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新型コロナウイルス対策号
～感染拡大防止と社会経済活動の両立を目指して～
市民の皆様へ
本市では、現在、新型コロナウイルス感染症から故郷青森市を守るための取組に全力を挙げてい
ます。特に「子どもたちを守る」取組として、全国でもいち早く遠隔授業の導入と分散登校の実施
により、最先端の安全と学習の両立を実現するとともに、「市民のくらしを守る」取組として、プ
レミアム付商品券事業や新生児子育て応援特別給付金10万円の支給など、県内でも踏み込んだ生活
応援対策をしています。さらに、「市民のしごとを守る」取組として、特別小口枠による融資や独
自の家賃支援など、県内でもいち早くきめ細かに事業者を下支えしてきたところです。
本市においてはこれまで、４月に３例、７月に５例の患者発生があり、残念ながら感染したかた
や濃厚接触者、御家族、医療関係者に対する差別的行為や、関東方面から帰省したかたに対し、誹
謗中傷のビラを投函する事例が発生しています。市では、市ホームページや広報あおもりに加え、
「青森市危機対策本部」における本部長指示として、誰もが感染する可能性があること、感染者自
身が意図して感染するものではないこと、感染者個人を特定することは感染症予防には何ら意味が
ないこと、また、その非難の刃が明日にも自らに向きかねないことを強く自覚し、それぞれの事情
を思いやり、差別的行為を厳に慎むよう、市民の皆様にお願い申し上げてきたところです。誹謗中
傷や差別的発言及び行為は決して容認できないものであり、市民の皆様に御理解と御協力をお願い
申し上げます。
今後も引き続き、全庁が連携して新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の両
立に総力を挙げて取り組んでまいります。

青森市長

小野寺 晃彦

青森市プレミアム付商品券を販売します

市独自

問 青森市プレミアム付商品券事業実行委員会（☎017－757－9494）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている地域経済の回復に向け、市民
の生活を応援し、市内の消費喚起に繋げるため、30％のプレミアムを付けた地域限
定で利用できる商品券を販売します。
販売価格１万円に3,000円のプレミアムが上乗せされた商品券は、令和２年９月
１日に本市の住民基本台帳に記録されている全市民一人一セット分購入できます。
購入に当たっては、10月中旬に青森市から全世帯へ購入引換券が郵送されますの
で、商品券販売所へ購入引換券及び身分証等を持参し、商品券を購入してください。
より
日（木）

10月15

売開始

販

１万円で13,000円分のお買い物が
できるお得な商品券！

◆商品券の販売期間
10月15日（木）～12月31日（木）

青森市

◆商品券の販売所
①10月中旬に
全世帯（世帯主宛）へ
購入引換券を郵送

市内全ての郵便局とサンロード青森内及び桜川簡易郵便局
（11月30日まで）・サンロード青森・さくら野百貨店青森本
店・中三青森サテライト店・日専連ホールディングス・ユニ
バース ラ・セラ東バイパスショッピングセンター・イオン
青森店・マックスバリュ浜田店・青森県民生協市内11店舗・
マエダ ガーラモール店・マエダ 虹ヶ丘店・青森総合卸セン
ター・ゆ～さ浅虫・アップルヒル・あぴねす

プレミアム付
商品券販売所
72か所

市民
②商品券を購入
※購入引換券及び身分
証等を販売所へ持参
【購入期間】
10/15～12/31

◆商品券の購入方法
①青森市から全世帯（世帯主宛）へ購入引換券を郵送
②１セット13,000円分（1,000円券13枚）を10,000円で購入
※購入引換券及び身分証等を持参し、販売所へ

◆商品券の利用期間

利用店舗

10月15日（木）～１月31日（日）
③商品券を利用店舗で
利用
【利用期間】
10/15～１/31

◆商品券の利用店舗
商品券利用店舗（のぼりやポスターなどを掲示しているお
店）で利用できます。
詳細は、商品購入時にお渡しするチラシをご確認ください。

プレミアム付商品券の利用店舗を募集中！
【申込・問合せ】

◆募集期間

10月30日（金）まで

◆登録料

無料

青森市プレミアム付商品券事業実行委員会事務局

◆換金手数料

無料

〒030-8515

◆申請方法
登録申請書（ホームページからダウンロード）
に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはホーム

