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　４月 16日に緊急事態宣言の対象地域が全都道府県に拡大されて以来、市民並びに事業者の
皆さまには、不要不急の外出自粛や施設の使用制限、イベントの開催自粛など大変ご不便を
おかけしております。これまでの感染拡大防止対策へのご協力に心から感謝申し上げます。
　去る５月４日政府は、「新型コロナウイルスへの新規感染者数は減少に転じ始めているも
のの、再度感染が拡大すれば医療体制への更なる負荷が生じるおそれがある」とのことか
ら、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を全ての都道府県を対象と
して、５月７日から５月 31日まで延長することを決定いたしました。
　これに伴い市では、①市有施設利用制限の延長、②小中学校・幼稚園などの休校・休園の
延長を実施しております。これまでご協力いただいております市民の皆さまには、引き続き
ご不便ご苦労をおかけしますが、新規感染者発生防止のためご協力をよろしくお願いいたし
ます。
　新型コロナウイルスへの対応は長期に渡ると考えられます。長丁場に備え、感染拡大を防
ぐための「新しい生活様式」が求められております。具体的には、外出時などにはマスクを
着用、人との間隔は２ｍ空ける、こまめな手洗い・手指消毒、「３密」の回避、買い物は少
人数ですいた時間に、公共交通機関における会話の抑制など、今までの生活様式を変えた感
染対策が重要になってきます。
　感染防止のための行動を確実に実行することが自分を守り、自分の大切な人を守ることに
なります。再度感染予防対策の徹底をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年５月 14日

　伊達市長　　　　　　　　　　　　　
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新型コロナウイルス感染症対策を迅速かつ柔
軟に講じるために伊達市新型コロナウイル

ス対策室を 5 月 1 日に設置し、総合相談の窓口
を開設しました。
　対策室は、感染症対策、定額給付、総合相談・
企画の３つのチームで構成し、感染拡大防止な
どの対策に取り組んでいきます。

新型コロナウイルス対策室設置・相談窓口開設

新型コロナウイルス感染症に関する相談
　☎ 572－ 6456　
　8時 30分～ 17時（土日・祝日含む）
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特別定額給付金の申請を受け付けています

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策（令
和 2 年 4 月 20 日閣議決定）として、令

和 2 年 4 月 27 日において、住民基本台帳に記
録されている市民１人につき 10 万円が給付さ
れます。
　5 月 8 日（金）に各世帯主宛に申請書を発送
しましたので、申請書に記入いただき、必要書
類を添えて返信用封筒にて申請してください。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ために、原則として窓口での受付は行いません
ので、返信用封筒での申請にご協力ください。

〔対象者〕　
　令和 2 年 4 月 27 日時点で伊達市の住民
　基本台帳に記録されている人

〔内容〕
　特別定額給付金（1 人あたり 10 万円）を
　世帯主へ支給

〔手続きを行う人〕
　世帯主（同一世帯全員分を申請）

〔手続き期限〕
　令和 2 年 8 月 10 日（月）まで

〔申請方法〕
　申請書に必要事項を記入、押印し、必要書類
を同封の返信用封筒により返送
※郵送申請のほかにマイナポータル画面による
オンライン申請も可

〔必要書類〕
　①申請書
　②世帯主の振込先口座の写し
　※金融機関、支店、預金種別、口座番号、
　　カナ氏名が確認できるもの
　※キャッシュカード、インターネット
　　バンキングの画面等の写しも可
　③本人確認書類
　※運転免許証、健康保険証、年金手帳、
　　マイナンバ－カード（表面のみ）等の写し

〔その他〕
　市では電話で口座情報を尋ねることはありま
せん。なお、不審な訪問、電話、郵便およびメー
ルがあった際には、市役所や警察署へご連絡く
ださい。

問 伊達市新型コロナウイルス対策室
　☎ 572-6456

市役所分散業務を実施します

①郵送で
世帯主へ申請書類
が届く

②申請書に
記 入、 押 印 し、
必要書類を準備

③同封の
返 信 用 封 筒 で
返送

④ 指 定 の 口 座
に入金

市では、4 月 20 日から市役所における新型
コロナウイルス感染症のまん延防止に備

え、職員の時差出勤を実施してきましたが、5
月 7 日から市民サービスを提供する市役所機能
の停止リスクを避けるため本庁舎職員を分散配
置して業務を実施しています。
　市民の皆さまがご利用される窓口業務などは
今までどおり変更ありません。

〔実施期間〕
　令和 2 年 5 月 7 日（木）～当面の間

〔対象職員〕
　本庁舎勤務職員（約 480 人）のうち
　約 150 人の職員

〔実施方法〕
　保原・梁川・伊達地域の施設に約 50 人単位
で分散して業務を行う。

総務課　☎575-1111問
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「新しい生活様式」の実践例

