令和２年（2020年）

臨時号
Vol.２

新型コロナウイルス対策号
【生活支援特集】
市民の皆様へ
市民の皆様におかれましては、咳エチケット・手洗い・マスクの着用の徹底、密閉・
密集・密接の３密の回避、都道府県をまたいでの移動を控えることなどの感染拡大防止
に取り組んでいただき、深く感謝申し上げます。また、医療、介護、保育、教育、スー
パー、ドラッグストア、物流、ごみ収集、交通機関などで働く方々（いわゆるエッセン
シャルワーカーの皆さん）に心から敬意を表します。
新型コロナウイルス感染症により大きな打撃を受けた市民の皆様の暮らしをお支えす
るため、６月３日青森市議会にお諮りし、16億4,047万8千円の補正予算をご議決いただ
きました。国からの特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金なども含め、いず
れも市民の皆様にいち早くその内容をお伝えする必要があることから、広報あおもり臨
時号【生活支援特集】としてお届けさせていただきます。
第２波・第３波ともよばれる再度の感染拡大の可能性に備え、青森市といたしまして
も、PCR検査体制の拡充など医療体制の整備や、遠隔授業などを活用した子ども達の
学習機会の確保などに万全を尽くしてまいります。
市民の皆様には、新型コロナウイルス感染症専門家会議で示された「新しい生活様
式」を心掛けていただきますよう、引き続きの御協力をよろしくお願い申し上げます。

青森市長

小野寺 晃彦

特別定額給付金の申請を受け付けています
問 危機管理課

新型コロナウイルス感染症特別対策室

特別定額給付金チーム（☎0120－211－060）

市では、特別定額給付金の申請手続を、マイナンバーカードの交付を受けているかたを対象とした「オンラインによ
る申請」と一刻も早く給付金が必要なかたを対象とした「自己申告による申請」
【市独自方式】により５月11日から受
付を開始し、内容に不備のあるものを除き振込を完了しています。また、給付対象者の氏名などを印字した「郵送申
請」による申請用紙を５月27日までに、申請がお済でない全ての世帯のかたへ送付しました。

対象者

受給権者

基準日（４月27日）時点で、
住民基本台帳に記載されているかた

給付対象者の属する世帯の世帯主

給付額

給付方法

給付対象者１人につき

10 万円

原則受給権者の本人名義の銀行口座へ振込み

①オンライン申請 ②自己申告申請

申請サイト（マイナポータル）にアクセスし、申請書を作
成して、振込先口座の確認書類をアップロードし、マイナ
ンバーカードで電子署名して送信

申請内容を確認
の上、申請書に
記載された振込
先口座に振込
（世帯の人数
×10万円）

③郵送申請書の全世帯への送付
が完了した事に伴い、①②の申
市ホームページから申請書を印刷し、必要事項を記入の上、 請受付・給付は終了しています

確認書類（本人確認書類及び振込先金融機関口座確認書類
の写し）を貼付して、郵送で申請

③郵送申請

住民基本台帳の情報を基に、給付対象者
の氏名などを印字した申請用紙を、市か
ら送付

青森市

全世帯

申請書用紙に記載されている内容を確認
し、振込先口座を記入の上、確認書類（本
人確認書類及び振込先金融機関口座確認書
類の写し）を貼付して、返信用封筒に封入
し、返送してください。

本人

青森市

青森市

振込先口座

※申請書が届いた順に手続を行い、概ね２週間程度でお振込みできるよう作業を進めています。ただし、申請が殺到したり、
申請内容に不備がある場合は、給付が遅れる場合がありますが、必ずお届けいたしますので、ご理解の程お願いいたします。
※「①オンライン申請」や「②自己申告申請」を行ったかたへ、
「③郵送申請」による書類が送られている場合がありますが、
既に申請済みのかたは届出は不要です。
（給付は１回限り）

「新しい生活様式」を取り入れていきましょう

問 保健予防課（☎017－765－5280）

新型コロナウイルス感染症が長丁場になることを見据えて、自らを感染から守るだけでなく、大切な家族、友人、同
僚など、周囲に感染を拡大させないよう、これまでの日常生活の中に「新しい生活様式」を取り入れていきましょう。
１．一人ひとりの基本的感染対策
◆人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける
◆手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う
（手指消毒薬の使用も可）
◆帰省や旅行はひかえめに。
出張はやむを得ない場合に など
２．日常生活を営む上での基本的生活様式
◆咳エチケットの徹底
◆「３密」の回避（密集、密接、密閉）
◆こまめに換気 など

