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   ９桁のページ番号を入力すると関連情報がご覧いただけます

税務課

所得の申告に関するご案内・納税通知書などをご確認ください
所得の申告はお済みですか？
　国民健康保険税や後期高齢者医療保険料は、前年
の所得から算定されています。これらの保険に加入
している本人や世帯の方で、所得の申告が必要な方
には、申告の案内をお送りします。
●未申告のままでは所得金額が分からないため、世
　帯の所得金額が一定の基準以下である方が受けら
　れる軽減制度について、適正な軽減を受けること
　ができません。
●世帯に１人でも未申告の方がいると、１カ月の医
　療費が高額になった場合の払い戻しや自己負担額
　の上限を定める限度額認定証、入院時食事代の減
　額認定証の適正な交付を受けることができません。

『軽自動車税（種別割）の納税通知書』を発送しました
　軽自動車税（種別割）の納税通知書がまだお手元に
届いていない方や、車検などで納税証明書が必要な
方は、ご連絡ください。

【問合せ】税務課（本庁舎内）☎32-2510　または各市民サービス課

◆軽自動車税（種別割）の納付期限は６月１日（月）です
　直接納付される方は、納付期限まで納付してくだ
さい。口座振替の方は、振替日までに通帳残高をご
確認ください。

◆軽自動車税の減免申請期限は５月２５日（月）です
　障がいがある方などの減免は、毎年申請が必要で
す。該当される方やご家族の方は、申請書類などを
準備の上、最寄りの地域局や税務課までお越しくだ
さい。詳しくは市のホームページをご覧ください。

今年度の市県民税課税証明書は、６月１１日（木）から
発行する予定です
　３月1７日（火）以降、税務署に所得税の確定申告を
提出された場合は、令和２年度市県民税の第１期目
の納税通知書に申告内容を反映できない場合があり
ます。この場合、後日申告内容を反映した変更通知
書をお送りしますので、ご了承ください。
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【問合せ】国保市民課（本庁舎内）☎35-21７6

国保市民課

マイナンバーカードで証明書コンビニ交付サービスが利用できます
　マイナンバーカードをお持ちで、横手市に住所や
本籍がある方は、全国のコンビニなどに設置されて
いるマルチコピー機を利用して、住民票や戸籍謄本
など各種証明書を取得することができます。
◆取得できる証明書
①住民票
②印鑑登録証明書
③市・県民税課税証明書
④戸籍謄本・戸籍抄本
⑤戸籍の附票

◆利用できる時間
①～③／午前６時30分～午後11時
※12月29日～１月３日、システムメンテナンス日を除く
④・⑤／午前９時～午後５時15分
※土日祝祭日、12月29日～１月３日、およびシステ
　ムメンテナンス日を除く
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コンビニ交付の利用方法を紹介する動画
を作成しました。ぜひご覧ください！

【問合せ】議会事務局（本庁舎内）☎32-2535

議会事務局

市議会６月定例会開催（予定）のお知らせ
　市議会の傍聴を希望される方は、本庁舎７階の傍
聴席に直接お越しください。また、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、マスクの着用・備え付
けの消毒液の利用にご協力ください。
◆会期／６月１日（月）から1８日（木）までの1８日間
◆日程／６月１日（月）本会議（開会、市長所信説明ほか）
　　　　６月８日（月）～10日（水）本会議（一般質問）
　　　　６月1８日（木）本会議（各委員長報告ほか、閉会）

◆時間／午前10時から
　※６月1８日は予算特別委員会終了後に開催予定
◆場所／本庁舎６階議場（傍聴席は７階）
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定例会の様子は、ライブ中継・録画映像と
もに市議会ホームページから見ることがで
きます。右QRコードからご覧ください。
※Wi－Fi環境での視聴をお勧めします。