新町一丁目２番18号（青森商工会議所内）

☎017－757－9494、 Ｆ 017－757－9495
（９：00～17：00※土、日曜日除く）
HP https://aomori-premium.jp

ページの申請フォームからお申し込み
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新生児子育て応援特別給付金を支給します

市独自

問 福祉政策課（☎017－718－1896）

国の特別定額給付金の支給対象とならない令和２年４月28日以降に生まれた子どもを有する子育て世帯に対して、
新生児の健やかな成長を応援するため、市独自の支援策として新生児子育て応援特別給付金を支給します。

◆給付対象児

◆申請方法

４月28日から令和３年４月１日までの間に出
生し、住民基本台帳への最初の登録が青森市
にされ、申請が行われた日までの間、継続し
て本市に住民登録されている新生児

青森市から給付対象児の保護者宛に申請書を郵送しま
す。申請書に必要事項を記入の上、必要書類を貼付し
て返送してください。
・９月13日までに出生の届出があった対象世帯には、
10月２日に申請書を郵送します。
・９月14日以降に出生の届出をされた世帯には、10月
中旬以降、順次、申請書を
郵送します。

◆申請者・受給者
特別定額給付金の基準日である４月27日から
申請日まで引き続き青森市の住民基本台帳に
記録され、給付対象児を養育する父または母

◆支給時期

◆給付額・給付方法
新生児１人につき

10 万円を申請者へ振り込み

10 月 20 日以降順次

子ども子育て応援給付金を支給しました

市独自

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による子育ての負担の増加や収入の減少に対する本市独自の支援策として、国の
「ひとり親世帯臨時特別給付金」の対象とならない、令和２年６月分の児童手当を受給している世帯に対し、対象児
童一人につき２万円を９月23日に支給しました。
（９月23日に支給できなかったかたは、10月以降随時支給します）
※特例給付受給者は支給対象となりません

◆給付額

◆給付件数

対象児童一人につき２ 万円

子育て世帯への

国制度

臨時特別給付金

1 2 , 4 3 7 人（施設含む）

ひとり親家庭等への

市独自

臨時特別給付金

令和２年４月分の児童手当を受給する
０歳から中学生及び新高校１年生のい
る世帯に対し、６月12日以降、対象児
童一人当たり１万円を支給しました。
【支給世帯数】

本市独自の支援策として、令和２年４
月分の児童扶養手当を受給している世
帯に対し、７月10日以降、対象児童一
人につき２万円を支給しました。
【支給世帯数】

2,940世帯

18,370世帯

ひとり親世帯

国制度

臨時特別給付金
低所得のひとり親世帯の負担増加や収
入減少に対する支援を行うため、令和
２年６月分の児童扶養手当を受給する
世帯に対し、８月11日以降、基本給付
として一世帯５万円、第２子以降１人
につき３万円、追加給付として１世帯
５万円を支給しています。
【支給世帯数】2,952世帯

問 いずれも子育て支援課（☎017－734－5334）
、浪岡事務所健康福祉課（☎0172－62－1113）
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ＰＣＲ検査体制を整備し、運営しています
問 保健予防課（☎017－765－5280）

「青森市急病センター」は、当面の間、発熱や咳、倦怠感等の症状など、新型コロナウイ
ルス感染の疑いのあるかたを診療する「地域外来」としています。診察の結果、医師から
ＰＣＲ検査が必要と判断されたかたには、翌日「検査センター」で検査を受けていただき
ます。なお、風邪症状以外の急な病気は、在宅当番医や救急診療所等をご利用ください。

◆青森市地域外来（青森市急病センター）
受付時間

毎日19：00～22：00

国

至弘前

道

至浅虫
北

<<地域外来を受診する前にご確認を！>>
・受診の際は必ずマスクを着用。

本庁舎

・保険証、お薬手帳、筆記用具（黒色ペン）をお持ちください。
・地域外来での診察等は通常の保険診療となり、自己負担が
急病
出 センター
入
棟
口

あります。
・風邪症状以外の急な病気は、在宅当番医や救急診療所等の
ご利用を。
（救急病院紹介

消防本部☎017－722－2211）

ラ･プラス
青い森

・小さなお子さんの急な発熱などは、まずは帰国者・接触者

駐車場

駐輪場

出入口

相談センター（☎017－765－5280、 Ｆ 017－765－5202）、
【青森市地域外来 駐車場利用案内】
青森市急病センター（地域外来）を利用するかた
は無料でご利用できます。 ※10月１日（木）～