３．日常生活の各場面別の生活様式
公共交通機関の利用
◆混んでいる時間帯は避ける など
買い物
◆１人または少人数ですいた時間に

▼詳しくは
こちらから！
など

４．働き方の新しいスタイル
◆時差出勤でゆったりと
◆会議はオンライン など
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水道料金・下水道使用料等を減免します
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、外出自粛要請や休業要請など、市民生活や事業活動への影響が大きく
なっていることから、水道料金及び下水道使用料・農業集落排水施設使用料を減免します。

対象者

減免額

市内全ての一般家庭及び民間事業者

水道料金及び下水道使用料等の
基本料金・従量料金の全額

減免期間

申請
不要

問 水道部営業課（☎017－734－4281）

５月検針分（６月納付分の１か月分）

環境部下水道総務課（☎017－752－0029）
浪岡事務所上下水道課（☎0172－62－1143）

子育て世帯、ひとり親家庭等を支援します
問 子育て支援課（☎017－734－5334）

浪岡事務所健康福祉課（☎0172－62－1113）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯、ひとり親家庭を支援するため、臨時特別給付金を支給します。

●子育て世帯への臨時特別給付金
対象者

支給額・支給時期

児童手当受給世帯（０歳～中学生のいる世帯）のうち、

対象児童一人につき１万円

令和２年４月分の児童手当を受給しているかた

６月12日（金）

※特例給付の受給者は対象となりません。
※３月分の児童手当の対象となっており、４月に高校
１年生となっている場合等も対象となります。

申請
不要

※公務員のかたは申請が必要となりますので、
詳しくは所属庁からの通知をご確認ください。

●ひとり親家庭等への臨時特別給付金
対象者
児童扶養手当受給者のうち、令和２年４月分の児童扶
養手当を受給しているかた
※全部支給停止となっているかたは対象となりません。

支給額・支給時期
対象児童一人につき２万円
７月10日（金）

申請
不要

次のいずれかに該当する場合には
すぐに 青森市保健所「帰国者・接触者相談センター」

☎ 017－765－5280 ＦＡＸ 017－765－5202 にご相談を
□息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
□高齢者や糖尿病・心疾患・呼吸器疾患などの基礎疾患があり、重症化しやすいかた、また妊婦さんなどで、
発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
□上記以外のかたで、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
（症状が４日以上続く場合はご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはす
ぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならないかたも同様です。）
※なお、この目安は、市民のみなさまが相談・受診する目安です。これまで通り、検査については医師が個別
に判断します。
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事業者の皆様を支援します！
中小企業・小規模事業者へ
店舗の賃料を補助します
問 ・経済政策課（☎017－734－2403）

・危機管理課 新型コロナウイルス感染症
特別対策室 事業継続支援チーム
（☎017－734－5132）

４月１日から５月６日までの期間に、10日以上休業や時間短
縮営業をした小売業、飲食サービス事業者への店舗等の賃料補
助（①）について、本店登録地と住民票所在地の対象要件を緩
和し、申請期間を６月14日までに延長しました。改めて対象要
件を確認の上、申請してください。
さらに、市では新たな業種の事業者を対象とした補助（②）
を実施します。申請方法等の詳細はお問合せください。

① 飲食・小売業（本店の所在地にかかわらず、本市に所在する店舗等が対象）受付期間：６月14日（日）まで

対象
業種

② ・理容・美容・洗濯業・浴場業・
その他の生活関連サービス業
・物品賃借業

・医療業のうち「療術業」
（100㎡未満）
・技術サービス業（写真業、建築設計業

受付期間
など） ６月４日（木）

・その他の教育、学習支援事業（100㎡未満）

～７月４日（土）

②の対象者

① ② の補助内容・申請方法

中小企業、小規模事業者等で、令和２年４月１日以降に
賃借している市内に所在する店舗等で、感染拡大防止の
取組を行っている事業者
※５月１日実施の事業継続支援緊急対策事業補助金及び
県の休業要請等に基づく協力金の対象外の事業者。
※令和元年12月末日までに納期限が到来した市税に未納
がない事業者。