RENEWAL１０月から月１回発行に
変わります！

市 報 よ こ て が

■経緯と背景
　市報の発行回数については、毎年行ってきたアンケート調査の結果、３年連続で『月１回の発行が良い』

という声が過半数を占めていました。そのため、市報２月15日号でもお伝えしましたとおり、市報の発行回

数について検討を重ねてきたところです。その結果、

◎情報収集の手法の変更および紙面構成の工夫によって、１回への統合が可能なこと

◎他の自治体でも月１回発行への切り替えが進んでいること

◎経費削減につながること

◎ホームページやかまくらＦＭ、フェイスブックなどさまざまな媒体で情報発信を行っていること

などから、今年1０月から月１回発行（毎月１日）とすることになりました。

　これに合わせて、紙面を全面リニューアルし、内容の充実を図ります。市政の動きをより分かりやすくお

伝えし、市民の皆さんの生活に役立つ情報を提供するとともに、さらに読みやすい紙面になるようレイアウ

トなども工夫していきます。また、さまざまな媒体を組み合わせ、情報発信の充実に取り組みます。

　なお、全戸配布・回覧の回数について、変更の予定はありません。

紙面リニューアルの３つのポイント

①読みやすい
紙面づくり

文字の大きさや行間などを見直す

ほか、誤読しにくい書体を取り入

れるなど、読みやすい紙面づくり

に努めます。また、ページ数は原

則28ページとなる予定です。

②告知記事の充実＆　　
魅力あるコーナーづくり

アンケートで充実を望む意見が多

かったイベントなどの告知記事に

力を入れるほか、『健康』など要

望が多かったテーマを扱う新コー

ナーを予定しています。

③市民の皆さんの　　　
笑顔あふれる広報紙に

これまで以上に市民の皆さんが登

場する、笑顔あふれる紙面を目指

します。現在人気が高いコーナー

も、より写真を大きく掲載できる

ようレイアウトを見直します。

『みでたんしぇ』コーナーの掲載依頼締切日が変わります
『みでたんしぇ』は、市民の皆さんの活動やイベント情報を掲載するコーナーです。これまで毎月

15日号に掲載し、発行日の１カ月前（前月15日）を掲載依頼の締切としていましたが、1０月号掲載

分から締切を前月１日に変更します。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、９月15

日号まで『みでたんしぇ』のコーナーは休止しています。1０月号からコーナーの掲載を再開する

予定ですので、掲載を希望される場合、９月１日までに情報をお寄せください。
※再開時期は情勢により変更となる場合があります。

COMING
　SOON…

【問合せ】秘書広報課☎35-2162
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中小企業施策や地域振興に活用されます
２0２0 年工業統計調査を実施します

　工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかに
することを目的とした、統計法に基づく報告義務が
ある重要な統計です。調査時点は６月１日（月）で
す。調査票へのご回答をお願いします。
【問合せ】総務課☎35-2161

運転免許センターから更新手続きの
お知らせと混雑緩和のお願い

　運転免許更新の手続きについて、新型コロナウイ
ルス感染やその恐れを理由に、有効期限までに更新
できず運転免許の有効期限が過ぎてしまった方は、
運転免許センター試験係（☎01８-８62-７5７0）までご相
談ください。また、日曜日は更新者で混雑する傾向
にあります。平日の更新や、最寄りの警察署を利用
できる方は、できるだけ警察署での免許更新をお願
いします。
【問合せ】横手警察署☎32-2250

羽後カントリー倶楽部の優待券を
市民の皆さんに無料配布します

　㈱羽後カントリーから市に対し同社ゴルフ場の優
待券をいただきました。抽選で無料配布します。
●配布数／①株主優待券 100人　②会員同伴券 ５人
●応募資格／市内在住の方　●応募方法／はがきま
たはメールで、住所・氏名・希望する券を記入して
お申込みください。（１人１口まで）
●応募期限／５月29日（金）必着※当選者には、直接
優待券を発送します。
【申込み・問合せ】財産経営課☎35－216８
〒013－８601　横手市条里一丁目１番64号
　kanzai@city.yokote.lg.jp

県では住宅のリフォーム・増改築の
費用を助成しています

　助成は予算がなくなり次第終了します。
●子育て支援／
①持ち家型：18歳以下の子２人以上と同居する親子
世帯に補助対象工事費の20％、最大40万円補助
②中古住宅購入型：18歳以下の子と同居する親子世
帯に補助対象工事費の30％、最大60万円補助
●移住者支援（移住後３年以内の方対象）／
①定着回帰型：実家に戻る移住世帯などに補助対象
工事費の20％、最大40万円補助
②中古住宅購入型：購入した中古住宅を改修する移
住世帯に、補助対象工事費の30％、最大60万円補助
●災害復旧支援／自然災害による復旧工事費の
10％、最大８万円を補助
【問合せ】県平鹿地域振興局建築課☎32-620７

市立大森病院『夕暮れ診療』の
受付時間を短縮しています

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面
の間『夕暮れ診療』の受付時間を短縮して実施しま
す。ご理解とご協力をお願いします。
●変更後の受付時間／平日午後５時～６時
【問合せ】市立大森病院☎26-2141