またはかかりつけ小児科へご相談を。
・妊娠中のかたや難病等の基礎疾患があるかたは、症状を感
じた場合は早めに帰国者・接触者相談センターへご相談を。

◆青森市検査センター

【検査実績】 ＰＣＲ検査を行った件数

※直接お越しになることはご遠慮ください

354件

※９月14日時点

開設時間

毎日13：00～

対 象 者

地域外来を受診し、医師から検査が必要と認められたかた。
検査予約は地域外来が行います。

検査センターを毎日運営していることで
感染への不安に即座に対応し安心できる
県内随一の体制を整えています。

発熱や咳、倦怠感等の症状など、新型コロナウイルス感染の疑いがあるかた
19：00～22：00に直接受診が可能な場合
（自家用車または徒歩でお越しください）

または

直接受診

① 診察・連絡

② 検

査

地域外来（急病センター）毎日19：00～22：00
小児外来・一般外来（予約不要）
※ＰＣＲ検査が必要なかたを判断

定

地域外来の受診が困難な場合
相談

連携

帰国者・接触者相談センター
☎017－765－5280

検査予約

受診調整

検査センター 毎日13：00～
（ドライブスルー方式、ウォークスルー方式）
※地域外来受診の際に予約

帰国者・接触者外来
※比較的症状の強いかた、基礎疾患のあるかた等

検査

検査

判
③ 判

日中または22：00以降の場合

定

結果が出るまでは、感染しているかもしれないことを前提に、自宅で過ごしてください。
青森市地域外来・検査センターで検査されたかたは、判定までに３日程度かかります。
結果は電話で連絡しますので、結果判明後は保健所職員等の指示に従ってください。
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妊婦のかたのＰＣＲ検査等を支援します
問 あおもり親子はぐくみプラザ（☎017－718－2983）

妊婦の新型コロナウイルス感染症への不安を解消するため、新型コロナウイルス感染症の症状がない場合で
も、妊婦が検査を希望し、医師が必要と判断した場合に、分娩前にＰＣＲ等のウイルス検査を受けるための費用
を支援します。

対象

実施場所

「本市に住民票がある妊婦」、または、
「里帰り出産のために本市に滞在してい
る妊婦」のかたで、発熱等の感染を疑う
症状がなく、ＰＣＲ等のウイルス検査を
希望し、かつ医師が必要と判断した妊婦
のかた

産科医療機関等

市独自

補助額
１人１回

２万円を上限に補助
市民病院では、令和元年10月に
産科病室をリニューアルしました。

妊産婦のかたへオンライン相談・指導を行っています
問 あおもり親子はぐくみプラザ（☎017－718－2984）

新型コロナウイルス感染症の影響により妊産婦のかたは日常生活等が制限され、自身や胎児、新生児の健康等
について不安を抱えて生活している状況です。このような中、助産師や保健師等がオンラインにより育児などの
知識や技術を紹介し、子育て相談を行うなど、妊産婦のかたに寄り添った支援を実施しています。

◆オンラインによる相談（要予約）
月～金曜日 ９：00～17：00
※１回の相談時間は30分まで
【対象】 本市に住民票のある妊産婦さんや子育て中のかた
【申込方法】
電話またはメールに、氏名・電話番号・メールアドレス・希望日
時（第３希望まで）を、あおもり親子はぐくみプラザ（☎017－
718－2984、 hagukumi-plaza@city.aomori.aomori.jp）へ

保育所等・障害者支援施設等の
感染拡大防止対策を支援します

国制度

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、保
育所等や障害者支援施設等が購入する感染症拡大
防止用の保健衛生用品等の購入経費や感染症対策
の徹底を図りながら事業を継続的に実施していく
ために必要な経費などを支援します。
対象施設
保育所、幼保連携型認定こども園、地域保育
事業者、認可外保育施設、障害者支援施設等
給付額
１事業者

5 0 万円以内

問 保育関連…子育て支援課（☎017－734－5421）

障がい者関連…障がい者支援課（☎017－734－5327）
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◆来所・電話による相談も
引き続き行います
月～金曜日