１事業者あたり上限 30 万円（賃料月額の８割）

宿泊施設へ支援金を
交付します
問 交流推進課（☎017－734－5175）

対象者・支給額

※１事業所・店舗につき上限10万円とし、３事業所・店
舗まで
市ホームページに掲載の申請書に必要事項を記入の上、
郵送で提出してください。
【宛先】〒030－0801 青森市新町一丁目３－７
青森市役所経済政策課

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による国内外観光客の
急減に伴い、甚大な影響を受けている宿泊施設に対し、事業の
継続を支援するため、青森市宿泊施設緊急対策支援金を交付し
ます。
※対象となる宿泊施設事業者は、各団体を通して申請していた
だくものとなります。

青森市旅館ホテル協同組合、青森市ホテル連絡協議会、浅虫温泉旅館組合に加入している宿泊施設事業者
１施設当たりの支給金額＝３万円/100㎡×床面積（㎡）（上限300万円、下限50万円）
※床面積は、現在市で所有する旅館台帳に掲載されている面積

民間バス事業者、
タクシー事業者を支援します
問 都市政策課（☎017－752－8124）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛等の影
響に伴い、甚大な影響を受けている民間バス事業者、タクシー
事業者へ、緊急対策支援金を交付します。
※対象となる事業者は、各協会を通して申請していただくもの
となります。

●民間バス事業者
対象者・交付額

●タクシー事業者
対象者・交付額

青森県バス協会の会員で、青森市内に本社または営業所
がある民間事業者
１事業者につき

青森市タクシー協会または南黒タクシー協会の会員で、
青森市内に本社または営業所があるタクシー事業者
１事業者につき

車両台数（貸切）×10 万円（上限200万円）

【法人】車両台数×１万円（上限100万円、下限10万円）
【個人】10 万円
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新型コロナウイルス対策融資制度

問 新ビジネス支援課（☎017－734－2379）

地場産業振興資金【特別小口枠】
市では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少するなど、経営に支障が生じている事
業者の資金繰りを支援する緊急対応として、本市独自の融資制度を創設しました。

融資対象者

・１年以上同一の事業を営んでいる市内に住所を有する個人または市内に法人登記をした法人
・新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証または危機関連保証の認定を受けた
かた
・市税に未納の額のないかた

融資限度額

300万円

資金使途

運転資金

青森銀行

みちのく銀行

融資期間

５年以内（うち、据置期間１年以内）

秋田銀行

北日本銀行

融資利率

無利子（市が全額補給）

青森県信用組合

信用保証料

市が全額補給

取扱金融機関
岩手銀行
青い森信用金庫

商工組合中央金庫

◆ ご利用手続きの流れ
相談
１
市

３

認定申請

セーフティネット・危機関連保証

２

相談

申込者

申込
取扱金融機関

融資
６

認定書交付

４

実行

申込

信用保証
５

信用保証協会

承諾

※融資にあたっては、取扱金融機関及び信用保証協会が審査を行います。

■ 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を開設しています
市では、中小企業者の資金繰りに関する相談や、国・

●開設場所 青森市役所駅前庁舎

県及び金融機関等の各種支援制度の紹介などを行う相談

３階

新ビジネス支援課

☎017－734－2379

窓口を設置しています。お気軽にご相談ください。

●開設時間 ８：30～17：00
（土・日曜日、祝日除く）

防災拠点機能整備事業

問 危機管理課（☎017－734－5059）

市では、大規模災害時における多様な応急活動に対処するため、市内
60か所の小学校・市民センター等を防災活動拠点施設として位置づけ、
各施設に通信施設、防災資機材及び食糧、生活物資を整備しています。
災害時の避難所における新型コロナウイルスの感染を防止するため、
市内60か所全ての防災活動拠点施設に段ボールベッド・段ボールパー
テーション・救護用テントを整備し、災害に備えます。
▲段ボールベッドを使った防災訓練
の模様

・衛生的な環境を確保するための段ボールベッド

（2,500セット）

・咳やくしゃみの飛沫対策や、発熱や咳等の症状が出た人と症状のない
人を仕切るための段ボールパーテーション

（2,500セット）

・乳幼児等の授乳やオムツ替えなどの際に、周囲の視線を気にすること
なく、プライバシーの確保ができる救護用テント

（120セット）
▲救護用テント
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ＰＣＲ検査体制の強化

問 保健予防課（☎017－765－5280）

市では、新型コロナウイルス感染症の感染が再度拡大する可能性もあ
ることに備え、ＰＣＲ検査体制を強化するため、青森市医師会にご協力
いただき、検体採取を行う「地域外来・検査センター」を整備します。
検査センターでは、あらかじめ医師の診察でＰＣＲ検査が必要と判断
されたかたの検体を採取します。
検体の採取には、車に乗ったまま検体を採取するドライブスルーと歩
いてくる人に対応するウオークスルーの方式で対応していくこととして
います。

