
新型コロナ対策実施店舗向けステッカー申込書 

 

 

 標記ステッカーについて、「新型コロナウイルス感染症防止対策宣言書」を添付のうえ、以下のと

おり申込みます。 

 

 

                                    令和  年  月  日 

申
込
者 

フ リ ガ ナ   

法人名称等  

所 在 地 

〒   －      

 

  （ＴＥＬ：   -   -    ）（FAX：   -   -    ） 

: 

） 

 

メールアドレス  

代 表 者 名  担 当 者 名  
 

 

＜ステッカーについて＞ 

 ご希望される枚数を記入し、配布方法にチェック（☑）をしてください。 
 

希望枚数 

通常サイズ(直径110mm) 大きいサイズ(直径206mm) 合計枚数 

 枚 

※１店舗につき上限２枚 

       枚 

※１店舗につき上限１枚 

枚 

※１店舗につき上限３枚 
 

・配布方法  □ 郵送  □ 市町村窓口での受取 （各市町村窓口は裏面をご参照ください。） 
 

・申込情報（業種区分、店舗名称、店舗住所）について、県ＨＰ等での公開を 

    □ 希望しません。 

 

＜添付書類＞ この書類に、以下の書類を添えて申し込んでください。 

 ・新型コロナウイルス感染症防止対策宣言書（複数店舗申込される場合、店舗毎に作成、提出が必要です。）  

＜書類提出先＞ 

 ・店舗が所在する市町村へ郵送又は窓口に提出してください。 

※提出方法が市町村により異なりますので裏面をご確認ください。 

業種の区分 
□飲食店 □小売業 □宿泊施設 □観光施設 □理容業 □美容業 □運輸業  

□サービス業 □その他（                     ） 

店舗の所在地・名称 
※同一市町村内に複数

店舗がある場合はまと

めて申込が可能です。 

3店舗以上の場合には、

別途申込書に店舗所在

地・名称を記入してくだ

さい。 

〒   －      

（ＴＥＬ：   -   -    ） 

〒   －      

（ＴＥＬ：   -   -    ） 

〒   －      

（ＴＥＬ：   -   -    ） 



○各市町村窓口一覧 

 

市町村名 
提出 

方法 
担当課 郵便番号 住所 電話番号 

岐阜市 郵送 産業振興・企業誘致課 500-8720 岐阜市神田町 1-11 058-214-2360 

大垣市 郵送 社会福祉課 503-8601 大垣市丸の内 2-29 0584-81-4111 

高山市 郵送 健康推進課 506-8555 高山市花岡町 2-18 0577-35-3160 

多治見市 窓口 産業観光課 507-8703 多治見市日ノ出町 2-15 0572-22-1250 

関市 郵送 商工課 501-3894 関市若草通 3-1 0575-23-6752 

中津川市 郵送 健康医療課 508-0045 中津川市かやの木町 2-5 0573-66-1111 

美濃市 郵送 産業課 501-3792 美濃市 1350 0575-33-1122 

瑞浪市 郵送 商工課 509-6195 瑞浪市上平町 1-1 0572-68-2111 

羽島市 郵送 商工観光課 501-6292 羽島市竹鼻町 55 058-392-9943 

恵那市 窓口 商工課 509-7292 恵那市長島町正家 1-1-1 0573-26-2111 

美濃加茂市 郵送 産業振興課 505-8606 美濃加茂市太田町 3431-1 0574-25-2111 

土岐市 郵送 危機管理室 509-5192 土岐市土岐津町土岐口 2101 0572-54-1111 

各務原市 窓口 商工振興課 504-8555 各務原市那加桜町 1-69 058-383-7284 

可児市 郵送 観光交流課 509-0292 可児市広見 1-1 0574-62-1111 

山県市 郵送 まちづくり・企業支援課 501-2192 山県市高木 1000-1 0581-22-6831 

瑞穂市 窓口 商工農政観光課 501-0305 瑞穂市宮田 300-2 058-327-2103 

飛騨市 郵送 市民保健課 509-4221 飛騨市古川町若宮 2-1-60 0577-73-2948 

本巣市 窓口 産業経済課 501-0493 本巣市三橋 1101番地 6 058-323-7756 

郡上市 窓口 健康課 501-4297 郡上市八幡町島谷 228 0575-67-1834 

下呂市 郵送 企画課 509-2295 下呂市森 960 0576-24-2222 

海津市 郵送 商工観光課 503-0695 海津市海津町高須 515 0584-53-1374 

岐南町 窓口 経済環境課 501-6197 岐南町八剣 7-107 058-247-1370 

笠松町 郵送 企画課 501-6181 笠松町司町 1 058-388-1113 

養老町 郵送 企業誘致・商工観光課 503-1392 養老町高田 798 0584-32-1108 

垂井町 窓口 産業課 503-2193 垂井町宮代 2957-11 0584-22-7515 

関ケ原町 郵送 地域振興課 503-1592 関ケ原町関ケ原 894-58 0584-43-1112 

神戸町 窓口 総務課 503-2392 神戸町神戸 1111 0584-27-0171 

輪之内町 郵送 産業課 503-0292 輪之内町四郷 2530-1 0584-69-3138 

安八町 郵送 企画調整課 503-0198 安八郡安八町氷取 161番地 0584-64-7101 

揖斐川町 窓口 産業振興課 501-0692 揖斐川町三輪 133 0585-22-2111 

大野町 郵送 総務課 501-0592 大野町大野 80 0585-34-1111 

池田町 郵送 産業課 503-2492 池田町六之井 1468-1 0585-45-3111 

北方町 郵送 総務課 501-0492 北方町長谷川 1-1 058-323-1111 

坂祝町 郵送 総務課 505-8501 坂祝町取組 46-18 0574-66-2401 

富加町 郵送 産業環境課 501-3392 富加町滝田 1511 0574-54-2113 

川辺町 郵送 健康福祉課 509-0393 川辺町中川辺 1518-4 0574-53-2515 

七宗町 郵送 総務課 509-0492 七宗町上麻生 2442-3 0574-48-1111 

八百津町 窓口 地域振興課 505-0392 八百津町八百津 3903-2 0574-43-2111 

白川町 郵送 企画課 509-1192 白川町河岐 715 0574-72-1311 

東白川村 郵送 地域振興課 509-1392 東白川村神土 548 0574-78-3111 

御嵩町 郵送 まちづくり課 505-0192 御嵩町御嵩 1239-1 0574-67-2111 

白川村 郵送 村民課 501-5692 白川村鳩谷 517 05769-6-1311 
ko 

 

 

【お問い合わせ先】 岐阜県健康福祉部感染症対策調整課社会基盤係  

         電話番号：058-272-1111（内線4995,4996） 


