令和２年１２月２３日

飛騨市新型コロナウイルス感染症対策
（年末年始緊急対策）
飛騨市では、新型コロナウイルス感染拡大により市民の生活や経済活動に様々な影響が生じているこ
とから、市民や事業者の皆さんを応援するため、年末年始に向けた緊急対策を取りまとめました。

１．市内の状況
● 12月11日、市内で初めての新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認され、12月13日には、そ
のご家族が２例目として確認されました。全国的にもGOTOキャンペーンが一時停止になるなど、感
染者の増加が深刻化しており、あわせて12月16日には、県が実施する年末年始の営業時間短
縮要請の対象地域に飛騨市が追加されました。
● 市では「安心安全宣言」や「コーディネーター活用事業」により自店舗の感染対策の強化により、飲食
店では市内の83％が感染対策を実施されるなど、市全体での「安心安全宣言」を目標に市民総が
かりで取り組んできましたが、市内での感染者の発生や全国的な第３波の拡大により12月上旬頃か
ら市内における消費マインドが急激に落ち込んでいます。
● 飲食店等では年末年始の予約のキャンセルが相次ぎ、忘年会や成人式などの大人数での会食に対
する対応の不安を訴えられる飲食店も増えております。これに対応し、店内での飲食提供からテイクア
ウトや出前へシフトされる事業者が増えております。

２．市の方針
⚫ 営業時間短縮の中でも正しい知識と徹底した感染防止対策のもとで経済を回しながら、困っている
事業所を市民全員で応援していきたいと考えています。
⚫ それぞれ個人がしっかりとした感染対策を徹底した上で、「食タクチケット」の対象拡大と活用による市
内需要喚起を更に強化し、全市民が年末年始を安心して楽しく過ごすことができるよう緊急対策を
取りまとめました。
⚫ なお、万が一市内で飲食店クラスターが発生した場合などは、食タクチケットの停止などのより強い対
策を実施せざるを得ないと考えており、改めて感染対策の徹底を図っていただきたいと思います。

３．今回の対策のポイント
⚫

“マスク会食”による楽しい会食と”９時で帰ろうキャンペー
ン”の実施

⚫

テイクアウトや酒小売を活用した“おうち需要の喚起”

⚫

既決予算に加えて1100万円を予備費より充用
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４．支援・対策内容
Ⅰ 新型コロナウイルス感染拡大防止体制の強化
① 【新規】マスク・マスク袋の配布による“マスク会食”の普及啓発
（予算：既決予算で対応）
会食中に飲食する際はマスクを外し、お喋りする際はマスクを着けるというマスクを着けたまま会食する
新たなマナー「マスク会食」の普及啓発により楽しい会食をこれからも続けていくため、お客様に食事中に
使っていただく使い捨て不織布マスクとマスク袋を市内飲食店に配布します。

② 【新規】ポスターやチラシ等による感染対策の再徹底
（予算：既決予算で対応）
飲食店等で飲食をされる際に、飲食店と利用者が一緒になって感染対策を徹底し、楽しく会食がで
きるよう、市が作成するポスターやチラシを飲食店等に掲示していただき、これまでの感染対策や新マナ
ー「マスク会食」の徹底と「９時で帰ろうキャンペーン」を促進します。また、初詣など人が多く集まる場所
や県を跨ぐ往来などに対し、広報ひだ号外版による市民への注意喚起を図ります。

Ⅱ 市内需要喚起による事業者への支援
③ 【新規】“おうちでごちそう応援パッケージ”による市内需要喚起
（予算：既決予算で対応）
市内飲食店の需要喚起と、感染防止に努める市民の皆さんが年末年始にご自宅で楽しく過ごすこ
とができるよう、出前やテイクアウトを実施する市内飲食店等に対し、簡易容器などの消耗品や配達
経費の一部に緊急的な支援を実施する「おうちでごちそう応援パッケージ」を創設します。