８：30～18：00

新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう
～負のスパイラルを断ち切るために～
新型コロナウイルスが怖いのは、
「３つの感染症」という顔が
あることです。
第１の感染症は
…病気そのものです。
第２の感染症は
…不安と恐れです。
第３の感染症は
…嫌悪・偏見・差別です。
この感染症の怖さは、病気が不安を呼び、不安が差別を生み、
差別が更なる病気の拡散につながることです。
それぞれの立場でできることを行い、みんなが一つに
なって負のスパイラルを断ち切りましょう！
出典：新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう
～負のスパイラルを断ち切るために～（日本赤十字社）

市独自

幸たっぷりあおもりBOXお届け事業
問 あおもり産品支援課（☎0172－26－6102）

本市への帰省を自粛している市内外の大学へ通う学生を対象に、旬の本市産品を送付
しふるさとのおいしい産品を食べて学業に専念していただくとともに、農林漁業者等を

学生応援！ 支援する「あおもり産品学生応援プロジェクト」です。

対象

申請受付

本市出身の18歳以上で市内外の大学等に通う学生（保護

10月初旬から申請受付（11月上旬から発送開始）

者が本市居住）※大学、短期大学、大学院、専門学校、

※申込方法等詳細は決定し次第、広報あおもり等で
お知らせします。

専修学校、予備校（社会人学生は除く）

内容
【問合せ先】

5,000円相当の詰め合わせ

〒038－1392

（りんご、米、

あおもり産品支援課

カシスジャム他）

市独自

浪岡大字浪岡字稲村101－１

農林水産物活用緊急支援事業
問 農業政策課（☎0172－62－1144）

市内農林漁業者等が実施する、経営改善や強化に向けた新たな取組に係る経費の一部を支
援する「農林水産物活用緊急支援事業」を７月１日から８月31日まで受け付けました。事業
の新規性や先進性、経営規模拡大など特に意欲のある取組を推進するため、予算額を２倍と
なる5,000万円に増額しました。

対象

内容

市内に住所を有する農林漁業者、

令和２年４月１日以降に実施する以下の取組に係る

農林漁業者が組織する団体

経費の一部を助成
①新たな販路拡大や代替販路への出荷等

補助率

②農林水産物を使った新商品の試作・開発

事業実施に係る費用の８割以内

③農林水産物の品質向上と作業の軽減に向けた取組

（上限額：50万円）
※対象となる１個人・１団体に

【申請件数】173 件

つき１回限り

市独自

青森農業人材マッチング緊急支援事業
問 農業政策課（☎0172－62－1156）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、業績悪化で解雇されたかたや休職を余儀
なくされたかた、アルバイト先がなく生活維持が困難な大学生等と、労働力不足や経営の
安定を図りたい農業者のマッチングを支援しています。ぜひご登録ください！求職者等を
受け入れた農業者等へ支払賃金（12月雇用分まで）の一部を支援しています。

申請方法
補助金交付申請書（市ホームページ掲載）を農業政策課へ提出
【申請先】〒038－1392

浪岡大字浪岡字稲村101－１

農業政策課宛（申請は令和３年２月１日（月）まで）

【利用実績】 ※９月14日時点
求職登録…65件、求人登録…40件、
マッチング件数…36件

広報あおもり
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新型コロナウイルス対策融資制度

市独自

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】
新型コロナウイルス感染症の影響により、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ています。
【経営相談窓口】市役所駅前庁舎３階

新ビジネス支援課（☎017－734－2379）

８：30～17：00（土・日曜日、祝日除く）

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

青森銀行

みちのく銀行

資金使途

運転資金

秋田銀行

北日本銀行

融資期間

５年以内（うち、据置期間１年以内）

青森県信用組合

融資利率

無利子（市が全額補給）

信用保証料

市が全額補給

みらい飯AOMORI

取扱金融機関

青森市民泊まって

営業自粛等によ
り事業継続に
困っている青森
市内の飲食店を
応援するため、
インターネット
によるクラウドファンディングを活用し、
広く支援を募る「みらい飯AOMORI
キャンペーン」を実施しました。

新型コロナウイルス感染症の拡大によ
る旅行需要の低迷に伴い甚大な被害を
受けている観光業を、青森市民の宿泊
の利用促進を図ることで宿泊施設を応
援する「青森市民泊まって応援キャン
ペーン」を実施しました。

