
新型コロナウイルス感染症対策・緊急事態宣言発令中（５月６日まで） 

新型コロナウイルスの影響により中止等となるイベント 

 

公共施設の利用休止等について 

1．集会施設 

構造改善センター 

利用休止（4月 22日から 5月 6日まで） 

自然環境活用センター（和室・会議室） 

活性化センター（和室） 

生活改善センター（和室・会議室） 

生涯学習センター（会議室・和室・多目的ホール） 

2．体育施設 

村民体育館 

利用休止（4月 22日から 5月 6日まで） 

村民運動場 

村テニスコート 

スポーツパーク桧原湖 

自然環境活用センター（体育館） 

活性化センター（アリーナ） 

生涯学習センター（多目的大ホール） 

生涯学習センター（グラウンド） 

小中学校体育館（学校開放） 

3．観光施設 

ラビスパ裏磐梯 休館（4 月 20日から 5 月 6日まで。配達業務のみ営業） 

道の駅裏磐梯（駐車場、トイレは利用可） 休館（4 月 26日から 5 月 6日まで） 

裏磐梯物産館 

休館（4月 22日から 5月 6日まで） 

裏磐梯サイトステーション 

桧原歴史館 

裏磐梯ビジターセンター（駐車場、トイレは利用可） 

桧原ふれあい温泉「湖望」 

 

 

 

 

緊急事態宣言が全国に拡大、５月６日(水)まで発令されています。 

人の移動を最小限にし、感染拡大に歯止めをかける必要があります。 

自分自身を、そして大切な人、暮らしを守るため、ご協力をお願いします。 

今回から、村民の皆さんに伝えたい情報を取りまとめ、定期的にお届けします。 

ご家庭で過ごす時間が多くなります。一人一人、そして、ご家族で感染症対策に取り組んでください。 

 

感染拡大を止めるためのお願い 
〇不要不急の外出自粛、北塩原村への移動を自粛願います 

日常生活に必要な買い物の際は、家族全員ではなく、最少人数で出かけましょう。 

離れた家族の様子が心配な時は、出かけずに電話で会話する。帰省の延期もご検討ください。 

やむを得ない理由で帰省した家族がいる場合や仕事などの都合で移動(転入含む)する場合は、２週間の外出自粛、体調管

理をお願いします。 

〇手洗いの励行、咳エチケットを守りましょう 

〇３密を避け、できる限り「ゼロ」を目指しましょう 

「密閉」・・・こまめな換気 ⇒ １時間に２回以上。２方向の窓を数分間全開に。 

「密集」・・・人と人との距離の確保 ⇒ ２ｍ以上の距離を確保し、密集しない。 

「密接」・・・近い距離での会話を避ける ⇒ 十分な距離を保つ。大人数での会食を避ける。 

◆ なお、今号では「感染が疑われる場合における家庭内の８つのポイント」を紹介していますので、併せてご覧ください。 

 

家族に感染が疑われるときの家庭内での８つ対処法             ※参考…厚生労働省 
①部屋を分ける 

・個室にする 

（食事や寝室も別室で。しきりやカーテン設置もおすすめ） 

・本人は極力部屋から出ないようにする 

②感染者のお世話はできるだけ限られた方で 

・持病をお持ちの方、妊婦の方はできるだけお世話は避ける 

③マスクをつける 

・使用したマスクは他の部屋に持ち出さない 

・マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗う 

④こまめに手を洗う 

・外出後、食事前など、徹底して手を洗う 

(洗っていない手で目、鼻、口、マスクなどを触らないよう注意) 

⑤換気をする 

・１時間に２回以上、換気をする 

⑥手で触れる共有部分を消毒する 

・共有部分（ドアの取っ手、ベッド柵、スイッチなど）は薄めた

家庭用塩素系消毒剤（作り方は裏面参照）で拭いた

後、水拭きする 

・トイレや洗面所は通常の家庭用洗剤を使用し、こまめに家

庭用消毒剤で消毒もする 

・タオルはトイレ、洗面所、台所などでは共用しない 

⑦汚れた服、寝具を洗濯する 

・衣服、寝具などを触る場合は手袋とマスクをつけ、家庭用洗

剤で洗濯し、よく乾かす 

⑧ゴミは密閉して捨てる 

・鼻をかんだティッシュなどはすぐにビニール袋に入れ密閉して捨

て、その後すぐに手を洗う 

月日 行事・イベント名 場所 状況 問い合わせ 

4月 18日（土） 

～5月 6日（水） 
桜峠さくらまつり 桜峠・ラビスパ裏磐梯 中止 

商工観光課 

☎32-2511 

4月 26日（日） 消防団春季検閲 村民グラウンド 中止 
住民課 

☎23-3113 

5月 24日（日） 
桧原湖一周ファミリー 

サイクリング大会 
休暇村裏磐梯多目的広場 中止 

裏磐梯観光協会 

☎32-2349 

  磐梯山開き 裏磐梯登山口ほか 中止 
商工観光課 

☎32-2511 

6月 6日（土） さくら小学校・村民合同運動会 さくら小学校 中止 
公民館 

☎23-5236 

6月 13日（土） 裏磐梯運動会 裏磐梯小学校 中止 
公民館 

☎23-5236 

6月 14日（日） 雄国山開き ラビスパ裏磐梯 中止 
商工観光課 

☎32-2511 

6月 20日（土） 会津米沢街道歴史ウオーク 会津米沢街道ほか 中止 
公民館 

☎23-5236 
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家庭用塩素系消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム液）の作り方 

材料：次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする製品(ハイター、ブリーチなど) 

