
 

 

 

 

6月以降の外出や各種活動について【住民課☎23-3113】 

 緊急事態宣言は解除となりましたが、引き続き、「３密(密閉、密集、密接)を避ける」「人と人との距

離を確保する」「マスクの着用」「手洗い」などの基本的感染対策を図りながら、段階的に社会経済活動

を再開する必要があります。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、村は下記のとおり各種活動に

対する基本方針をまとめましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

〇外出(県をまたぐ移動等) 

6月 18日までは北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県との不要・不急の往来は控えましょう。 

〇観光 

6月 18日までは福島県外への観光は控え、福島県内での観光を楽しみましょう。 

〇会議・イベント 

時期 
屋内 屋外 

地域の行事 
収容率 人数上限 収容率 人数上限 

6/1～6/18 

50％以内 

100人 
十分な間隔 

できれば２ｍ 

200人 特定の地域からの参加者で、

人数を管理(把握)できるもの

は実施可能 

6/19～7/9 100人 1,000人 

7/10～ 200人 1,000人 

※村の公共施設を利用する場合は、施設ごとの使用上限人数に従ってください 

※大声を発する、飲食を伴う、激しい呼気を伴う活動は感染リスクが高いため、開催する際は慎重に対応してく

ださい(実施を禁止するものではありませんが、感染対策の徹底をお願いします) 

〇イベント等を主催される皆様へ 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点より、原則、参加者が特定(把握)できない集客イベントの開

催は、当面の間、村においてはご遠慮願います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北塩原村新型コロナウイルス 

感染症対策本部だより(第 3号) 

発行 / 北塩原村 

令和 2年 6月 12日 

①暑さを避ける 

・換気しつつエアコンなどを利用して部屋 

の温度を調整 

・暑い日や暑い時間帯は無理をしない 

・涼しい服装にする 

③こまめな水分補給 

・のどが渇く前に水分補給 

・1日 1.2 リットルを目安に 

・汗をかいたときは塩分も摂取 

④日頃から健康管理 

・体温測定、健康チェック 

・体調が悪い時は自宅で静養 

⑤暑さに備えた体作り 

・暑くなり始めの時期から適度(「やや 

暑い環境」で「ややきつい」と感じる 

強度で毎日 30分程度)に運動を 

１ 

②適宜マスクをはずす 

・気温や湿度の高い中での着用は要注意 

・屋外で人と十分な距離(2ｍ)を確保でき 

る場合にはマスクをはずす 

・マスク着用時は、負荷のかかる作業や運 

動は避け、周囲との距離を確保し、適宜 

マスクをはずして休憩する 



喜多方市発熱外来(仮称)のお知らせ【保健センター☎28-3733】 

 喜多方市において 6月中旬以降に、下記のとおり発熱外来の設置を予定しております。 

 〇診察日  平日(月～金) 13：30～15：30【完全予約制】 ※祝日は休診 

 〇場 所  旧手代木医院（上町東） 

 〇対象者  発熱や咳などの症状がある方で、北塩原村、喜多方市、西会津町に居住しているか、勤務

又は通学している 15歳以上の方(中学生は除く) 

 ※詳細な内容が決まり次第、ホームページ等でお知らせします 

 

事業者向け経営支援策 

 新型コロナウイルス感染症の影響で、村内の観光業は大きな打撃を受けました。このような状況から、

観光関連施設や中小企業の事業継続のため、以下のとおり村独自の経営支援策を行っております。 

事業名 上下水道基本料金支援事業 商工業融資利子補給 事業継続支援給付金 

目的 

村内全域の観光関係事業者を対

象に、上下水道使用料の基本料

金について助成することで、営業

に関わらず発生する固定経費を

軽減し、経営を支援する。 

新型コロナウイルスの影響を受

けた商工業者に対する中小企

業融資利子補給金の補給率を

引き上げることにより経営安定

を図る。 

新型コロナウイルスの影響を大

きく受けた宿泊業、飲食業を営

む法人及び個人事業主を支援

し事業継続を図る。 

支援内容 

上下水道の基本料金を令和 2

年 6月～11月の 6 ヶ月分助成 

・上水道基本料金 1,100円/月 

・下水道基本料金 1,320円/月 

中小企業融資利子補給金の

補給率を 75％から 100％に引

き上げ 

給付額：一律 20万円 

対象者 

・宿泊業（野営場含む） 

・飲食業 

・小売業 

 

※ただし、上下水道料金の未納

がないこと 

・村内に１年以上居住しており、

村税及び村商工会会費を完納し

ているもの。 

・福島県商工事業協同組合、日

本政策金融公庫、中小企業振興

資金保証融資制度を利用し融資

を受けたもの(現在受けているも

の)。 

・令和 2年 4月 24日現在裏磐梯

観光協会に加盟し、村内に事業

所を有する法人及び個人事業主 

 