寄附型

問 青森商工会議所（☎017－734－1311）

卸売・小売・飲食店事業者
への賃料補助
休業や時間短縮営業をした卸売業・小
売業・飲食サービス事業者へ、店舗等
の賃料を補助しました。
【補助店舗数】

1,093店舗

商工組合中央金庫

青森市民

応援キャンペーンを実施

49,920,000円
2,036,000円

青い森信用金庫

【融資件数・融資額】 ※８月31日時点
融資件数…480件、融資額…11億6,505万円

キャンペーンを実施

◆購入型

岩手銀行

ナヌカ日ねぶたを実施

◆応募者数

7,847人
（当選者数
4,000人）

来年の「青森ねぶた
祭」開催に向けた想
いを繋いでいくため
青森ねぶた祭実行委
員会主催で、
「青森市
民ナヌカ日ねぶた」
を開催しました。入場者を4,000人に
限定し、市民の皆様に祭りの雰囲気を
味わっていただきました。
◆応募者数

10,047人（当選者数4,000人）

問 青森観光コンベンション協会（☎017－723－7211）

生活関連サービス業等

自己所有物件の
固定資産税相当額を補助

事業者への賃料補助
自主的に感染拡大防止の取組を行って
いる洗濯・理容・美容・浴場業、その
他生活関連サービス業、技術サービス
業、学習支援業等事業者へ、店舗等の
賃料を補助しました。
【補助店舗数】

279店舗

自宅兼店舗や自己所有の店舗等で営業
を継続している事業者へ、自己所有物
件の固定資産税相当額の一部を補助し
ました。
【補助店舗数】

392店舗
問 いずれも経済政策課（☎017－734－2403）
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児童生徒の感染防止と学びの保障の両立
問 教育委員会事務局総務課（☎017－718－1368）
、指導課（☎017－718－1869）

３月２日からの新型コロナウイルス感染症感染拡大防止による臨時休業や分散登校により、学習の遅れが生じ
ないよう本市では、遠隔授業を行ってきました。また、５月25日からの学校再開後は、感染症予防に努めなが
ら、学校行事の縮小、夏季休業期間中に小学校５年生から中学校３年生までを対象とした５日間から10日間の遠
隔授業の実施、夏季休業を３日間から５日間短縮した授業日の確保、遠隔授業のノウハウを生かした学年一斉授
業の実施、授業時間の短縮やAI型ドリル教材の活用による学習効率化に取り組んでいます。

サーモグラフィー

◆学校における感染症対策

非接触型体温計

消毒液

全ての小・中学校の学校再開に伴い、児童
生徒の感染症対策としてサーモグラフィーや
非接触型体温計、消毒液、救急箱、アルコー
ルタオルを全ての小・中学校に配備します。
配備品については、災害発生時に開設され

アルコールタオル

救急箱

る避難所でも利用します。

◆児童生徒の学びの保障
遠隔授業への活用や遠隔授業のノウハウを
生かした学年一斉授業に活用する、プロジェ
クターやスクリーン、大型モニターを全ての

プロジェクター

スクリーン

大型モニター

小・中学校に配備します。

◆児童生徒に１人１台端末を配備
災害や感染症の発生などによる学校の臨時休業等の緊急時においても、ICTを
活用した遠隔授業等により、子どもたちの学びを保障できる環境を整備するた
め、小学校４年生から中学校３年生までの児童生徒１人１台の端末を配備します。
配備するノートパソコンは、９月から小学校６年生・中学校３年生へ配備し、
以降、段階的に配備していきます。

◆配備スケジュール
９月～10月

11月～12月

１月～２月

小学校６年生

小学校５年生

小学校４年生

中学校３年生

中学校２年生

中学校１年生

◆ネットワーク環境の整備
児童生徒へのノートパソコン１人１台の配備に伴い、各小・中学校において高
速大容量かつ安定した通信ネットワークで学習端末を利用できるよう、インター
ネット通信環境改善のための整備を行い、９月10日に全ての学校の通信環境が改
善されました。
併せて、２月下旬までに校内ネットワーク整備にも取り組んでおり、各教科等
で検索サイトを活用した調べ学習やAI型ドリル教材を活用した個別最適化学習
など、インターネットを用いた授業を行うためのネットワーク環境の構築を進め
ています。
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小・中学校にエアコンを設置します

