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新型コロナウイルス感染症関連情報

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う
イベント・事業等の中止等について

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ため、次のイベント・事業は中止・延期となり
ますので、お知らせします。

日程 イベント・事業名 区分

5/28 健康づくりセミナー 中止
5/30 御前ヶ岳登山 中止
5/31 第 53回昭和村総合運動会 中止

6/1-16 関節さびぬき教室 中止

6/6 ぼっこやま
てづくりマーケット 中止

6/11 千歳学級
「魚沼醸造株式会社」工場見学会 中止

6/12-14 喰丸小 イチョウの木のした
手仕事マルシェ 中止

6/14 少年教室・つみきクラブ
「親子料理教室」 中止

6/15 乳がん集団検診（マンモ） 中止
6/13-14 からむし市 延期
6/17,19
    22,24 人間ドック 中止

6/22 子宮がん集団検診 中止
6/29 乳がん検診（超音波検査） 中止
6/30 健康づくりセミナー 中止

7/1～ 胃がん施設検診（胃カメラ） 延期
7/5 河川クリーンアップ作戦 中止

7/18 からむし織の里フェア 中止
7/18-19 喰丸小芸術祭 中止
7/28-30 総合健診 中止

　問 新型コロナウイルス感染症対策本部
　　（保健福祉課） ☎ 57-2645

▼  次頁にも、お知らせがございますので、
　 ご確認ください。

周知 福島県新型コロナウイルス感染症拡大
防止協力金・支援金申請について

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ため、県の要請や協力依頼に応じて、施設の休
止や営業時間の短縮にご協力いただいた法人及
び個人事業主の皆様に対し、協力金・支援金が
交付されます。
1.【協力金】
　福島県緊急事態措置に基づく施設休止の協
力要請に応じて、4月 28日から 5月 6日ま
での期間、施設の休止や営業時間の短縮を行っ
た法人及び個人事業主に 10万円から 30万円
（県内に賃借している事業所等があれば最大
30万円）が交付されます。

2.【支援金】
　5月 7日以降も継続して休業要請等に応じ
て施設の休止や営業時間の短縮の対策を講じ、
事業再開に向けて感染防止の対策に取り組ん
でいる法人及び個人事業主に 10万円が交付さ
れます。

3.申請手続き
 ①専用ポータルサイトからの電子申請
 ②郵送　〒 960-8043　福島市中町 1-19
　　　　 福島中町郵便局留
　　　　 福島県休業協力金事務局
（※申請書は産業建設課産業係にて配布いたし
ますのでご連絡ください。）

4.申請受付期間
令和 2年 5月 15日 (金 )から 7月 31日 (金 )まで

5.お問い合わせ先
福島県休業協力金専用相談窓口
☎ 024-521-8575
受付時間：午前 9時 30分から午後 5時 30分まで

　問 産業係 ☎ 57-2117

周知
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診療所からのお知らせ

　直近の診療日をご案内いたします。
　コロナウイルス感染症対策のため、来所の際
は必ずマスクを着用願います。
　発熱等の症状がある場合には来所しないで、ま
ずお電話でご相談ください。（５７－２２５５）

○ 内科は毎週水曜日が一般外来休診日です。
　（検査・昭和ホーム回診・往診日、急患応相談）
○ 歯科は完全予約診療です。
　（急患応相談、事前にお電話ください。）
○ 土日祝日は休診です。

月日 内科　　　歯科 バス

28日 (木 ) 〇 〇 松山～野尻

　29日 (金 ) ○ 休診 大芦

6月 1日 (月 ) ○ ○ 下中津川

　　2日 (火 ) ○ ○ 上昭和

3日 (水 ) 検査日 〇

　　4日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻

5日 (金 ) ○ ○ 大芦

8日 (月 ) 〇 〇 下中津川

　　9日 (火 ) ○ ○ 上昭和

　  10日 (水 ) 検査日 ○

　  11日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻

　  12日 (金 ) ○ 休診 大芦

○  内科午前の診療は送迎バス利用者が優先とな
りますので予めご了承ください。
※一般受付１番から３番程度（当日の状況に　
よる）までは先着順の診療となります。

○  内科　診療時間
　  午前　  9:00～ 11:30 (受付 11:15まで )
　  午後　14:00～ 16:00 (受付 16:00まで )
○  歯科　診療時間
　  午前　  9:00～ 11:30
　  午後　13:30～ 16:00
　問 診療所 ☎  57-2255