農作物（水稲）防除ドローンを
導入する費用を助成します

　産業用ドローンまたは技能認定証などを新たに取
得する農業の担い手に、経費の一部を助成します。
●対象／横手市に住所を有し、農業者（個人もしく
は集落営農）および農業法人で、人・農地プランに
位置付けられている農業者　
●助成額／①ドローン購入：税抜本体価格の15％以
内（上限：農業者30万円、農業法人50万円）
②技能認定証などの取得：対象経費の２分の１以内
（上限15万円）　●申込期間／５月18日（月）～29日（金）
●その他／申請には要件がありますので、詳しく
はお問い合わせいただくか、市ホームページ（番号
000022757）をご覧ください。
【問合せ】農業振興課☎32－2113

６月１日から来春の高卒者を対象とした
求人受付が開始されます

　事業主の方におかれましては、企業の将来を担う
人材の確保と、若年者の地元就職による活力ある地
域づくりのため、早期の求人提出により学生・生徒
への企業情報・採用情報を発信し、若い人材を確保
してください。また、県内ハローワークでは、学卒
求人の作成などに係るサポートや、高卒者の採用の
お手伝いをしています。ぜひご相談ください。
【問合せ】ハローワーク横手☎32-1165

飲食店を応援！　横手商工会議所青年部
『ふんばるべ横手プロジェクト』

　収益減や資金繰りが悪化している飲食店を支援す
るため、代金の先払いで当面の売り上げを確保する
『横手飯応援チケット』の提供と『お食事先払いアプ
リごちめし（さきめし）』の登録支援を行っ
ています。詳しくは横手商工会議所青年部
ホームページをご確認ください。
【問合せ】横手商工会議所青年部☎32－11７0

横手市内飲食店の持ち帰り・出前情報
店舗の登録も募集しています！

　新型コロナウイルス感染症による外出自粛の中、
市内飲食店が自宅でお店の味を楽しめるよう、持ち
帰りや出前に取り組み始めています。持ち帰りや出
前は、３密を避けながら食事を楽しめる格好の手段
です。サービスを行っている店舗は、QRコードか
らご確認いただけます。また、飲食店からの登録も
募集していますので、ぜひご利用ください。
●サイト／MINEBA　テイクアウト・ケータリング情報
（運営管理：NPO法人Yokotter）
●登録方法／サイト内の
登録フォームから登録
【問合せ】NPO法人Yokotter 　yokotter@gmail.com
または商工労働課☎32－2115

社会保険労務士が無料で受付します
『雇用調整助成金』無料電話相談

　新型コロナウイルス感染症の影響で、休業を予定
している事業主からの相談をお受けします。
●相談受付時間／平日午前９時～午後５時
【相談窓口】秋田働き方改革推進支援センター
☎0120-695-７８3または01８-８65-5335

◎当面の間、中止となる事業
●集団成人健（検）診
●集団乳幼児健診・相談
●フッ化物洗口事業（保育園、認定こども園、小学
校、中学校）
●マタニティクラス（赤ちゃんのお風呂の入れ方体
験講座）
【問合せ】健康推進課☎33－9600