市独自

問 教育委員会事務局総務課（☎017－718－1368）

本市では、昨年度までに体調が思わしくない児童生徒の健康面に配慮し、市内の全小・中学校の保健室にエアコン
を設置しました。
今年度は、夏季休業中に遠隔授業を実施するに当たり、登校して遠隔授業を受ける児童生徒のため、全ての学校の
コンピュータ室及び児童生徒数が多い学校では、図書室や視聴覚室などにエアコンを設置しました。
また、小・中学校の特別支援学級を含む普通教室へ来年５月までにエアコンを設置するため作業を進めています。

◆エアコンの設置教室数
小学校
中学校

43 校の特別支援学級を含む普通教室 572 教室
19 校の特別支援学級を含む普通教室 242 教室

◆普通教室へのエアコン設置のスケジュール
設置工事に係る設計

設置工事
R２.12

市独自

利用開始
R３.６

「AOMORI ARTS FES」開催中
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拡大の影響を受け、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
を支援する「文化芸術創造活動緊急対策事業」を実施し
ました。
審査を通過した54件の事業がオンラインで、配信等を
行っています。アートプロジェクトの情報は、市ホーム
ページまたは、青森市文化観光振興財団ホームページで
ご覧いただけます。

放課後児童会にエアコンを設置しました

市独自

保護者が就労等により日中家庭にいない小学生を対象に、家庭
の代わりとなる放課後の居場所を提供する放課後児童会へ、夏
期の熱中症予防のため、全教室にエアコンを設置しました。

54件

採択事業数
（申請事業数

58件）

音楽…20件
美術・工芸…13件
洋舞／パフォーマンス・
映像…11件
歴史・伝統…10件

修学支援金を支給しました

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経済的
に修学が困難となっている高校生・大学生等が、
学校への進学や就学を断念することのないよう、
臨時的に給付型の修学支援金を支給しました。

◆設置した放課後児童会
学校内開設31箇所・50教室、
学校外開設６箇所
問 子育て支援課（☎017－734－5348）
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市独自

◆支給人数…高校生２人
…大学生３人
問 学務課（☎017－718－1414）

青森市営バス・市バス・ねぶたん号
・浪岡地区コミュニティバスの感染症対策
青森市営バス・市バス・ねぶたん号・浪岡地区コミュニティバスでは、
車両の窓の開放、停車時にドアを開放するなど車内換気の強化やお客様の
手が触れることが多いつり革、手すり、にぎり棒を定期的に消毒するな
ど、安心・安全なバス運行に取り組んでいます。
また、感染拡大防止のため、バス車内の運転席横側に感染防止用のビ
ニールシートの設置や、運転席の後席を使用停止にするなど、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大防止に努めています。
【問合せ】市営バス…東部営業所（☎017－726－5443）、
西部営業所（☎017－788－2326）
市バス・ねぶたん号…都市政策課（☎017－752－8124）
浪岡地区コミュニティバス…浪岡事務所総務課（☎0172－62－1115）

市独自

市営バス・市バス・ねぶたん号のキャッシュレス化

新型コロナウイルス感染症予防対策と感染収束後の観光需要の回復に向けた受入環境整備として、市営バス・
市バス・ねぶたん号の各車内と青森駅前発売所等の販売窓口のキャッシュレス化に向けた取組を進めます。
【問合せ】市営バス…交通部管理課（☎017－726－5459）
市バス・ねぶたん号…都市政策課（☎017－752－8124）

市営バス

市職員の

市バス

市独自

テレワーク環境を整備

ねぶたん号

青森駅前発売所

市独自

市役所各庁舎にサーマルカメラを設置

新型コロナウイルス感染症の予防

新型コロナウイルス感染症の拡大を未然に防ぐため、市役所

対策として、段階的に実施してき

を利用される方々の体表温を非接触で瞬時に確認することが

た在宅勤務（テレワーク）につい

できるサーマルカメラを７月20日に設置しました。

て、育児・介護等の事情を有する
職員が優先してテレワークを行え
るよう、実施可能人数を20人から

◆設置場所
本庁舎・駅前庁舎・浪岡庁舎

150 人 に 拡 充 し 、 環 境 を 整 備 し
ます。

問 管財課（☎017－734－5115）
本庁舎

問 人事課（☎017－734－5093）

駅前庁舎

浪岡庁舎

広報あおもり
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市民病院・浪岡病院の診療体制の確保
問 市民病院事務局総務課（☎017－734－2171）
、浪岡病院事務局（☎0172－62－3111）

