
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令中

あなた自身を守るために

●外出の自粛徹底
・生活の維持に必要な場合を除き、原則として
外出しないこと

●外出をする際には
・「３密」（密閉空間・密集場所・密接場面）
が揃う場を徹底的に回避してください。

・人との距離を２メートル程度保つようにして
ください。

・マスクの着用を徹底してください。
・帰宅した際にはうがい・手洗いを行ってくだ
さい。

私たち一人ひとりの行動が、自分や大切な人の命を守ることにつながります

市民の皆さまへ

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、４月１６日、国は、新型インフルエンザ等
対策特別措置法に基づき、全国を対象区域とした緊急事態宣言を発出しました。同時に
岐阜県は「特別警戒都道府県」に指定されました。

私たち一人ひとりが『感染しない、感染させないこと』を強く意識して行動すること
が、感染拡大を防ぐことにつながります。感染拡大防止のために、不要不急の外出の自
粛を重ねてお願い申し上げます。

また、県内の事業者の方々に対して、施設の使用停止及び催し物の開催の停止要請が
行われることとなり、遊興施設、運動・遊戯施設、劇場、集会・展示施設、文教施設等
へ、休業協力要請が出されました。

中津川市としても、国や県と連携し、市民の皆さま及び事業者の方々に対する支援に
取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、噂話やＳＮＳをはじめとしたネット上の真偽不明な情報は、多くの方々の不安
をあおり混乱に陥れるとともに、深刻な人権侵害を招くこともあります。正しい情報の
もと、冷静な判断と行動をお願いいたします。

令和２年４月
中津川市長 青山 節児

◇３つの「密」を徹底して避けましょう
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①換気の悪い

密閉空間
②多数が集まる

密集場所
③間近で会話
や発声する

密接場面

３つの条件がそろう

場所がクラスター
(集団)発生リスク
が高い！

中津川市役所 健康医療課 電話0573-66-1111（内線628、629）

詳細はこちらから 中津川市 コロナウイルス

会社を守るために

●テレワークなどの活用により、できる
限りの在宅勤務

●事業所内の消毒

●「３密」を避けるための定期的な換気

●従業員の健康チェック、感染防止教育

●店舗の開店時間の短縮、規模の縮小、
休業等

●緊急のお知らせ● 中津川市

◇買い物をするときは

混雑時を避けましょう

短時間・少人数ですませましょう

買いだめや買い急ぎはやめましょう

咳エチケットを守り、手洗い、消毒を徹底しましょう

◇大型連休中の遠出、旅行や帰省は控えましょう

中津川市ワーカーサポートセンター配布用



中津川市は、学校・公共施設の休止、イベント・会議等の中止・延期の期間を令和２年５月６日(水)
まで延長します。市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

■学校施設等
公立幼稚園、小中学校、阿木高校、発達支援センターは休校（休園）します。
保育園、認定こども園、私立幼稚園、小規模保育事業所は休園しますが、保護者の就業等により保育
が必要な場合は園児を受け入れます。
放課後児童クラブは休所としますが、保護者の就業等により保育が必要な場合は児童を受け入れます。

■公共施設
図書館、公民館、文化施設、スポーツ施設等は休館または利用停止とします。

■市が主催・共催のイベント等
原則中止・延期とします。それ以外は、主催者の判断に委ねますが、不特定多数の参加が見込まれる
イベント、基礎疾患のある方や高齢者が集まるイベントは中止または延期のご協力をお願いします。

※詳しくは、市ホームページ「新型コロナウイルス感染症【まとめページ】」をご覧ください。

中津川市内の学校・公共施設の休止、イベント・会議等の中止・延期

個人の方への支援・相談
生活福祉資金の貸付
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向

けた、緊急小口資金や総合支援資金等の特例貸付を実施します。
中津川市社会福祉協議会 ☎0573-66-1111（内線607）平日8:30～17:15

住居確保給付金【市の助成あり】
休業等に伴う収入減少により家賃が支払えなくなった方を支援します。
中津川市社会福祉課 ☎0573-66-1111（内線593）平日8:30～17:15

特別定額給付金(仮称)
全国民に一律で１人当たり10万円を給付する制度。詳細が決まり次第、お知らせします。

新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な方の相談を受け付けます。
市税の納付相談
中津川市債権管理課 ☎0573-66-1111（内線144、145、148）平日8:30～17:15

