染者が 500 ⼈を超え、病床利⽤率も⾼
い水準が続いております。 

本市におきましても、今年に⼊り毎⽉新規感染者が報告されております。これからゴールデン 
ウィークを迎え、⼈の往来が活発になるとともに、帰省を予定されている御家族もおられることと
存じますが、市⺠の皆様には、引き続き「⾝体的距離の確保」、「⼿洗い・消毒」、「三密の回避」な
どの対策の徹底に加え、感染拡大地域との不要不急の往来や、普段一緒にいない⽅との飲⾷等は控
え、具合が悪い場合には医療機関を早めに受診し、感染症のまん延防⽌に努めていただきますよう
お願いいたします。 
 本市でのワクチン接種につきましては、連休明けから段階的に御案内させていただきますので、
御理解をお願い申し上げます。 
 
          新型コロナウイルス感染症対策本部⻑ 喜多⽅市⻑ 
                                                       

 コロナワクチンの接種スケジュール（喜多方市版）  
 

（令和３年４⽉ 19 ⽇時点）  

 
 
 
 
 

 
 
 
  

コロナワクチンの予約について  

 コロナワクチン接種の一連の流れ   
喜多⽅市では、⾼齢者の⽅への接種は、医療機関での個別接種を予定しています。  

 
 市から対象者の⽅へ接種券⼊り封筒を順次送付します。 
  
 ❶封筒が届いたら内容を御確認ください。 
 〇市から発送する封筒に入っているもの 

・接種券（クーポン券） 
・接種できる医療機関、予約⽅法、予約開始時期が記載の案内⽤紙                 
・予診票（２回分） 
・ファイザー社製ワクチン説明書 

（後期⾼齢者医療制度該当者） 
・ワクチン接種医療機関までの交通⼿段に関する案内と「タクシー券」  

 

 

❷予約受付⽇以降、市のワクチン接種予約専用ダイヤルで予約をしてください。 
 予約した医療機関に⾏く際には、届いた封筒ごと持参してください。 

 
 
 
 
 
 

 
❶医療機関に持っていくもの  

   
❷⾃宅を出る前にすること  
 
 

 接種後、15〜30 分程度の経過観察をし、異常がない場合
は、医療機関で２回目の接種予約をして、終了となります。  

 
 喜多方地方発熱外来診療所の休診および新型コロナウイルス相談窓⼝    

 発熱等患者の受診体制が「かかりつけ医」を基本とする体制へ変更となり、コロナウイルス検査ができる医
療機関が増加したことから、４⽉末⽇で休診となります。なお、市の感染症相談専⽤ダイヤル（以下「コール
センター」という。）は、引き続き設置します。発熱等症状のある⽅から相談があった場合は、最寄りの医療
機関への案内や受診の調整を⾏いますので、御相談ください。                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

【次の点に留意してください】 
❶公表していない医療機関でも、かかりつけの⽅であれば、対応できるところもあります。発熱等がある場

合は、まず、かかりつけ医に電話で相談してください。 
❷受入可能な曜⽇や時間が異なるため、必ず受診の前に電話で相談してください。 
❸無症状の⽅の検査（全額⾃⼰負担）は、実施していない医療機関もあります。 

対象者 ４⽉ ５⽉ ６⽉ 

❶ 市内医療従事者  

❷ ⾼齢者施設⼊所の⽅    

❸ ❷以外の⾼齢者 
 （65 歳以上の⽅） 

  

 

 

上記以外の⽅ ※接種開始は未定 

・１回目のワクチン接種: 市のワクチン接種予約専⽤ダイヤルへ予約の連絡を⾏う。 
・２回目のワクチン接種: 医療機関で１回目の接種をした時に予約をする。  
※市のワクチン接種予約専⽤ダイヤルの電話番号は、個⼈宛に送付する接種券が⼊った封筒を御確認くださ

い。 
※専⽤ダイヤルに予約の電話が集中した場合は、繋がりにくい場合があります。時間をおいて再度電話してく

ださい。 
※１回目の接種予約は、医療機関では出来ません。必ず、ワクチン接種予約専⽤ダイヤルで予約してください。 

 
 
 
 
 
 
 

【コロナワクチン副反応等に関する問い合わせ】  
厚⽣労働省 新型コロナワクチンコールセンター 
電話番号︓０１２０－７６１７７０ 
受付時間︓９︓００〜２１︓００ 
対 応 ⽇︓毎⽇（祝⽇も実施） 
 

【接種場所や⽇程等に関する問い合わせ】  
喜多⽅市 ワクチンコールセンター 
電話番号︓０２４１－２３－８２２０ 
受付時間︓９︓００〜１６︓００ 
対 応 ⽇︓平⽇のみ 
※ワクチン接種の予約はできません。 
 

新型コロナウイルス感染症対策本部だより  (第 20 号) 

４⽉下旬から各施設で接種開始予定 

５⽉ 12 ⽇から市のワクチン接種予約専⽤ダイヤル 
で年齢に応じて順次、予約受付開始（予定） 

４⽉ 19 ⽇以降接種開始 

 新型コロナウイルス相談窓⼝    
発熱等の症状がある⽅は、まず、かかりつけ医等の⾝近な医療機関に電話で御
相談ください。かかりつけ医がいない⽅やどこに相談してよいか分からない⽅
は、「受診・相談センター」または「市コールセンター」に御相談ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