市民病院及び浪岡病院では、患者さ

新型コロナウイルス感染防止のため完全面会禁止のお願い

んに安心して受診していただくため
に、適切な院内感染の防止対策を講じ

新型コロナウイルス感染症の院内感染対策強化のため、入院患者への
面会を禁止しています。ただし、次のかたのみ面会を許可します。
・病院が来院を依頼した場合（手続き、病状・治療説明）
・患者さんの病状により至急面会が必要な場合
・その他、病院が認めた場合
ご不便をおかけしますが、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

ながら、診療業務に当たっています。

◆浪岡病院のオンライン診療の実施
問 浪岡病院事務局（☎0172－62－3111）

浪岡病院では、患者さんが、新型コロナウイルス感染の懸念から受診を
控えることのないよう、電話を用いた診療を行っていますが、より安心し
て便利にご利用いただけるよう、パソコン・スマートフォン・タブレット
など情報通信機器を用いたオンライン診療を６月１日から実施していま
す。８月31日までに、26件のご利用がありました。

診療の申込み

診療

◎診療科

内科・外科

◎診療時間
月～金曜日13：30～15：00
祝日・年末年始除く

診療後

ご予約

接続

来院の推奨

オンライン診療は、事前予約制で
す。メール（ namioka_hp_
online@city.aomori.aomori.
jp）でお申込みください。

お知らせメールのアドレスから
オンライン診療室に接続してくだ
さい。

診療の結果、採血・検査等が必要
な場合は、来院をお願いします。

診療開始

お薬は希望の薬局でお受け取り
できます。

受付完了
メールの内容を確認後、診療日
時・接続方法等をメールでお知ら
せします。

お薬の処方
本人確認後、診療を開始します。
症状等を説明
してください。

診療費の支払い
後日、診療費の請求書をお送りし
ますので、お振り込みください。

新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等慰労金
問 青森県保健衛生課（☎017－722－1111

内線6268、6269、6279、6259、6260、6233）

医療機関の医療従事者や職員が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向か
い、「感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴うこと」「継続して提供することが必要な業務であ
ること」「医療機関での集団感染の発生状況」から相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って業務に
従事していることに対し、慰労金を給付しています。

慰労金の内容
新型コロナウイルス感染症に対する医療提供
に関し、都道府県から役割を設定された医療
機関等に勤務し、患者と接する医療従事者等
に最大

20

万円の慰労金を給付
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申請方法
本事業は、慰労金を迅速に給付するための仕組みとして、
お勤めの医療機関等からの代理申請を基本としています。

申請期間
令和３年２月末まで

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
臨時号Vol.４

編集・発行／青森市企画部広報広聴課（☎017-734-5106）
ホームページ http://www.city.aomori.aomori.jp/

帰国者・接触者相談センター
発熱等の症状のあるかたは、
帰国者・接触者相談センターへ！

☎ 017－765－5280
FAX 017－765－5202

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

●人権相談ダイヤル（青森地方法務局）
（☎0570－003－110）

地域外来

中央一丁目（市役所急病センター棟）

発熱等の症状があり、直接受診が可能な
かたは、地域外来へ！

☎ 017－773－6477
19：00～22：00※予約不要

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
相談は、市民なんでも相談室でお受けします。

☎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

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

お問合せください。
時間：土・日、祝日除く８：30～18：00

●ＤＶ相談専用ダイヤル
（☎017－734－5318）
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）
時間：土・日、祝日除く８：30～18：00

●市税等の支払いが困難なかた
納税支援課（☎017－734－5209）
浪岡事務所納税支援課（☎0172－62－1141）
■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

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、下水道使用料等の支払いが困難なかた
水道部営業課（☎017－734－4202）
下水道総務課（☎017－752－0029）

●消費者ホットライン
（☎１８８「いやや！」）

浪岡事務所上下水道課（☎0172－62－1143）

新型コロナウイルスに便乗した詐欺などにご注意

時間：土・日、祝日除く８：30～17：00

を。おかしいなと思ったらすぐにお電話を！

●高齢者の健康相談窓口

●住居確保給付金

健康面での不安などは、地域包括支援センターへ

離職、廃業、休業等での収入減少で住居を失う恐れ

担 当 の 地 域 包括支援センターは、高齢者 支 援 課

のあるかたを対象とした給付金

（☎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

●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