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納付相談
中津川市保険年金課 ☎0573-66-1111（内線114）平日8:30～17:15

介護保険料の納付相談
中津川市介護保険課 ☎0573-66-1111（内線612）平日8:30～17:15

上下水道料金等の納付相談
中津川市上下水道料金センター ☎0573-62-1285 8:30～17:15（土日・祝日含む）

市営住宅家賃の納付相談
中津川市都市建築課 ☎0573-66-1111（内線208、209）平日8:30～17:15

就労の相談
岐阜労働局総合労働相談コーナー ☎058-245-8124 平日8:30～17:15
中津川市ワーカーサポートセンター ☎0573-65-0988 平日8:30～17:15

小学校等の臨時休業等に伴う子どもの居場所相談
中津川市学校教育課（または各学校） ☎0573-66-1111（内線4233）平日8:30～17:15

小学校等の臨時休業等に対応する保護者支援等に関する相談
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
☎0120-603999 9:00～21:00 （土日・祝日含む）

生活関連物資等消費生活全般の相談
県民生活相談センター ☎058-277-1003 平日8:30～17:00

土曜日（電話相談のみ）9:00～17:00

人権相談 みんなの人権110 ☎0570-003-110 平日8:30～17:15

こころの相談 岐阜県精神保健福祉センター ☎058-231-9724 平日9:00～17:00

相 談

貸 付

市税等

※令和２年４月２１日現在の内容です。新たな情報は順次、市ホームページ、

給付金



事業者の方への支援・相談
中津川市中小企業小口融資制度の支援拡充 実施期間 令和2年3月9日(月)～6月30日(火)
利子相当額の補給制度の新設、信用保証料補給金の上限額拡充、返済の措置期間の設定
中津川市商業振興課 ☎0573-66-1111（内線4266）平日8:30～17:15

岐阜県の融資制度(経済変動対策資金、新型コロナウイルス感染症対策資金、危機関連対応資金)

岐阜県商業・金融課 ☎058-272-8389 平日8:30～17:15
恵那県事務所（経営相談窓口）☎0573-26-1111（内線211）平日8:30～17:15

農業者向けの融資制度（農業制度資金）
岐阜県農業経営課農業共済・金融係 ☎058-272-8433 平日8:30～17:15 
恵那農林事務所農業振興課 ☎0573-26-1111（内線289）平日8:30～17:15

中津川市内の事業者様の融資、経営相談等の総合窓口
中津川商工会議所 ☎0573-65-2154 平日9:00～17:00
中津川北商工会 ☎0573-82-2560 平日9:00～17:00

雇用調整助成金【市の助成あり】
新型コロナウイルスの影響により事業活動が縮小し休業等を行う際に従業員の雇用維持を

図った場合、休業手当や賃金等を助成します。事業主負担分を市が上乗せ助成します。また、
助成金の申請代行にかかる経費の一部を市が助成します。
岐阜労働局職業対策課助成金センター ☎058-263-5650 平日8:30～17:15
中津川市工業振興課 ☎0573-66-1111（内線4260、4261）平日8:30～17:15

働き方改革推進支援助成金【市の助成あり】
▽新型コロナウイルス感染症対策として特別休暇制度の整備について助成します。
岐阜労働局雇用環境・均等室 ☎058-245-1550 平日8:30～17:15

▽新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入について助成します。別途、
環境整備等の一部を市が助成します。
テレワーク相談センター ☎0120-916479 平日9:00～17:00
中津川市商業振興課 ☎0573-66-1111（内線4266） 平日8:30～17:15

従業員等の感染により一時的に閉鎖した事業所等への支援【市の助成あり】
従業員等の感染により一時的に閉鎖した事業所等に対して事業継続に向けた消毒等に要す

る経費の一部を県と市が助成します。
中津川市商業振興課 ☎0573-66-1111（内線4266） 平日8:30～17:15 

飲食店等総合支援事業【市の助成あり】
事業活動に大きな影響を受けている市内の飲食店等を支援する第一弾として、飲食店等が

新たにテイクアウトに取り組む経費等の一部を市が助成します。
中津川市商業振興課 ☎0573-66-1111（内線4266） 平日8:30～17:15 

小学校休業等対応助成金・支援金
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
☎0120-603999 9:00～21:00（土日・祝日含む）