④ 【拡充】食タクチケットの酒小売事業者への適用拡大
（予算：11,000千円）
岐阜県からの酒類を提供する飲食店等の営業時間短縮要請による酒小売業者の卸売り減少対
策として、食タクチケットの対象店舗に酒小売事業者（市内に本店・本社があり、主たる売上が酒
小売の事業者）も追加することで、年末年始の酒需要拡大による酒小売業者の支援を行います。

⑤ 【継続】新型コロナウイルス対応販売促進事業補助制度の実施
（予算：既決予算で対応）
小規模事業者等が行う販促グッズ制作や、テイクアウト等にかかる販売促進費用を最大10万円支
援する“新型コロナウイルス対応販売促進事業補助制度”を、１月３１日まで実施し、年末年始の商
戦期に向けた誘客促進を図る事業者を応援します。
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⑥ 【拡充】市内飲食店等のテイクアウト情報の一元化と発信
（予算：既決予算で対応）
市内飲食店等の年末年始におけるテイクアウトや出前の情報を一元化し、広報ひだ号外版やホー
ムページにより市民に周知します。

※ 本資料に記載した施策は、市内の影響や国や県の今後の動向により、開始時期の変更や期間の延長等を検討します

＜担当課＞

企画部 総合政策課 （担当）土田

3

℡：0577-73-6558（直通）

飛騨市コロナ対策（年末年始緊急対策）
令和２年１２月２３日

～出前・テイクアウト応援事業（テイクアウト・配達事業への支援）～

“おうちでごちそう応援パッケージ”による市内需要喚起
（予算額：既決予算で対応）
市内飲食店の需要喚起と、感染防止に努める市民の皆さんが年末年始にご自宅で楽しく過
ごすことができるよう、 出前やテイクアウトを実施する市内飲食店等に対し、

簡易容器などの消耗品や配達経費の一部に緊急的な支援を実施する
「おうちでごちそう応援パッケージ」を創設します。
●出前・テイクアウト応援事業（テイクアウト・配達事業への支援）
収束の見えないコロナウィルス感染拡大の中、飲食店に出向くことを自粛している市民に対し、自社
の商品を出前やテイクアウトで対応する事業者に対し、その必要資材の一部を支援します。

対

象

者

市内飲食店

対象経費

出前・テイクアウトに使用するパッケージなどの消耗品等（食材は除外）

補

１０／１０（上限５万円）

助

率

申請期間

令和２年１２月２４日（木）～令和３年１月２９日（金）

申請方法

補助対象物の購入前に補助金交付申請書を市役所窓口に提出してください。
（ただし、１２月１日～３１日の間に購入した補助対象物については購入後
の申請が可能です。）

●おうちでごちそう推進事業（配達事業への支援）
新型コロナウィルス感染症の流行が長期化している現状において、自社の飲食物を配達することで多
様な飲食の提供の場を設け、積極的に生き残りをかけ道筋を見出そうとする飲食事業者に対しその配
達経費の一部を支援します。

対

象

者

安心安全宣言登録済の市内飲食店
※ 事前にテイクアウト等が自社事業の関係法令に抵触しないか確認が必要

対象経費

出前、宅配等に要した経費

補

宅配回数に応じ3,000円/日を補助

助

額

※ 配達サービス記録日報（市指定様式）を提出する必要があります

補助期間

令和２年１２月２４日（木）～令和３年１月３１日（日）

申請期間

令和２年１２月２４日（木）～令和３年２月２６日（金）

申請方法

事業着手前に、自店が安心安全宣言事業者に登録されているか
ご確認ください。登録されていない場合は、市民保健課（ハートピア）
にて登録を承ります。事業実施後に、補助金交付申請書を市役所
窓口にご提出ください。