●市内児童館・子育て支援センターの行事
【問合せ】子育て支援課☎32－2426

●救命講習会
【問合せ】消防本部警防課☎32－124７

●６月６日（土）～毎週水・土　みどりの朝市
【問合せ】農業振興課☎32－2112

◎中止となる事業・イベント
●平鹿りんごの農作業体験
【問合せ】平鹿地域課☎24－111８

●５月14日（木）～10月29日（木）　横手市手話奉仕員
養成講座（入門編・基礎編）　
【問合せ】社会福祉課☎35－2132

●５月下旬　さんない芝桜まつり
【問合せ】山内地域課☎53－2111

●５月27日（水）　チャレンジデー2020
【問合せ】スポーツ振興課☎35－21７3

●６月７日（日）　横手川等クリーンアップ
【問合せ】生活環境課☎35－21８4

●６月14日（日）　横手駅東口まつり
【問合せ】（一社）横手市観光推進機構☎3８－８653

●６月20日（土）～28日（日）　浅舞公園あやめまつり
【問合せ】平鹿地域課☎24－111８

●６月28日（日）　雄物川駅伝競走大会
【問合せ】雄物川生涯学習センター☎22－5535

●７月　各地域消防訓練大会・横手市消防訓練大会
【問合せ】消防本部総務課☎32－1111

●７月　甲種防火管理講習会（大仙会場）
【問合せ】消防本部予防課☎32－121８

●７月12日（日）　おもフェス2020　ジャマイカン・
ミュージック・フェスティバル
【問合せ】雄物川地域課☎22－21８７

●８月１日（土）　大雄サマーフェスティバル
【問合せ】大雄地域課☎52-2111

●８月～９月　第18回秋田県障害者スポーツ大会　
【問合せ】（一社）秋田県障害者スポーツ協会
☎01８－８64－2７50

新型コロナウイルス感染症関連情報をお知らせします
※４月30日時点の情報です

　最新の情報は市ホームページ（番号000025577）に随時掲載しています。

◎生活支援情報
●除菌水（次亜塩素酸水）を無料配布しています
　１人500ミリリットルまで。洗浄済みのペットボ
トルやスプレーボトルなどを持参ください。※金属
容器不可
《毎日配布　午前９時～午後４時》
本庁舎、各地域局※条里南庁舎では配布しません。
《平日のみ　午前９時～午後４時》
横手中央公民館、あさくら館、さかえ館、旭ふれあ
い館、ふるさと館、オアシス館、金沢孔城館、
亀田地域交流センター、西成瀬地区交流センター、
狙半内地域センター、吉田地区生涯学習センター、
醍醐公民館、里見公民館、福地公民館、舘合公民
館、大沢地区農村集落多目的センター、前田公民
館、川西公民館、八沢木公民館、十文字西地区館

◎事業者・労働者向け支援情報、お知らせ
　新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者支
援について、市ホームページ（番号000025429）で随
時お知らせしています。
【問合せ】商工労働課☎32－2115

◎市施設の休館情報
４月25日（土）～５月20日（水）の期間、以下の施設は
休館となります。なお、除菌水の配布は上記のとお
り行います。
《対象施設》
◆Y2ぷらざ　◆文化施設、観光施設
◆公民館・生涯学習施設※窓口業務は行います。
◆図書館　◆スポーツ関連施設
◆その他、貸館を行う施設　◆子育て支援施設
※１ 放課後児童クラブ（学童）は開所します（開所時
間は午前８時～午後６時）
※２　ファミリーサポートセンターは通常通りの対
応となります。
　その他、詳細については各施設または担当課にお
問い合わせください。

◎内容や期間などが変更となる事業
●５月20日（水）まで休展　画業30周年記念　小畑健展
【問合せ】横手市増田まんが美術館☎45－5569

◎開催を延期する事業
●当面の間延期　雄物川郷土資料館第１回特別展
『大中山人形展』
【問合せ】雄物川郷土資料館☎22－2７93、
文化財保護課☎32－2403

●当面の間延期　後三年合戦金沢資料館特別展示
『伝統芸能・金沢ささら舞』
【問合せ】後三年合戦金沢資料館☎3７－3510、
文化財保護課☎32－2403

◎感染を疑う症状が出たら
　医療機関を受診する前に、必ず電話してください。
●あきた帰国者・接触者相談センター
☎01８-８66-７050※24時間対応
または☎01８-８95-91７6※毎日午前９時～午後５時
●横手保健所 健康・予防課☎32-4005※平日午前９時
～午後５時

相談
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月　日 休日救急当番医（9：00～12：00） 電話番号 日曜夜間小児救急外来（17：30～20：30） 電話番号

５月17日(日) 　　平鹿総合病院（塚本医師） 32-5124 平鹿総合病院（石橋医師） 32-5124

５月24日(日)

　　市立横手病院（小田嶋医師） 32-5001

平鹿総合病院（岡田医師） 32-5124

　　平鹿総合病院（佐野医師※耳鼻科のみ） 32-5124

５月31日(日) 　　市立大森病院 26-2141 平鹿総合病院（石橋医師） 32-5124

横手図書館……～20·27日、６月１・３日
増田図書館……～20·26日、６月１・２日
平鹿図書館……～20·26日、６月１・２日
雄物川図書館…～20·27日、６月１・３日
大森図書館……～20·26日、６月１・２日
十文字図書館…～20·27日、６月１・３日
山内図書室……～20·23·24·30·31日
大雄図書室……～20·24·31日

横手市公文書館…………～20·24·25·31日
横手市民会館……………～20・26日、６月２日
石坂洋次郎文学記念館…～20日
後三年合戦金沢資料館…～20日
釣りキチ三平の里体験学習館…～20·25日、６月１日
雄物川郷土資料館………～20日
ゆっぷる…………………５月20日
ゆとり館…………………５月19・26日、６月２日