風邪のような症状、発熱、強いだるさ・息苦しさ 

かかりつけ医がいない 
どこに相談してよいか分からない場合 

市コールセンター 
23－5027 

平⽇ 8:30〜17:15 

電話相談 

案 内 

かかりつけ医など 
⾝近な医療機関  

※「検査できる医療
機関」や「受診・
相談センター」を
案内する場合があ
ります。 

受診・相談センター 
0120（567）747 

平⽇・休⽇問わず 24 時間対応 

診療・検査医療機関（検査できる医療機関） 

５⽉上旬から接種券⼊り封筒一式を、 
年齢に応じて順次、郵送（予定） 

 発熱等患者対応  
 医療機関一覧   

（医師が必要と認めた場合、
コロナウイルスの検査が可
能な医療機関）  

有隣病院 ☎24-5021 
鳴瀬病院 ☎24-3333 
佐原病院 ☎22-5321 
小野病院 ☎22-0414 

みつはし医院 ☎21-1311 
大竹内科 ☎22-0241 
⾼橋小児 

クリニック ☎25-7066 

医療⽣協きた
かた診療所 ☎23-3611 

 

※2 回目の接種に備
え、封筒一式は大
切に保管ください 

ワクチン 
接種終了後 

接種当⽇ 

封筒到着後 

５⽉上旬以降 

〇接種券が入った封筒一式 
・本人確認書類 
（保険証、運転免許証など） 

 

〇必ず予診票を１枚だけ記入する 



 ▶ 各種お知らせ  
 

 介護サービス等利用におけるＰＣＲ検査について（個人負担︓無料）  
内  容 令和３年度も介護サービスまたは障がい福祉サービスを新たに利⽤する際、本⼈の希望により、 

ＰＣＲ検査を実施します。（検査を受けなければ、サービスを利⽤できないものではありません。
また、サービス提供事業者が検査をサービス利⽤条件とすることは禁⽌されています。） 

対 象 者 市内在住の ❶65 歳以上の⾼齢者、❷基礎疾患のある障がい者 
期 間 等  期間は、令和４年 3 ⽉末までとし、期間中の検査は、原則一⼈ 1 回とします。 
検査実施機関  市内において検査可能な医療機関 
⼿続きの流れ  ❶市へ検査の申込み、❷市より利⽤券を交付、❸実施医療機関へ検査の予約、 

❹利⽤券を提出して検査を受ける。（なお、担当のケアマネジャー等に御相談ください。） 
そ の 他 実施医療機関など、詳しくは、問い合わせてください。  
問 申 高齢福祉課 介護保険・予防室 ☎ (24)5231・5242    

 傷病⼿当⾦の適用期間の延⻑について   
内  容 この⼿当⾦は、健康保険の被保険者の⽅が、業務災害以外の理由で新型コロナウイルス感染や、そ

の療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を⾏う制度です。⾃覚症状はないが、検査の結果、
「陽性」の判定を受け⼊院し、仕事を休んでいる⽅や、発熱などの⾃覚症状があり、療養のため
仕事を休んでいる⽅も対象です。 

対 象 者 被⽤者である被保険者のうち、新型コロナウイルスに感染した⽅、または発熱などの症状があり感
染が疑われる⽅であって、かつ、労務に服することができなかった⽅ 

適用期間 令和２年１⽉１⽇から令和３年６⽉ 30 ⽇まで ※適用期間が６⽉末まで延⻑となります。 
そ の 他 支給額などの詳細や、具体的な⼿続きは、加⼊する健康保険まで問い合わせてください。  
問 保健課 国保医療係 ☎ (24)5224  福島県後期高齢者医療広域連合事務局 ☎ 024(528)9025   

≪ 喜多方市新型コロナウイルス感染症経済対策 ≫   
１ 中小事業者応援一時⾦   ※受付期限︓６⽉ 11 ⽇(⾦)  

本年１⽉に発出された再度の緊急事態宣⾔並びに県による飲⾷店等への営業時短要請などの影響を受けた
事業者のうち、国・県の支援⾦等に該当しない市内事業者を緊急支援します。 
対 象 者 市内で事業を⾏う個⼈事業主および法⼈で令和３年１⽉または２⽉の売上が前年より 20％以上減

少している中小事業者  ※注意︓確定申告をしていない⽅は申請できません。 
交 付 額 店舗数にかかわらず、１事業者あたり 10 万円 
そ の 他 交付要件、必要書類等の詳細は、４⽉ 15 ⽇に配布のチラシを御確認ください。 

 
２ 新しい⽣活様式対応設備等⽀援補助⾦   ※受付期限︓５⽉ 21 ⽇(⾦)  

市内商⼯業者が⾏う新しい⽣活様式対応の感染予防や新たなサービスの提供等に要する費⽤を支援します。 
対 象 者 市内に本社、本店、支店、事業所等を有する商⼯業者。※昨年度の利⽤者も申請可 
対象経費 ※❶、❷と❸の両⽅への申請も可。 