－詳細な手続き・募集方法等は、近日中に市ホームページ等によりお知らせします －

【問合先】 飛騨市役所 商工課 0577-62-8901

4

飛騨市コロナ対策（年末年始緊急対策）
令和２年１２月２３日

～飛騨市プレミアム食事＆タクシー券事業～

“食タクチケット”適用拡大による市内酒小売事業者支援
（予算額：11,000千円）
岐阜県からの飲食店の営業時間短縮要請により、飲食店に酒類を卸している市内酒小売事
業者の受注が軒並み９割減少するなどの影響が出始めています。このことから、これまでピンポイ
ントに支援が届いていない酒小売事業者を緊急的に支援するため、飛騨市プレミアム食

事＆タクシー券の対象店舗を酒小売店にも拡大し、あわせて発行冊数の増刷
を行います。
●制度の概要
食タクチケットの対象店舗に以下の事業者を追加し、年末年始の酒需要拡大による酒小売事業者
の支援を行います。

対象業種

酒小売事業者
（市内に本社・本店があり、主たる売上が酒小売であること）

対象店舗

古川町 …

北平酒店、くらつぼ酒店、(有)後藤酒店、(有)渡辺章酒店

（12 月 22 日現在）

河合町 …

橋本商店

宮川町 …

小倉商店、宮前商店

神岡町 …

葛谷酒店、中齊酒店、結城酒店、(資)登林酒店

対象期間

令和２年１２月２４日（木）～令和３年３月３１日（水）

発行冊数

5,000冊の増刷（当初20,000冊 ⇒ 25,000冊）
※ 現在の販売部数

10,387冊（52％） （12月21日現在）

【問合先】 飛騨市役所 商工課 0577-62-8901
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飲食を提供する事業者の皆さまへ

（令和2年12月22日発行）

新型コロナウイルスから地域を守るために今一度ご確認を
～年末年始のリスク回避～

医療機関の病床数が限られている飛騨地域では、クラスター（集団感染）の発生が医療
崩壊につながります。
お客様や従業員を新型コロナウイルス感染症から守るためにも、感染拡大を防止する
対策を徹底していただく必要があります。
今一度、店舗運営チェックシートを確認の上、感染対策を徹底していただき地域ぐるみ
で感染拡大防止を実践しましょう。

体調の悪い方はご遠慮していただくよう周知しましょう

少人数の会食を推奨しましょう

おしゃべりの時は、必ずマスクを着用してもらいましょう
 大きな声で会話をしなくてもいいようにBGMの音量を
小さくしましょう

 従業員のマスク着用は必須です
 マスク会食のポスターを掲示しましょう

対面でのパーティションの設置や、席の間隔は確保しましょう
 パーティションがない場合は、互い違いにする配席などの工夫もよいでしょう
 できる限り席の間隔をあけましょう

食事はなるべく一人ひとりの盛り付けにしましょう
 箸、トングなどの共用を防ぐために、なるべく一人ひとりの盛り付けが良いでしょう
 大皿の時は、銘々皿を用意して、最初に人数分に取り分けてもらうことを
すすめてください
 飲み物の注ぎ合いは、控えていただきましょう

手指消毒剤を置きましょう
 入店時には手指のアルコール消毒をしてもらいましょう
 手洗い場には石けん等の準備をお願いします
 トイレ等で席を立った際にも、こまめに手を洗うことをすすめてください
 手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗ってもらいましょう
 共用の手拭きタオルではなく、ペーパータオル等を設置しましょう

換気をしましょう
 換気がとても大切です
ウイルスが空気中にとどまらないよう、少なくとも1時間に1回5～10分の換
気を行いましょう。
可能であれば連続換気（常に窓を開けておくなど）が望ましいとされています。
 室内と外の気温差が大きい場合は窓を小さく開けるだけでも
換気の効果が期待できます。人のいない部屋や廊下の窓を
常に少しあけておきましょう。
暖房器具は空いている窓の近くや、入り口の近くに
置いておくと暖かい空気が部屋の中に入りやすくなります。
 換気扇は常時「強」でまわしておきましょう。