     水、ペットボトル（誤飲防止のため必ず「消毒液」など表記する） 

作り方：(1)水 1L(500mlのペットボトル 2本分)を用意。 

      (2)水 1L に以下の例を参考に製品を入れ、濃度 0.05%に希釈する。 

メーカー 商品名 作り方の例 

花王 
ハイター 水 1L に本商品 25mL（商品付属のキャップ 1杯） 

キッチンハイター 水 1L に本商品 25mL（商品付属のキャップ 1杯） 

カネヨ石鹸 
カネヨブリーチ 水 1L に本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2杯） 

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

※使用にあたっては、商品パッケージやＨＰの説明をご確認ください。 

上記のほかにも、次亜塩素酸ナトリウムを成分とする商品は多数あります。表にない場合、商品パッケージやＨＰの説明にしたがってご使用ください。 

消毒方法：ペーパータオル等に十分に薬液を含ませて拭いた後、水拭きする。 

注意事項：手の消毒には絶対に使用しない。 

       使用の際は家庭用手袋を着用し、十分な換気をしてください。 

       消毒液は保存せずにその都度作り使用しましょう。 

       金属部分に使用する場合は腐食する可能性があります。 
 

納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」 
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者の方に対し徴収の猶予制度が設けられる予定です。地方税の猶予制度の

特例について、国から案が示されましたのでお知らせします。収入に相当の減少があった方は、１年間、地方税の徴収の猶予を

受けることができるようになります。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。 

 

【対象者】以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者 

①新型コロナウイルスの影響により令和 2年 2月以降の任意の期間(1 ヶ月以上)において、事業等にかかる 

収入が前年同期に比べて概ね 20％減少していること。 

②一時に納付又は納入を行うことが困難であること。 

【対象となる地方税】令和 2年 2月 1日から同 3年 1月 31日までに納期限が到来する個人住民税、地方法人 

二税、固定資産税などほぼすべての税目 

【申請手続】・関係法令の施行(４月末予定)から 2 ヶ月後又は納期限（納期限が延長された場合は延長後の期限） 

のいずれか遅い日までに申請が必要 

        ・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる書類を提出していただきます(難しい場合は口頭で確認) 

【問い合わせ】☎23-3114（税務課） 

 

 

 

 

 
                                                                 

  ☆事業主やフリーランスの皆さまへお知らせ（令和２年４月１６日現在の情報） 

※詳細は福島県の「新型コロナウイルス感染症に関する支援ガイドブック」をご覧ください 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応

助成金（労働者に休暇を取得させた事業者向け） 

【支援の種類】助成金 

【対象】小学校の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うこ

とが必要な労働者に有給休暇を取得させた事業主 

【助成内容】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃

金相当額 10/10(1日上限 8,330円) 

【問い合わせ】☎0120-60-3999 

(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) 

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応

支援金（委託を受けて個人で仕事をする方向け） 

【支援の種類】支援金 

【対象】小学校の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うた

めに委託を受けて契約した仕事ができなくなった個人

で仕事をする保護者 

【助成内容】就業できなかった日について 

       1日あたり 4,100円（定額） 

【問い合わせ】☎0120-60-3999 

（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） 

生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸

付制度 

【支援の種類】貸付（融資） 

【対象】新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の減少

など業況悪化している生活衛生関係営業者 

【貸付限度額】6,000万円以内(担保は徴しない) 

【保証人】法人と経営責任者の一体性の解消が一定程度

図られ、債務超過でない場合は保証人を徴しない 

【問い合わせ】☎024-522-9241 

(日本政策金融公庫福島支店) 

雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症にかかる

特例措置） 

【支援の種類】助成金 

【対象】雇用保険適用事業主であって、新型コロナウイルス

感染症の影響を受ける事業主で、事業活動の縮小

を余儀なくされ、労働者の雇用の維持を図った場合

の休業手当、賃金等の一部を助成 

【助成率】 中小企業 2/3～9/10、大企業 1/2～3/4 

【問い合わせ】☎024-529-5409 

（福島労働局職業安定部職業対策課） 

またはお近くのハローワーク 

 

 

テイクアウト・デリバリー（配達）実施中！ 

村内には魅力的な飲食店がたくさんあります。期間

限定でテイクアウト・デリバリーを行っていますので、この

機会に是非、ご利用ください。 

〇ラビスパ裏磐梯(大塩) ☎33-2200 

〇めだかのがっこ(桧原) ☎090-7565-5396 

〇ヒロのお菓子屋さん(ﾚｲｸｳｯﾄﾞ) ☎32-2730 

〇ｂａｎｄｉａ(曽原) ☎32-2829 

〇ＭＯＲＩＭＯＲＩ(剣ヶ峯) ☎23-7590 

〇むらびと(剣ヶ峯) ☎32-3072 

〇水峰(剣ヶ峯) ☎23-7345 
 

テイクアウト・デリバリーを行っている

飲食店がございましたら商工観光

課（☎32-2511）までご連絡く

ださい。 

各種相談窓口 

〇経営資金の相談 

  商工観光課       ☎32-2511 

  北塩原村商工会    ☎23-5556 

〇生活資金の相談 

  住民課          ☎23-3113 

  社会福祉協議会    ☎28-3757 

〇納税の相談 

  税務課          ☎23-3114 

〇健康の相談 

  保健センター      ☎28-3733 

〇農林漁業の経営支援(セーフティネット資金) 

  日本政策金融公庫福島支店  ☎024-521-3328 

 

                                 

参考…厚生労働省・経済産業省 

福島県内の帰国者・接触者相談センター 

☎0120-567-747(受付は毎日 24時間/土日祝日含） 