医療提供体制の整備

問 市民病院事務局総務課（☎017－734－2171）

新型コロナウイルス感染症の医療提供機能を強化するため、市民病院
の隔離室２部屋を入院病床として活用し、感染症のリスクを低減させる
ために、病原菌などが外に漏れないよう気圧を低くした病室である「陰
圧室」に変えることが可能な簡易陰圧装置を整備します。
また、個人防護具（Ｎ95マスク、ガウン、手袋、ゴーグル、キャップ）を
市民病院・浪岡病院に備蓄します。

浪岡病院オンライン診療の導入

問 浪岡病院事務局（☎0172－62－3111）

新型コロナウイルス感染症の院内感染を含む感染防止と在宅での
医療提供体制の充実を図るために、オンライン診療を開始します。
【診 療 科】
   

内科及び外科
※常勤医師が外来診療を行っている診療科

【診療時間】

月～金曜日の午後

【受付方法】

メールで事前予約

【診療費の支払い方法】
【処 方 箋】

郵送される請求書での振込

患者の希望する薬局にFAXし、原本を郵送

市民病院・浪岡病院からのお願い
市民病院・浪岡病院では院内感染防止対策強化として入院患者への面会を原則禁止しています。
また市民病院では、分娩の対応を次の通りとしています。
〇原則、県外からの里帰り分娩の受け入れを、当面の間、お断りさせていただきます。
〇県内在住のかたで、里帰り分娩を希望する場合は、遅くても34週までに受診ください。
〇立ち合い出産、母親教室、マタニティ・ヨーガは当面の間、中止します。
〇分娩後の母児への面会も、原則、中止させていただきます。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
【問合せ】市民病院事務局（☎017－734－2171）、浪岡病院事務局（☎0172－62－3111）
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ＩＣＴを活用した遠隔授業の実施

問 指導課（☎017－718－1869）

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国の要請により一斉臨時休校となった市内の小・中学校では、休
校期間中の児童生徒に学習の遅れが生じないよう、ＩＣＴを活用した同時双方向型のオンライン指導である遠
隔授業を全国に先駆けて導入しました。
４月６日からＩＣＴ教育推進校４校において試行的に取り組み、４月20日から62校の市内全小・中学校にお
いて遠隔授業を実施しました。

市内小・中学校全

62

校で遠隔授業を実施

●年算数

高評価

低評価

共有

オフライン 保存

●●小学校

▲教師が示すホワイトボードの文字を
家庭で参加している児童に読んでも
らいながら授業を進めています。

▲モバイルWi－Fiルーターを全62校
へ配備。通信環境が格段に向上し
ました。

文化芸術創造活動緊急対策事業

チャンネル登録

▲遠隔授業の内容を振り返ること
ができるよう、動画共有サイト
「You Tube」で配信する学校も。

問 文化学習活動推進課（☎017－718－1432）

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に伴い、文化施設に人が集まり活動することが難しくなりました。
このような状況に向き合う文化芸術関係者の活動を支援するため、オンラインによる多様なメディアを活用
して、文化芸術を届ける創造的な活動に対し、経費の一部を補助します。

補助額

１事業につき上限

30 万円（助成率４／５）

【対象となる事業者】
①民間文化施設…市内のスタジオ、ライブハウス、ギャラリーなど
②文化芸術団体…市内を拠点として、直近１年間に継続して文化芸術活動を行っている団体
③個人

…市内に住所があり、直近１年間に継続して文化芸術活動を行っている個人

④その他

…①～③の助成対象者２者以上によって構成される任意のグループ・団体（加点措置あり）

【対象となる事業】
【申請期間】
【申請方法】

オンラインによる多様なメディアを活用して、文化芸術の創造と発信を行う事業

６月８日（月）～７月10日（金）※当日消印有効
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて郵送またはメールで、青森市文化観光振興財団
（〒030-0812 堤町一丁目４－１ リンクステーションホール青森内、

aobunspo@actv.ne.jp）へ
※申請方法等の詳細は、青森市文化観光振興財団（☎017－773－7300)へお問合せください。

ねぶたアート創生プロジェクト

問 観光課（☎017－734－5179）

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、今年度の開催が中止となった青森ねぶた祭。
ねぶたの芸術性を高め、冬季における伝統文化の重要なコンテンツとして新たな可能性を探るため、ねぶた
技法を用いた造形作品を展示するとともに、将来的にねぶたの保存伝承を担う子どもたちを対象にねぶたの重
要性や芸術的感性を育むワークショップや観光地のインバウンド効果を高めるシンポジウム等を開催します。