お店の拭き掃除をしましょう
 アルコール消毒液や次亜塩素酸ナトリウム水溶液で拭くのが有効です
【拭き掃除を行う場所の例】
• テーブル、イス、メニューブック、呼び出しベル
• 水差し、爪楊枝入れ、調味料入れ
• チケット等自動販売機のスイッチ
など
※ そのほかにも、お客様が手に取ったり、手が触れたりするところも
定期的に拭きましょう。

飲み過ぎのお客様にはお声がけを！

飛騨市新型コロナウイルス対策本部

新型コロナウイルス感染症情報特集号

令和２年 12 月 25 日発行

号
外
２０２０
Ｎｏ. ７
飛騨市新型コロナウイルス対策本部 〒509-4292 飛騨市古川町本町 2-22 電話（0577）73-2111（代表）

発行・編集

年末年始を安心してお過ごしいただくために
新型コロナウイルス感染症の第３波が到来しています。改めて基本的な感染対策の徹底をお願
いするとともに、今年の年末年始を安心してお過ごしいただくためにそれぞれで工夫しましょう。

01 すべての行動 で ｢基本的な感染対策｣ を 徹底しましょう

マスクの着用

こまめに手洗い

定期的な換気

座る位置や
間隔に注意

体調が悪い時は
無理せず安静に

■発熱などの症状がある方などは、外出を控え、まずは電話でかかりつけ医へ、
かかりつけ医がない場合は受診・相談センター（平日昼間 0577-33-1111,
夜間休日 058-272-8860）へ相談しましょう
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飲食時の感染対策の徹底「マスク会食で楽しみましょう」
そして「夜９時で帰りましょう」
■「飲食の瞬間はマスクを外す」「話す時はマスクをする」を交互に行う
新しいマナー「マスク会食」の習慣を付けましょう
食事の時でも
■感染拡大を抑制するため、飛騨市は来年１月 11 日
話す時はマスク
まで岐阜県の営業時間短縮要請の対象地区となりま
した。お酒を提供する飲食店・居酒屋などは夜９時
で閉店されます。
■なるべく普段から一緒にいる人と少人数で行いまし
ょう
新しいマナーです
■飛騨市の安心安全宣言の登録店を選びましょう

年末年始の初詣など では基本的な感染対策 を再確認 し、
03 日時をずらすなど感染リスクが高い場面を避けましょう

04 感染拡大地域への不要不急の往来を控えましょう
Ｑ
Ａ

年末年始に飛騨市へ帰省してもいいのでしょうか？
どこにいても誰であっても感染リスクはありますので、一律に帰省の自粛はお願いし
ませんが、個人個人が手指消毒、手洗い、マスクの着用など、ご家庭での基本的な感染対
策を徹底してリスクの軽減を図っていただきますようお願いします。
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年末年始は おうちで 楽しく ごちそう♪
お得な「プレミアム食タク券」を利用して
飛騨市では、外食、
イベント、宴会などの
減少により経営に苦
しむ飲食店や酒屋、タ
クシーを応援するた
め、プレミアム率 40％
の食事＆タクシー券
（食タク券）を販売し
ています。テイクアウ
ト（持ち帰り）、出前、
お酒の購入など、ご自
宅の飲食にもぜひご
利用ください。

「プレミアム食タク券」 で 家飲み♪
01 お酒などの購入 に利用できるようになりました

拡充

岐阜県の営業時間短縮要請の影響を受け、かつ協力金の対象とならない酒
類の小売店を支援するため、
「市内に本店・本社があり、酒類を主な販売とし
ているお店」でも食タク券が利用できるようになりました。