ゆとりおん大雄………５月28日、６月４日
横手市児童センター…～20日
健康の駅トレーニングセンター
　東・西・南部………当面の間休館
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………～20·25日、６月１日
※放課後児童クラブは開所します。
南部シルバーエリア…５月18·25日、６月１日

◎横手市へ
　ソーイング吉野／平鹿サントップ
◎横手市立小学校へ
　横手市連合婦人会／秋田ふるさと農業協同組合
◎横手市サンハイムへ
　㈱サンベンディング横手
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　㈱サンベンディング横手／あきたふきの会
　ダスカジャパンクァウテモック
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
　中安甲吉さん／上田弘美さん
◎居宅支援センター森の家へ
　阿部孝雄さん
◎十文字西公民館へ
　ニコニコくらぶ

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
　５月20・27日、６月３日／13：30～15：30
大沢診療所（内科）
　５月25日／13：30～15：00
三又へき地診療所（内科）
　５月19・26日、６月2日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
　５月28日　　吉谷地／13：00～15：00

◎法律相談
　※事前の予約が必要です。電話での相談になる場合があります。
　５月29日（金）／雄物川在宅介護支援センター（10：00～12：00）
　（問合せ／平鹿福祉センター☎24-3283）
　６月３日（水）／Y２ぷらざ（13：00～15：00）
　（問合せ／平鹿福祉センター☎24-3283）
◎行政相談（問合せ／生活環境課☎3５-4099）
　※５月開催予定の行政相談は、全て中止となりました。
◎人権相談（問合せ／生活環境課☎3５-4099）
　※５・６月開催予定の人権相談は、全て中止となりました。
◎生活困窮、ひきこもり、自立支援等に関する相談
　（問合せ／くらしの相談窓口☎32-6101）
　毎週月曜～金曜／本庁舎１階相談窓口（9：00～17：00）
　※当分の間、原則、電話で相談を受け付けします。
◎年金相談　※事前の予約が必要です。
　（問合せ／大曲年金事務所☎0187-63-2296）
　毎週火曜／本庁舎１階年金相談所（9：30～12：00／13：00～15：30）
　※５月開催予定の年金相談は、休止する場合があります。
◎消費生活相談（問合せ／消費生活センター☎3２-２9１9）
　毎週月曜～金曜／本庁舎１階相談窓口（9：00～17：00）
　※当分の間、原則、電話で相談を受け付けします

月日・地域 場　所 受付時間

５月15日（金）
横手 横手市役所本庁舎 10：00～11：45

13：00～16：00

５月24日（日）
横手 イオン横手店 10：00～11：45

13：00～16：00

５月28日（木）
増田

㈱クツザワ 10：00～11：00

横手市役所増田庁舎 14：30～16：00

※原則400ｍｌのみの受付となります。

※自院での休日救急当番は、当面の間お休みします。

定期予防接種は先延ばしせず、期間内に受けましょう

　新型コロナウイルス感染症の拡大で、お子さんの予防接種を控える方が多くみられます。
　感染を恐れて子どもを病院やクリニックに連れていくのをやめたり、病院に負担をかけまいと遠慮したり
する心理が影響しているようです。
　予防接種で防ぐことのできる病気にかかってしまい重症化するおそれもあるので、定期予防接種はできる
だけ期間内に受けるようにしましょう。小児科など各医療機関では、予防接種を受ける方が安全に来院でき
るよう、時間帯や場所を区分する対応をしています。 横手医師会　http://yokote-ishikai.sakura.ne.jp/

5/15
2020

  6/5
11 12 13 14

６ ７

17

24

31

仏滅 大安 赤口 先勝

赤口 先勝

仏滅

大安

赤口

18

25 26

２

27

３

28

４

19 20 21 22

29

５

15

23

16

30

６/

大安

赤口 先勝

友引

友引

先負

先負

仏滅

赤口 先勝 友引 先負

仏滅

大安

友引

仏滅

先負

大安

先勝1

『中山征夫写真展
　軌跡　～人・地球・出会い』

▼～７月５日、9：00～、県立近代美術館
※20日まで臨時休館
『ファッション・アワード2020』

▼～７月12日、9：30～、県立近代美術館
※20日まで臨時休館

伊藤正一氏『クラフトかご』作品展

▼～28日、9：00～、南部シルバーエリア
画業30周年記念　小畑健展
NEVER　COMPLETE

▼～31日、10：00～、増田まんが美術館
※20日まで臨時休展

◎県外との往来により、新型コロナウイルス感染症への感染リスク
　が高まる可能性があります
　東京など感染者が多く発生している地域から転入・帰省された方
は、２週間程度健康観察をしていただき、その間、不要不急の外出
を避けてください。また、当面の間、首都圏をはじめとした大都市
圏との、不要不急の往来を避けてください。