おうちで伊達ごはん～飲食店応援プロジェクト～

外出自粛で外食ができなくとも、ご自宅でプ
ロの美味しい味を楽しみませんか。

　市では、感染を予防しながらおうちで楽しくご
はんを味わっていただけるよう、市内の飲食店を
関係サイトにて紹介しています。ぜひお店をご利
用いただき、市内の飲食店を応援しましょう。

「持ち帰り・出前は」・・・・

おうちで伊達ごはん

小・中学校の臨時休業の延長

県教育委員会からの要請を踏まえ、臨時休業
期間を延長します。休業中は、不要不急の

外出を避け、学校から指示のあった課題などを
行う家庭学習をお願いします。

〔期間〕
　令和 2 年 5 月 7 日（木）～当面の間

〔登校日〕
・生活、学習の状況の把握と学習活動、課題を
配布するため、1 週間に 1 回以上の登校日を設
けます。
・登校日は、各学校より保護者に連絡します。

学校教育課　☎ 573-5833問

一 人 ひ と り の
基 本 的 感 染 対
策

移動

日々の暮らし

・外出時はマスクの着用する。
・帰宅後は手や顔を洗う。
・手洗いは石けんで丁寧に洗う。
・人との間隔はできるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。
・会話をする際は対面を避ける。

買い物

娯楽、
スポーツなど

公共交通機関

食事

働き方

日常生活を営む
上での基本的生
活様式

日常生活の各場
面別の生活様式

働き方の新しい
スタイル

・感染が流行している地域への移動は控える。
・会った人と場所を記録する。

・まめに手洗い・手指消毒。　・こまめに換気。
・「３密」の回避（密集、密接、密閉）。
・毎朝の体温測定。 

・少人数ですいた時間に素早く済ます。
・展示品への接触は控える。

・すいた時間・場所を選ぶ。
・自宅で動画を活用する。

・会話は控え、混んでいる時間帯は避ける。

・持ち帰りや出前の活用する。
・大皿、対面、おしゃべり、多人数は避ける。

・テレワークや時差出勤。
・対面での打合せは換気とマスク。
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おうちで体を動かしましょう

新型コロナウイルス感染拡大防止により、外出
自粛が長引き、運動不足による健康への影響

が懸念されています。高齢者についても、元気づく
り会などの開催自粛により体を動かす機会や友人と
会う機会が減り、健康の維持が心配されています。
　市では、一人でも取り組みやすい「自宅でできる
体操」などの動画を配信しています。日頃から家庭で
できる運動を取り入れ、健康の維持に努めましょう。

〔自宅で体操するうえでのポイント〕
①転倒しないように、安定した場所で行いましょう。
②痛み・疲労に注意しながら、無理のない範囲
で行いましょう。

〔配信動画〕
　①「まいまい準備運動」
　②「自宅でできる体操」

〔配信先〕
　①伊達市ケーブルテレビ
　②伊達市ホームページ
　③伊達市公式 YouTube チャンネル
※伊達市ホームページより「自分でできるトレー
ニング」資料のダウンロードもできます。

健幸都市づくり課☎ 575-1148

「体操の動画について」・・・・　
伊達市　自宅で体操

政府が全国に発令している緊急事態宣言が 5
月 31 日まで延長されました。これを受け、

市では新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐた
め、福島県の方針を踏まえ 5 月 6 日までとして
いた公共施設の休館などについて、休館の延長

や一部再開などの対応を行っていきます。
　なお、６月以降の各施設の新規の予約は受け
付けておりません。
　今後の再開などの状況については、随時、ホー
ムページや広報紙などでお知らせします。