「食タク券でお酒など購入できる店舗」一覧
店名

住所

電話番号

店名

（12 月 22 日現在）

住所

電話番号

北平酒店

古川町栄 2 丁目

0577-73-4041

橋本商店

河合町稲越

0577-65-2127

くらつぼ酒店

古川町貴船町

0577-73-3438

葛谷酒店

神岡町船津

0578-82-0035

㈲後藤酒店

古川町壱之町

0577-73-2657

中齊酒店

神岡町船津

0578-82-0351

㈲渡辺章酒店

古川町向町 1 丁目 0577-73-2536

(資)登林酒店

神岡町船津

0578-82-0025

小倉商店

宮川町杉原

0577-62-3021

結城酒店

神岡町殿

0578-82-0750

宮前商店

宮川町大無雁

0577-65-2155

※12 月 22 日現在の利用可能店舗を掲載しておりますが、ご利用にあたっ
ては飛騨市ホームページによりご確認いただくか、お店に電話でご確認
ください。

最新の対象店舗一覧

新型コロナウイルス感染症情報や、市役所からの様々な最新のお知らせを
メールと LINE で配信しています。ぜひご登録ください。

『こんばんは！広報ひだです

』

飛騨市ほっと知るメール で検索 または右の QR コードから配信登録できます。
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配信登録
（QR コード）