周知 周知
姉妹都市締結１０周年記念事業
おウチで昭和村を感じよう！
キャンペーンを実施しています

　新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、例
年開催している姉妹都市交流事業の一部が中止
となったことを受け、本村へ遊びに行きたくて
も行けない市民の方々のために、外出自粛でも
自宅で本村の魅力を感じていただくための取組
として、本村のお米を抽選で選ばれた方々に配
布する事業を企画いたしました。
　今回のキャンペーンは草加市民の方に向けた
姉妹都市締結１０周年記念事業の一環として実
施をしております。お知り合いの草加市民の方
がいらっしゃいましたらぜひキャンペーンにつ
いてお知らせいただければ幸いです。
　【内　　容】
農家の方が真心こめて丁寧に育てたお米 1人
3kgの無料配布と昭和村パンフレットなど村
情報の送付

　【定　　員】
抽選 50名（1人につき 1セット申込可）

　【応募条件】
①草加市内在住・在勤・在学者
②昭和村フォロワーズになること

　問 観光交流係 ☎ 57-2124



広報しょうわ　お知らせ版　No.020 (3)

インターネットを活用した販売を始めませんか？
福島県産農林水産物等を販売する
オンラインストア出店・出品者の
募集について（福島県）

　福島県では、全国の消費者が本県産品の魅力
に触れる機会を創出するとともに、生産者や流
通事業者等の販路の拡大につなげるため、オン
ラインストア（Amazon、楽天、Yahoo!ショッ
ピング）における販売促進のための事業を実施
しています。
　今回の福島県主催の事業は、(1)オンラインス
トア新規出店時には、出店費用等について福島
県の助成があります。また福島県が実施する販
売促進キャンペーンの参加は無料です。オンラ
インストアにおける販売手数料等は別途かかり
ます。(2)事業所さんでインターネットができな
くても、流通販売業者等を通じて自社商品をオ
ンライン販売する方法もあります。
　新型コロナ感染症の拡大に伴いさまざまな影
響がある中、販売先として全国を対象としたオ
ンラインでの販売も検討してみませんか？
1  募集対象者
福島県内に主たる事業所が所在し、福島県産
の農林水産物またはそれを使用した加工品を
生産または販売する事業者（農林水産業者、
食品加工業者、流通販売業者）

2  募集期間
令和 2年 5月 13日（水）より随時

〇「オンラインストア活用セミナー 2020」
　  「個別相談会」の開催について
1  開催日時
セミナー：令和 2年 6月 2日 (火 )
　　　　　12時 20分～ 16時 00分
個別相談会：令和2年6月9日（火）/10日 (水 )
　　　　　10時 00分～ 17時 00分

2  申込期限
　セミナー：令和 2年 6月 1日 (月 )正午まで
　個別相談会：令和 2年 6月 3日 (水 )まで
　※詳細については観光交流係までお問い合わ
せください。　

　問 観光交流係 ☎ 57-2124

周知
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昭昭和和村村農農業業委委員員会会・・昭昭和和村村

・・耕耕起起作作業業やや水水路路確確保保、、ああぜぜ道道のの草草刈刈りりななどどのの

作作業業をを実実施施ししままししょょうう！！

・・一一斉斉耕耕起起のの日日にに作作業業をを実実施施ででききなないい場場合合はは、、一一斉斉

耕耕起起のの週週にに耕耕起起作作業業等等をを行行いいままししょょうう！！