分類 施設名 休館情報

子育て施設 ちびっこ広場、スマイルパークほばら、パレオパークやながわ、ファミ
リーパークだて、市内全ての子育て支援センター、霊山児童館

休館継続
子育て支援センターで電話相談可

交流施設
各地域中央交流館、各地区交流館、箱崎改善センター、保原市民センター、
保原駅コミュニティセンター、まちなかサロンヨッテミ、市管理の集会
施設

休館継続（自家用農産物放射性物質検
査は伊達市放射能相談センター・霊山
総合支所・月舘総合支所で受付可）

福祉施設

伊達福祉センター、梁川福祉会館、ほばら元気ハウス、保原ふれあいセ
ンター 休館継続

伊達ふれあいセンター（伊達市市民活動支援センター）、霊山総合福祉セン
ター、月舘保健福祉センター、梁川寿健康センター 一般利用は休止

体育施設 市内全ての運動広場・グラウンド、体育館、プール、テニスコート、伊
達市屋内ゲートボール場、梁川弓道場、トレーニングハウス 休館継続

観光施設

道の駅伊達の郷りょうぜん 営業時間短縮 9 時 30 分～ 16 時
（レストランはテイクアウトのみ）

まちの駅やながわ 営業時間短縮 9 時 30 分～ 16 時
（お食事処は休業）

りょうぜん紅彩館、つきだて花工房（つきだて交流館もりもり） 営業時間短縮 9 時 30 分～ 16 時
（テイクアウト、農産物などの販売のみ）

霊山こどもの村 休園継続

公園施設 保原総合公園、伊達氏ゆかりの公園、やながわ希望の森公園、赤坂の里森
林公園、紅屋峠千本桜森林公園、富成花見山森林公園、月見舘森林公園

休園継続（散歩などでの利用可）
その他の公園は開園継続

文化施設 伊達市立図書館、伊達市梁川美術館、伊達市ふるさと会館、伊達市保原
歴史文化資料館、旧亀岡家住宅

休館継続（図書館はネット・電話のみ
貸出受付可）

公共施設の休館情報

問



すべての市民の皆さま

減収により生活が厳しい
など

減収により住宅を失う
おそれなど

特別定額給付金

生活資金融資利子補給

住居確保給付金

一人当たり

10万円
利子補給率
1.5 ％以内
家賃の補助
（上限あり）

伊達市新型コロナウイルス対策室
☎ 572-6456

健康福祉部社会福祉課
☎ 575-1264

健康福祉部社会福祉課
☎ 575-1264

住民基本台帳に記録されているすべての市民に対して支援を行うため、一人当た
り 10万円を給付します。
5月 8日から申請書を発送します。

休業等から収入が減少した市民の生活資金の支援として、市の指定金融機関から
生活資金の融資を受けた場合に融資の利子補給を行います。

収入減収により住居を失うおそれのある場合に住宅確保のために給付します。

子育て世帯で家計が大変
になった

臨時特別給付金
児童一人当たり

1万円
生活を支援する取り組みとして令和 2年 4月分児童手当（本則給付）を受給す
る世帯に対し、給付金を支給します。※特例給付の受給者は対象外
5月中旬に案内文書を郵送します。支給日は 6月 5日 ( 金 )

こども部こども支援課
☎ 573-5652

国民健康保険・後期高齢者
医療　傷病手当金

感染又は感染の疑いによ
り、無給・減給になった

平均日額給与× 2/3 ×
休んだ日数で算出され
る金額を支給

伊達市国民健康保険・福島県後期高齢者医療の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に
感染、または感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期
間に応じて傷病手当金を支給します。（支給は一定の要件を満たした場合になります。）

健康福祉部国保年金課
☎ 575-1198

市民の皆さまへ新型コロナウイルス感染症に伴う など支援一覧給付や猶予 5月7日現在の支援情報をまとめたものです。

減収により市税や保険料
などの支払いができない ①市県民税、固定資産税、軽自動車税（徴収の猶予）、②国民年金保険料（免除・徴収の猶予）、国民健

康保険税・後期高齢者医療保険料（減免※）、③介護保険料（減免）、④水道料金・下水道使用料（支払猶予）、
⑤農業集落排水処理施設使用料・下水道事業受益者負担金（支払猶予）、⑥市営住宅家賃（減免・徴収の猶予）
※手続き方法など詳細については決定次第お知らせします。

市税、保険料、使用料な
どの免除や減免、猶予

①財務部収納課 ☎ 575-1232
②健康福祉部国保年金課☎ 575-1198
③健康福祉部高齢福祉課☎ 575-1299
④水道お客様センター　☎ 573-5036
⑤上下水道部下水道課　☎ 573-5059
⑥建設部建築住宅課　　☎ 573-5064

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税や保険料などの納付が困難
になった場合は、各担当の窓口までお問合せください。

新型コロナウイルス感染症に関する相談（伊達市新型コロナウイルス対策室）　

☎ 572－ 6456　8時 30分～ 17時（土日・祝日含む）
右の QR コードを読み取るか、
伊達市のホームページで情報をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する情報については・・・・　

給
付
金
な
ど

猶
予
な
ど

休業や失業で収入が減
り、生活が維持できない

保護者の就業環境の変化
などにより、生活が維持
できない

緊急小口資金
主に休業された方向け

総合支援資金
主に失業された方向け

母子（父子）福祉資金

寡婦福祉資金

伊達市社会福祉協議会
☎ 576-4050

福島県社会福祉協議会
☎ 523-1250

こども支援課
☎ 573-5852

福島県児童家庭課
☎ 521-7176

収入減収により生計維持のため貸付を要する世帯を対象に貸付を行います。
据置期間：貸付日から 1 年以内　返済期間：据置期間経過後 2 年以内

収入減収により生活に困窮し、日常生活の維持が困難な世帯を対象に貸付を行
います。
据置期間：貸付日から 1 年以内　返済期間：据置期間経過後 10 年以内

子どもが在籍する保育園や学校などの臨時休業、事業所などの休業により、保護
者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたす場
合を対象に貸付を行います。
据置期間：期間満了から６カ月間以内
返済期間：据置期間経過後 5 ～ 8 年以内