※複数施設で加盟の場合におい

ても 1件とする 

※村税等の未納がないこと 

申請期間 
令和 2年 6月 1日（月） 

～令和 2年 6月 30日（火）まで 

令和 2年 6月 1日（月） 

～令和 3年 3月 31日（水）まで 

※既に融資を受けている分について

も遡及して対象 

令和 2年 6月 1日（月） 

～令和 2年 7月 31日（金）まで 

問い合わせ 建設課 ☎23－3261 商工観光課 ☎32－2511 商工観光課 ☎32－2511 
 

子育て世帯臨時特別給付金【住民課☎23-3113】 

 子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給する世帯に一時金（1万円）を支給します。 

 対象受給者には 5月下旬に郵送でお知らせを発送しています。支給日は 6月 15日です。 

 ※公務員で子育て世帯給付金の受給対象者の方に限り、お住いの役所へ申請が必要となります。詳 

しくは勤務先の給与担当にお問い合わせください。 
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特別定額給付金【住民課☎23-3113】 

 

北塩原村生活支援緊急給付金【総務企画課☎23-3111】 

 国の特別定額給付金（対象者 1 人につき 10 万円給付）、北塩原村生活支援緊急給付金（対

象者 1人につき 5万円給付）の申請、給付を行っています。 

 どちらの給付金も 90％以上の方が給付済みですが、特別定額給付金は 8月 17日、北塩原村生活

支援緊急給付金は 9月 30日が申請期限ですので、未申請の方はお早めに申請をお願いします。 

 

〇給付状況（6月 5日現在） 

事業名 対象人数 給付済人数 給付率 

特別定額給付金  2,696人 2,506人 92.95% 

生活支援緊急給付金 2,531人 2,441人 96.44% 
 

 

 

①村税の徴収猶予特例制度 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者に対して、村税の徴収猶予の申請を受け付けています。 

◆対象者（以下の①②を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

等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20％以上減少 

 ②一時に納付し、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日から令和 3年 1月 31日までに納期限が到来する個人住民税、法人村民税、

固定資産税、軽自動車税などほぼすべての税目が対象になります。 

※すでに納期限が過ぎている未納の村税についても、令和 2年 6月 30日までに申請いただければ遡っ

てこの特例を利用することができます。詳しくは村ホームページをご覧ください。 
 

②令和３年度の固定資産税の減免制度（事業者向け） 

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小企業・小規模事業者の税負担を軽減

するため、事業用家屋及び設備等の償却資産に対する令和 3 年度の固定資産税を減免します（土

地は含まれません）。 

◆適用要件と減免額 

 令和２年２月から１０月までの任意の３ヶ月間の事業収入が、前年の同期と比較して３０％以上

減少している場合に対象となります。 

減少率が 30％以上 50％未満 減少率が 50％以上 

２分の１を減免 全額を減免 

◆申請方法等について 

 詳細については決定次第、お知らせします。なお、現時点での申請の流れや必要書類等の想定内容

については中小企業庁のホームページをご覧ください。 

※村ホームページでも制度の紹介や中小企業庁への外部リンクがございます。 

税に関するお知らせ【税務課☎23-3114】 
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公共施設等の利用について 

 再開した村公共施設等（集会施設・体育施設）の利用制限を見直ししました。 

集
会
施
設 

構造改善センター、活性化センター、

生活改善センター 

6月 11日から村内の団体・グループ 

及び個人と、喜多方地方定住自立圏域 

（喜多方市、西会津町）の団体・グループ 

及び個人の利用も可能となります。 

総務企画課 ☎23-3111 

自然環境活用センター 商工観光課 ☎32-2511 

生涯学習センター 公民館 ☎23-5236 

体
育
施
設 

村民体育館、村民運動場、村テニス 

コート、活性化センター(アリーナ) 6月 11日から村内の団体・グループ 

及び個人と、喜多方地方定住自立圏域 

（喜多方市、西会津町）の団体・グループ 

及び個人の利用も可能となります。 

総務企画課 ☎23-3111 

スポーツパーク桧原湖、 

自然環境活用センター(体育館) 
商工観光課 ☎32-2511 

生涯学習センター(多目的大ホール、

グラウンド) 
公民館 ☎23-5236 

小中学校体育館・グラウンド(学校開放) 
村内の団体・グループ（代表者が村民）

及び個人の利用に限ります。（継続） 
公民館 ☎23-5236 

【予約の受付】 

利用者の区分 
喜多方地方定住自立圏域 

（村、喜多方市、西会津町） 
左記以外 

利用期間 予約 利用 予約 利用 

6月 11日～18日 〇 〇 × × 

6月 19日～7月 9日 〇 〇 × × 

7月 10日～31日 〇 〇 〇 △ 

8月 1日～ 〇 〇 〇 〇 

【利用にあたっての注意点】 

〇集会施設、体育施設（小中学校体育館・グラウンド（学校開放）を

除く。）の利用において、村、喜多方市、西会津町以外の団体等につ

いては、7 月 10 日以降の予約受付は行いますが、状況によっては利

用を制限する場合があります。 

〇政府が発表した「新しい生活様式」等を踏まえ、施設ごとに感染防止 

ガイドラインを設定しています。施設利用の際は、ガイドラインに従ってください。 

 

 

〇経営資金の相談 

 商工観光課          ☎32-2511 

 村商工会              ☎23-5556 

〇生活資金の相談 

 住民課                 ☎23-3113 

 村社会福祉協議会       ☎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 

帰国者・接触者相談センター ☎0120-567-747（受付は毎日 24時間） 
 

各 種 相 談 窓 口 
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