◎新型コロナウイルスに関する相談窓口
　発熱37.5度以上・強いだるさ・息苦しさ・咳が続く場合は、電話で
ご相談ください。
◆あきた帰国者・接触者相談センター　☎018-866-7050
　※コールセンター・24時間対応
◆横手保健所　☎0182-32-4005※平日午前９時～午後５時

◎秋田県新型コロナ対策LＩNE公式アカウント
　秋田県では、新型コロナウイルス感染症に関して
必要な情報をお届けするため、LINE 公式アカウント
を開設しました。右のQRコードを読み取るか、LINE
で『秋田県－新型コロナ対策パーソナルサポート』
と検索してください。

◎市税等の納期限です
軽自動車税・固定資産税１期
問合せ／市収納課☎32‐2518

37．5 度以上の熱がある場合は、事前に必ず医療機関に電話で相談し、指示を仰いでから受診するようにしましょう。

※掲載している情報は、４月30日（木）現在の
ものです。情勢によりイベント情報や休館
日などが変更になる場合があります。



『みでたんしぇ』当面休止のお知らせ
市民の皆さんの活動やイベント情報を掲載するコーナー『みでたんしぇ』は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、９月１５日号まで休止します。再開の際は、改めて紙面でお知らせします。ご了承ください。

今月号の表紙は、矢口高雄先生からのプレゼントです！

　新型コロナウイルス感染症の拡大で、世界中が揺れています。そんな中、市民の皆さんが元

気になるようにと、横手市出身の漫画家・矢口高雄先生が『市報よこて５月１５日号』の表紙の

ためにイラスト入りの色紙を描いてくださいました。『必ず明ける』その日を目指し、この世

界的窮地を乗り越えましょう！　この色紙は、横手市増田まんが美術館へ収蔵されます。

新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力をお願いします

大切な人を守るための行動を！
不要不急の
外出はしない

若者は
自重した行動を

手洗いをしっかり
咳エチケットを守る

いきなり
医療機関に
行かない

県外からの
帰省・訪問を
控えてもらう

人との接触を
最小限に

●県外へはやむを得ない場合を除

　き、出かけない。

●生活に欠かせない買い物などを

　除き、不特定多数の人と会うよ

　うな所には行かない。

●特に都市部において、多くの人

　と出会うような外出は避ける。

●若者は感染しても症状が出ない　

　場合があるので、感染拡大を防

　ぐため集団行動はしない。

●妊婦や乳幼児、お年寄りのいる

　家庭では、帰省した若者や訪問

　者との接触に注意する。

●外出時にはマスクを着け、帰宅

　時には石けんを使って手洗いす

　る。

●ハンカチやティッシュペーパー、

　上着の袖等で口を覆う『咳エチ

　ケット』を守る。

●熱や咳など体調に異変を感じた

　際には、すぐに医療機関に行か

　ず、あきた帰国者・接触者相談

　センター（コールセンター）に電

　話する。

●県外からの帰省などを遠慮して

　いただく。

●来県した人は、すぐに人に会わ

　ず、家族でも接触や会話を最小

　限にする。

●密閉、密集、密接する『三密』

　の場所には出入りしない。

●多人数の会合・懇談・集会など

　は行わない。

●屋内外ともに人との間隔を広く

　取り、会話も最小限にする。

●室内の換気に気をつける。

新型コロナウイルス感染症に
関する相談窓口

発熱３７．５度以上・強いだるさ・息苦しさ・咳が
続く場合は、電話でご相談ください。
■あきた帰国者・接触者相談センター
　☎0１8-866-７0５0※コールセンター、２４時間対応
■横手保健所
　☎0１8２-３２-４00５※平日午前９時～午後５時

NO！感染症ハラスメント
新型コロナウイルス感染について、不確かな情

報に基づく嫌がらせやＳＮＳなどでの誹謗・中

傷が見られます。こうした行為は人権侵害です。

正しい情報に基づく冷静な行動をお願いします。

みんなの人権１１０番（全国人権相談ダイヤル）

☎0570-003-110
市
報
よ
こ
て
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