県内宿泊施設など観光事業者を対象とした相談
岐阜県観光企画課 ☎058-272-1111（内線3059、3077）平日8:30～17:15

農業者や食品事業者等を対象とした相談
東海農政局企画調整室 ☎052-223-4609 平日9:00～17:00

林業・木材産業事業者を対象とした相談
岐阜県林政課 ☎058-272-1111（内線3019、3020）平日8:30～17:15

建設業・建設コンサルタント業者の建設現場での対応などの相談
岐阜県技術検査課 ☎058-272-1111（内線2294、3633）平日8:30～17:15
岐阜県公共建築課 ☎058-272-1111（内線3683、3628）平日8:30～17:15

小学校等の臨時休業等に対応する介護職員等の応援派遣についての相談
岐阜県高齢福祉課 ☎058-272-1111（内線2594、2595）平日8:30～17:15

県民総合相談窓口（コールセンター）☎058-272-8198 8:30～17:15（土日・祝日含む）

相 談

融 資

助 成

融資制度にはさまざまなものがあり
ますので、まずはご相談ください。

市民安全情報ネットワーク（メール配信）などでお知らせしていきます。



■支給額 １事業者あたり５０万円

■申請受付期間 令和２年４月２３日(木)～（未定）

必要な書類や手続き等の詳細は、県ホームページでご確認いた
だくか、下記の相談窓口へお問い合わせください。

協力金の相談窓口(コールセンター)
☎058-278-2551 8:30～17:15
※当面の間、平日、土日祝日も相談に
対応します。

新型コロナウイルスの感染が疑われる場合は
新型コロナウイルス感染症を疑う症状のある方
は、医療機関を受診する前にまず帰国者・接触
者相談センターに相談してください。

＜健康相談窓口＞
恵那保健所 ☎ 0573-26-1111(内線258)
9:00～17:00（平日のみ）

岐阜県保健医療課 ☎ 058-272-8860
9:00～17:00（土日・祝日含む）

中津川市健康医療課 ☎ 0573-66-1111(内線628、629)
9:00～17:00（平日のみ）

<材料>
・表布：16cm×26cm
・ガーゼ布：16cm×26cm
・ゴム：25cm～27cm 2本

<作り方>
①型紙に合わせて、表布とガーゼ布を各2枚、
それぞれ左右対象に表面を合わせて(中表)
切ります。

②表布の表面を合わせ(中表）前中心Ａ
をそれぞれ縫い代0.5cmで縫います。
ガーゼ布も同様に縫い合わせます。

③表布とガーゼ布の表面を合わせ(中表)、
上下B、Cを縫い代0.5cmで縫って表に
返し、上下にステッチをかけます。

④両端Dを三折りにして縫い、
ゴムを通してしばり、出来上がり。

型紙（縫い代込み）
表布、ガーゼ布 各2枚

※大きさなどは目安ですので、調整して作ってみてください。

Ａ

前
中
心

Ｄ

Ｃ

Ｂ

0.5cm

1cm

0.5cm

0.5cm

ここにゴムを
通します。

もう一度折ります。

◇マスクの作り方（大人サイズ）

「みんなでマスクを作ろう運動」実施中！

岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

■対象者
全都道府県に発出された｢緊急事態措置等｣により、施設の休止

や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業及び個人
事業主。

■要件
・４月１８日～５月６日の全期間で休業等の要請に全面的にご協力
いただくこと。

・４月１８日以前に開業しており、営業の実態がある事業者である
こと。

・県内の事業所の休業等を行った場合であること。（県外に本社が
ある事業者も対象）

休業協力要請にあたり、岐阜県は全面的にご協力いただける事業者へ協力金を支給する制度を創設しました。
※中津川市は協力金の財源の一部を負担します。

県ホームページ

■ 37.5℃以上の発熱や風邪症状

一般の方
(子ども含む)

重症化しやすい方
①高齢者、妊婦
②糖尿病、心不全、呼吸器疾患の基礎疾患が
ある方や透析を受けている方
③免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

４日以上続く

すぐに

２日程度続く

帰国者・接触者相談センター(恵那保健所)
☎０５７３‐２６‐１１１１（内線２５８） ２４時間対応

(ただし、平日９時から１７時以外は、電話呼び出し対応）

■強いだるさや
息苦しさ

市民安全情報ネットワークの登録
市では新型コロナウイルス感染症に関する情報を「市民安全情報ネットワーク」のメールで

随時配信しています。メールの登録は右の二次元コードを読み取ってください。

このままのサイズでは使えません


