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　新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大しており、特に、都市部を中心に感染経路が不
明な感染者が急激に増加しています。
　本市としては、国や県などの関係機関と連携し、情報の収集及び情報の共有を行うととも
に、不測の事態に対し国・県の指示、要請に迅速かつ的確な対応を行う必要があるため、令
和２年２月６日に「伊達市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し感染の拡大防止に
取り組んでおります。
　市民の皆さまには、ご自分やご家族、大切な人を守るため、手洗いや咳エチケットなど本
紙面の感染症対策に十分留意のうえ冷静な行動をお願いいたします。特に、これまで集団感
染が確認された場に共通する“①換気の悪い密閉空間　②多くの人が集まる密集場所　③間
近で会話や発声する密接場面”という３つの「密」が重なる場所はぜひとも避けてください。
また、緊急事態宣言が発令された都府県への不要不急の往来も極力お控えいただくようお願
いいたします。
　発熱などのかぜ症状がある場合は、仕事や学校を休んでいただくとともに、感染が疑われ
る場合は、医療機関を受診する前に、帰国者・接触者相談センターへご相談ください。
　伊達市では、市ホームページや広報紙などで新型コロナウイルス感染症に関連する様々な
情報を発信しております。市民の皆さまには今後も、国・県・市などが発する情報にご注意
いただき、感染防止対策を徹底していただくとともに、落ち着いて行動をとっていただくよ
うお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年４月１０日

　伊達市長　　　　　　　　　　　　　

新型コロナウイルス
感染症対策特別号

こんな人は注意してください

症状がある人は「帰国者・接触者相談セン
ター」にご相談ください。

　相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑い
のある場合には、専門の「帰国者・接触者外来」
を紹介しています。

　帰国者・接触者相談センター
　（福島県県北保健所）　☎ 024-534-4108

受付　9 時～ 17 時（平日）

►症状　
　①風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上
　　続いている。（解熱剤を飲み続けなければな
　　らないときを含みます）
　②強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）
　　がある。
　※高齢者や基礎疾患のある人、妊娠中の人は、
　　上の状態が２日程度続く場合　

新型コロナウイルス感染症により事業に影響
を受けている事業者の皆さまへ、国、県か

ら支援制度が示されています。

１．信用保証
セーフティネット保証４号（※ 3）・５号（※ 4）、危
機関連保証（※ 5）
　民間金融機関から融資を受ける際に最大 2.8
億円の保証を受けられる制度です。
※売上の減少について、認定を受ける必要があ
ります。

２　主な融資制度
①新型コロナウイルス感染症特別貸付

（運転資金・設備資金）
〔対象〕　最近１カ月の売上高が前年または前々
　　　　年の同期と比較して 5% 以上減少した事業
　　　　  所など。

〔融資限度額〕 中小事業３億円、国民事業 6,000 万円
〔金利〕当初３年間　基準金利より▲ 0.9%
　　　 ４年目以降基準金利

１　国や県の支援制度
②新型コロナウイルス対策マル経資金

（運転資金・設備資金）
〔対象〕　商工会の経営指導を受けた小規模事業者
〔融資限度額〕  通常融資額 + 別枠 1,000 万円　
〔金利〕当初３年間 0.31%
　　　（経営改善利率 1.21% より▲ 0.9%）

事業者への支援制度

市では、福島県緊急経済対策資金（新型コロ
ナウイルス対策特別資金）を利用した

事業者へ信用保証料の補助及び利子補給を行い
ます。
〔内容〕
①信用保証料の補助
　保証料率（年 0.5%）
　１事業者につき 50 万円を上限に定額補助

２　伊達市新型コロナウイルス感染症
　　対策支援事業

②利子補給
　融資利率（年 1.5%）
　１事業者３年間で 100 万円を上限に補助
〔申請期間〕　令和２年４月６日（月）から
〔申込方法〕
　福島県緊急経済対策資金（新型コロナウイル
ス対策特別資金）融資を受けた後、申請書など
を商工観光課まで提出してください。

問 商工観光課　☎ 024-573-5632

問 日本政策金融公庫　福島支店
中小企業事業　☎ 024-522-9241
国民生活事業　☎ 024-523-2341

問 伊達市商工会　　☎ 024-577-0057
保原町商工会　　☎ 024-575-2284

③福島県緊急経済対策資金
 （新型コロナウイルス対策特別資金）
　新型コロナウイルス感染症により影響をうけ
た中小企業者の皆さまへの資金繰り支援として、
福島県が新設した制度資金です。