最大

20万円
単身 月15万円以内
複数
世帯 月20 万円以内

月額最大

10万5千円

貸
付

発行：伊達市

https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/14/40805.html
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/14/41044.html
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/14/31847.html
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/67/41114.html
http://dateshisyakyou.org/publics/index/42/detail=1/b_id=190/r_id=149#block190-149
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035a/bosi-fushi-kafu.html


5月7日現在の支援情報をまとめたものです。

新型コロナウイルス感染症に関する相談（伊達市新型コロナウイルス対策室）　

☎ 572－ 6456　8時 30分～ 17時（土日・祝日含む）
右の QR コードを読み取るか、
伊達市のホームページで情報をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する情報については・・・・　

猶
予
な
ど

貸
付
な
ど

事業者の皆さまへ新型コロナウイルス感染症に伴う など支援一覧助成や補助

飲食店の家賃を助成

飲食店の固定経費相当
分の一部を助成

減収により家賃が払え
ない

自己保有店舗で維持費
が厳しい

必要経費の一部を補助デリバリー・テイク
アウトへ参入したい

売上が前年同月比で 30％以上減少している飲食業を営む中小企業、個人事業主に
対して市が独自に家賃の 1/2 を助成します。
1月当たりの限度額 10 万円まで（家賃の1/2、3カ月分、2店舗まで）

売上が前年同月比で 30％以上減少している飲食業を営む中小企業、個人事業主に
対して市が独自に固定経費相当分の一部定額助成します。
1店舗につき定額 5 万円（２店舗まで）

市内の飲食業者が新しくデリバリー・テイクアウトへ参入する場合に、必要経費
の一部の補助を行います。

産業部商工観光課
☎ 573-5632

1 月当たり限度額

10 万円
1 店舗定額

5万円

（限度額 10 万円）
補助率1/2

信用保証料補助・利子
補給有利な条件で資金を

借りたい

福島県緊急経済対策資金融資制度「新型コロナウイルス対策特別資金」を利用した事
業者に対して、信用保証料補助と利子補給を行います。
信用保証料補助 50 万円まで　　利子補給 3年間で 100 万円まで

新型コロナウイルス対策
特別資金（実質無利子型）

売上が減少している中小企業、個人事業主に対して実質無利子型の融資を行います。
融資限度額 3,000 万円まで　　利子補給 3 年間無利子

最寄りの県内の金融機関（銀行、
信用金庫、信用組合、商工中金）無利子で融資

3年間利子補給

財務部収納課
☎ 575-1232
水道お客様センター
☎ 573-5036

減収により市税や使用料
などの支払いができない

法人市民税、水道料など
の減免や猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税や水道料などの納付
が困難になった場合は、各担当の窓口までお問合せください。

助
成
・
補
助
な
ど

売上が前年比半減

賃金が払えない

持続化給付金

雇用調整助成金

持続化給付金事業コールセンター
☎ 0120-115-570

福島県労働局職業安定部職業対策課
☎ 529-5409

売上が前年同月比 50％以上減少した事業者に給付金を支給します。

一時休業等により労働者の雇用維持を図った場合、休業手当等の一部助成が受けられます。

法人限度額

個人限度額

子どもの世話で従業員
が休業

小学校休業等対応助成金 学校等休業助成金・支援金・
雇用調整助成金、
個人向け緊急小口資金相談
コールセンター
☎ 0120-60-3999

臨時休業などをした小学校等に通う子どもなどの世話が必要となった従業員に対
し、特別休暇（年次有給休暇でない有給休暇）を取得させた事業主に対して助成
金を支給します。

小学校休業等対応支援金子どもの世話で事業主
が休業

臨時休業などをした小学校等に通う子どもなどの世話が必要となった個人事業主
またフリーランスに対して助成金を支給します。

産業部商工観光課
☎ 573-5632

1 日当たり定額

4,100円

1 日当たり限度額

8,330円

県の協力依頼に応じて、
休業・時短営業を行った

福島県新型コロナウイルス
感染症拡大防止協力金

最大

30万円 福島県緊急事態措置に基づき、施設の休止または営業時間の短縮をしている事業
主に対して協力金を交付します。要件により 10 ～ 30万円

福島県緊急事態措置コールセンター
☎ 521-8643

200万円
100万円

発行：伊達市
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