ねぶた師による新たなアートの創生
あか

ねぶた師によるねぶた技法を用いた紙と灯りの造形作品を制作・
展示し、冬の青森の新たな魅力を創造します。
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帰国者・接触者相談センター
発熱等の症状のあるかたは、
まずは帰国者・接触者相談センターへ！

☎ 017－765－5280
FAX 017－765－5202

特別定額給付金
世帯構成員一人につき10万円を世帯主に給付
危機管理課

新型コロナウイルス感染症

特別対策室

特別定額給付金チーム

☎0120－211－060
土・日、祝日除く８：30～18：00

経営相談窓口
●地場産業振興資金【特別小口枠】の受付
新ビジネス支援課 ☎017－734－2379
土・日、祝日除く８：30～17：00

●事業継続支援緊急対策事業補助金
（感染拡大防止支援）
・経済政策課 ☎017－734－2403
・危機管理課 新型コロナウイルス感染症
特別対策室 事業継続支援チーム
☎017－734－5132
６/４（木）～７/３（金）
土・日、祝日除く８：30～17：00

生活相談窓口
新型コロナウイルスに関連した市民生活に関する
広報あおもりは環境に配慮した
植物油インキを使用しています

相談は、市民なんでも相談室でお受けします。
●人権相談ダイヤル（青森地方法務局）
（☎0570－003－110）

☎017－734－5249
土・日、祝日除く８：15～18：30
●障がいのあるかたの相談窓口
生活面での相談などは、指定相談支援事業所へ。

時間：土・日、祝日除く８：30～17：15

担当の相談支援事業所は、

不当な偏見、差別等にあったかたからの人権相談

障がい者支援課（☎017－734－5319）へ
お問合せください。

●ＤＶ相談専用ダイヤル（☎017－734－5318）

時間：土・日、祝日除く８：30～18：00

時間：土・日、祝日除く８：30～17：00
配偶者等からの暴力の悩みに応じます

●妊娠・子育てに関する相談
あおもり親子はぐくみプラザ（☎017－718－2987）

■青森市役所 ☎017-734-1111・☎0172-62-1111（浪岡）／FAX 017-734-6865
本 庁 舎 〒030-8555 中央一丁目22-５
駅前庁舎 〒030-0801 新町一丁目３-７
柳川庁舎 〒038-8505 柳川二丁目１-１
浪岡庁舎 〒038-1392 浪岡大字浪岡字稲村101-１

●市税等の支払いが困難なかた

時間：土・日、祝日除く８：30～18：00

納税支援課（☎017－734－5209）
浪岡事務所納税支援課（☎0172－62－1141）
時間：土・日、祝日除く８：30～18：00

●心の不安や悩みなどの相談
保健予防課（☎017－765－5285）
時間：土・日、祝日除く８：30～18：00

●水道料金、下水道使用料の支払いが困難なかた
水道部営業課（☎017－734－4202）

●消費者ホットライン（☎１８８「いやや！」）

下水道総務課（☎017－752－0029）

新型コロナウイルスに便乗した詐欺などにご注意

浪岡事務所上下水道課（☎0172－62－1143）

を。おかしいなと思ったらすぐにお電話を！

時間：土・日、祝日除く８：30～17：00
●住居確保給付金
●高齢者の健康相談窓口
健康面での不安などは、地域包括支援センターへ。
担当の地域包括支援センターは、高齢者支援課
（☎017－734－5206）または浪岡事務所健康福祉課
（☎0172－62－1134）へお問合せください。
時間：土・日、祝日除く８：30～18：00

離職、廃業、休業等での収入減少で住居を失う恐
れのあるかたを対象とした給付金
●生活福祉資金貸付制度
失業等で収入減少した世帯を対象とした貸付
いずれも
青森市社会福祉協議会（☎017－723－1340）
時間：土・日、祝日除く８：30～17：00