〔対象〕　県内に事業所を有し１年間以上継続して事
　　　　 業を行っている中小企業者のうち、売上の
　　　　 減少について、市長の認定（セーフティネッ
　　　　 ト保証４号又は危機関連保証）を受けた事
　　　　 業所。

〔融資限度額〕  8,000 万円
〔信用保証料〕　必ず信用保証協会の保証付
　　　　　　　（年 0.5%）

〔金利〕　固定　年 1.5% 以内
問 福島県商工労働部経営金融課　☎ 024-521-7288

市長メッセージ
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（※ 3）セーフティネット保証４号：幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠（最大２．８億円）で借入債務の 100％を保証
（※ 4）セーフティネット保証５号：特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠（最大２．８億円、４号と同枠）で借入債務の 80％
を保証

（※ 5）危機関連保証：資金繰りが逼迫していることを踏まえて全国・全業種の事業者を対象に更なる別枠（２．８億円）を保証
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新型コロナウイルス感染症とは

しましょう。
　特に高齢の人や基礎疾患のある人は重症化しや
すい可能性が考えられます。
　新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染によ
り感染します。空気感染は起きていないと考えら
れていますが、閉鎖した空間・近距離での多人数
の会話などには注意が必要です。

その他、コロナウイルス感染症に関するお問
い合わせについては、次の窓口にご相談く

ださい。

飛沫
感染

感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出され、他の人がそのウイルスを口や鼻
などから吸い込んで感染します。

接触
感染

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の人がそ
れを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。

日常生活で気を付けること

手洗 い が 大 切 で す。
外出先からの帰宅

時や調理の前後、食事前
などにこまめに石けんや
アルコール消毒液などで
手を洗いましょう。

咳などの症状がある人は、咳やく
しゃみを手で押さえると、その

手で触ったものにウイルスが付着し、
ドアノブなどを介して他の方に病気
をうつす可能性がありますので、咳
エチケット（※ 1）を行ってください。

手洗い せき ３つの密

持病がある人、高齢
の人は、人混みの

多い場所を避けるよう
にしてください。

新型コロナウイルスを防ぐには

発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休んでください。
また、毎日、体温を測定して記録してください。

問い合わせ先

厚生労働省　☎ 0120-565-653（フリーダイヤル）
　　　　　　受付　9 時～ 21 時（土日・祝日も実施）

聴覚に障害をはじめ、電話での相談が難しい人　
FAX03-3595-2756

福島県相談専用ダイヤル　　　☎ 024-521-7871
受付　8 時 30 ～ 21 時（平日のみ）

伊達市健康福祉部健康推進課　☎ 024-573-0538
受付　8 時 30 分～ 17 時 15 分（平日のみ）

家族がよく触れる場所（部屋のドアノブ・照
明スイッチ・リモコン・洗面台・トイレの

レバー等）を消毒します。
1 日 1 ～ 2 回、手の触れるところを、薄めた漂
白剤（※ 2）または、アルコールを含んだティッ
シュで拭きましょう。

（※ 2）500ml のペットボトル 1 本の水に原液
5ml（ペットボトルのキャップ 1 杯）

家庭での消毒方法

発熱やのどの痛み、咳が長引くこと（１週
間前後）が多く、強いだるさ（倦怠感）

を訴える人が多いことが特徴です。
　感染しても軽症であったり、治る例も多いで
すが、季節性インフルエンザと比べ、重症化す
るリスクが高いと考えられます。重症化すると
肺炎となり、死亡例も確認されているので注意

►注意すること
・消毒する時は、十分に換気をしてください。
・希釈したものは時間がたつにつれ効果が減っ
てきます。その都度使い切りましょう。また、
誤飲しないよう作り置きはやめましょう。
・手指の消毒には使用しないでください。
・酸性タイプ製品と一緒に使用しないでください。

　外出する時は３つの密を
避けて外出しましょう。
　３つの密の条件がそろう
場所がクラスター（集団）
発生のリスクが高いですの
で、そうした場をできるだ
け避けましょう。
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