❶新型コロナウイルスの感染を防ぐ設備等の経費 
例︓（飛沫遮蔽⼯事、換気扇・窓設置、換気強化に伴うエアコン設置（市内業者への発注・支払に限る。）、

電⼦マネー等非接触型決済端末の購⼊またはリース料、サーマルカメラ、レイアウト変更⼯事等） 
 ❷新型コロナウイルスの影響による減収を防ぐ経費 

例︓（テレワーク等機材の購⼊またはリース、製造設備（マスク、フェイスガード、消毒薬、体温計、医
療⽤防護服等）、ネット販売や出前テイクアウト等の非接触型消費へ対応するための機械・器具、  
ＰＲ経費等） 

 ❸新型コロナウイルスの感染を防ぎ事業を継続するための軽微な経費 
  例︓（アクリルパネル、フェイスガード、マスク、⼿洗い⽯鹸、消毒⽤の薬剤、清掃資材等） 
補助率等 対象経費の２分の１以内。（ただし、❶、❷の上限 合計で 70 万円、❸の上限 ５万円） 
そ の 他 交付要件、必要書類等の詳細は、４⽉ 15 ⽇に配布のチラシを御確認してください。  

 
３ 雇用調整助成⾦申請等⼿数料補助⾦   

国の雇⽤調整助成⾦等の支給申請事務を社会保険労務士等に依頼した場合、 
その費⽤の一部を補助し、事業活動の継続を支援します。 
対 象 者   申請事務を社会保険労務士等に依頼し費⽤を支払っている事業者。 
補助対象経費  

❶令和３年４⽉１⽇以降の雇⽤調整助成⾦等の交付決定に係る事務の代⾏業務または書類の作成業務に係
る委託料(消費税は除く)。 

❷令和３年の２、３⽉を対象としているもの、および国からの雇⽤調整助成⾦等の交付決定通知が前年度の
２⽉１⽇以降に発⾏されている分の委託料(消費税分は除く)。 

❸市内に本社がない法⼈は、市内の事業所に勤務する従業員の雇⽤調整助成⾦等の⼿続きに係る委託料に限
る。 

補助額等   対象経費の２分の１以内。 上限 10 万円（千円未満切り捨て） 
必要書類   申請書、通帳の写しなど    

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
４ 求職者・休業者⽀援補助⾦     

感染症の影響により、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、解雇や休業となった⽅（雇⽤し

ていた事業主の三親等以内の親族ではないこと。） 
❶解雇の場合  

・令和２年３⽉１⽇以降に解雇となった⽅で失業給付⾦
の受給資格のない⽅、または失業給付⾦を受給し、受給
期間満了後、２か⽉以上経過した⽅ 

❷休業の場合 
・労働者本⼈が国の休業支援⾦の給付を受けていないこ

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、⽉に 10 ⽇以上勤務し、５万円以上の収⼊があ

り、前年の同時期の３⽉と比べ、ひと⽉平均３万円以
上の減収となっていること。（就業期間が 1 年未満で前
年同時期と比較ができない場合、減収する直近⽉の平
均と比べ、ひと⽉あたり３万円以上の減収となってい
ること） 

補 助 額 ９万円 
必要書類 申請書、請求書、通帳の写しなど 
 

▼各補助⾦の申請方法  
来庁による「３密」を避けるため、申請は、原則、郵送とします。 
必要な書類をそろえ、下記に送付してください。申請書は、市役所・各総合支所窓口にあります。または、

市のホームページからダウンロードできます。（https://www.city.kitakata.fukushima.jp/） 
●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⺠ホールに設置しました。３密を避けるため、電話にて、商⼯課・総合支所へ問
い合わせいただくか、市ホームページなどで確認ください。 
やむを得ず来庁する場合は、マスク着⽤など感染防⽌対策をお願いします。 
  

問 市役所本庁 商工課 ☎ (24)5233 ・ (24)5247 
熱塩加納総合支所 産業建設課 ☎ 36-2115    山都総合支所 産業建設課 ☎ 38-3831 

  塩川総合支所 産業建設課   ☎ 27-2122    ⾼郷総合支所 産業建設課 ☎ 0241-44-2114 
 

  
５ 就業促進⽀援補助⾦   

感染症の影響により、解雇等となった市
内在住の⽅を新たに雇⽤した市内事業主
に対し、雇⽤した労働者の給与の一部を補
助し雇⽤の拡大を図ります。 
補助対象事業主  

❶市内に住所を有する法⼈または個⼈事
業主 

❷雇⽤保険適⽤事業所で、感染症の影響
により解雇等となった市内在住の⽅を
令和３年 11 ⽉ 30 ⽇までに雇⽤し、３
か⽉以上継続して雇⽤できること 

対象労働者 
❶令和２年３⽉１⽇以降、感染症の影響

により解雇等となった市内在住で年齢
が 65 歳未満の⽅ 

❷雇⽤する事業主の三親等以内の親族等
ではないこと 

補 助 額 １人につき 20 万円。※１事業
所あたり２人まで 

必要書類 申請書、通帳の写しなど 
 