お料理 は「テイクアウト」「出前」 で♪

02 「テイクアウトできる店舗」一覧

（12 月 22 日現在）

地区

施設名

電話番号

配達

予約受付時間

代表メニュー

食ﾀｸ
ﾁｹｯﾄ
〇

朝日館

0577-73-2847

〇

前日までに

季節の懐石弁当

味処古川

0577-73-7100

〇

前日 16:00 までに

弁当

〇

あん

0577-70-8238

軽食 0:00~17:30
食事 1:00~14:30

イタスパなど

〇

壱之町珈琲店

090-5608-8886

受け取りの 1 時間前まで
カレーライス、サラダ
に

いなほ

0577-73-0977

前日までに

唐揚げ、ローストビーフな
ど

〇

初月

0577-73-2063

10:00~16:00

唐揚げ、餃子など

〇

喫茶いこいの家

0577-57-9969

要相談

予約受付
8:00~17:00

モーニングセット、オムライ
スほか

〇

喫茶つくし

0577-73-2523

〇

営業時間内

ミートスパゲティほか

〇

玉膳楼・中華
料理店

0577-62-9733

11:00~19:00

唐揚げ､餃子､炒飯など

〇

KINKON 館

0577-73-4646

8:30~19:00

弁当、天むす、丼、定食
など

〇

憩松苑

0577-73-2137

その場でも可

唐揚げ

〇

0577-73-6683

10:00~21:00

丼、カレーライス、唐揚げ
など

〇

0577-73-4035

前日までに

海鮮丼、刺身盛り合わ
せ、手羽先

〇

営業時間内
11:00~15:00

丼各種、ラーメンほか

〇

前日までに

よくばりカレーなど

〇

寿司、お好み焼き、焼き
そば

〇

居酒屋 源
古川 香梅

〇

さか江家食堂

0577-73-2931

Shinanoya

0577-73-2447

千

0577-73-5411

要相談 営業時間内

タスパ de シャング
0577-73-6669
リラ

当日予約可

スパ、カレー､ピザなど

〇

前日 12:00 までに

お弁当､料理

〇

当日予約

チャーハン､餃子､唐揚げ
など

〇

ためなが

0577-73-5891

つるや食堂

0577-73-2041

〇

〇

〇

とんかつかつ丼 日高 0577-73-3858

〇

出前ﾒﾆｭｰは 30 分前

カツ丼､とんかつ

〇

一食堂 ninomae

090-5636-2046

〇

当日 11:00 までに

日替わり弁当

〇

ひだコロッケ本舗

0577-73-3125

営業時間内

飛騨牛コロッケ

飛騨ともえホテル

0577-73-2056

前日まで

各種弁当

飛騨古川スペランツ
0577-73-7001
ァホテル

○

要相談 10:00~15:00

〇

すき焼きセット（野菜
付）

日根野美術館
&café

0577-73-6257

その場でも可

チーズケーキ

〇

HIRO DASH

店舗にて

営業時間内

冷凍トマトラーメン持ち
帰り

〇

FabCafe Hida

0577-57-7686

9:00~18:00

飛騨の森のベーグルサン
ドなど

〇
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地区

施設名

電話番号

配達

予約受付時間

代表メニュー

食ﾀｸ
ﾁｹｯﾄ

蕪水亭

0577-73-2531

前日までに

飛騨牛弁当、蕪水亭オ
リジナル弁当

〇

蕪水亭 OHAKO

0577-73-0048

10:00~14:00

オムライス、ロコモコ、薬
草カレー、ピザ

〇

BECK

0577-73-0435

24 時間

ピザなど

MOTHER'S
HOUSE

090-6924-2880

２日前までに予約

ベーグルサンド、日替わり
スープなど

〇

味蕾

0577-73-2056

〇

前日までに

ピザなど

〇

八起寿司

0577-73-6363

〇

特になし

寿司折詰

〇

0577-73-2883

〇

前日までに

四季折々まごころ弁当

〇

古川 山腰楼

〇

山勇牛一貫

0577-73-3929

前日までに

手ごねハンバーグ弁当

〇

洋風居酒屋 Noce

0577-73-3864

11:00~15:00

ピザランチ(ミニサラダ､小
デザート､ドリンク付き)

〇

来々軒

0577-73-5970

営業時間内

チャーハン、ギョーザ、唐
揚げなど

〇

ラシーム

0577-62-8833

10:00~17:00

ピザ､パスタ

〇

Lush~海の家

090-7959-8307

当日 18:00 まで

ピザ､フライドポテト､パス
タ､おつまみセット

2 日前まで

お弁当、おつまみパック

〇

8:00~11:00

サンドウィッチ

〇

通常ﾒﾆｭｰ:2 時間前､
弁当:前日

オムライス

〇

20：00 まで

焼き鳥、串焼きなど

〇

河合 やまびこ館
あすなろ

0577-65-2466

〇

0578-82-4008

アメリカンベーカリー 0578-82-0062
かちや

〇

要相談

0578-82-4325

希夢千家けいちゃん 0578-84-0003

要相談 前日の 9:00 までに

けいちゃん弁当

きゃびん

0578-82-0332

11:00~14:00

ナポリタン、サンドイッチ、
キーマカレーなど

〇

峡や

0578-82-5218

17:00~21:00（2 人
前以上は前日までに）

刺身盛り合わせ

〇

こめたに寿司

0578-82-0381

助六、にぎり、ちらし

〇

彩龍華

0578-82-2772

10:00~14:00
16:00~19:00

唐揚げ、ギョーザほか

〇

要相談 前日までに

0578-82-1174

〇

営業時間内

チキン南蛮弁当、牛モツ
焼き弁当ほか

〇

スカイドーム神岡
あらや

080-5100-8437

〇

前日までに

日替わり弁当

〇

スカイドーム神岡
ひだ小僧

0578-82-2659

11:00~13:00

かつ丼、えごま味噌カツ
丼ほか

〇

千成寿司

0578-82-0185

〇

随時

海鮮ちらし寿司

〇

茶屋-maru-

0578-86-9110

〇

9:00~18:00

日替弁当

〇
〇

神岡 食事処もりのや

通りゃんせ

0578-82-2646

○

前日までに

唐揚げ、餃子、オードブ
ル

花の家

0578-82-0176

〇

随時

蒸し寿司

〇

ビストロ シェ･ボア

0578-82-4827

事前予約

おすすめランチ

〇

飛よし

0578-82-4878

随時

串カツ、やきとり他

〇

ゆうき房

0578-82-0750

2 時間前まで

ランチ（ピザ、パスタ）

〇

〇

※配達など条件がある場合がありますので、各店舗へご確認ください。
※12 月 22 日現在の利用可能店舗を掲載しておりますが、ご利用にあたっては
飛騨市ホームページによりご確認いただくか、お店に電話でご確認ください。
最新の店舗一覧
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