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緊急事態宣言発出！
４月16日、新型コロナウイルスの感染拡大に対応する緊急事態
宣言の対象地域が全都道府県に拡大されました。
都市部からの人の移動等により各地でクラスターが発生し、感
染拡大の傾向が見られることから、特にゴールデンウイーク期
間中の、不要不急の帰省や旅行などを避けるよう要請がありま
した。

新型コロナウイルス対策特集
市民の皆様へ
「緊急事態宣言」が青森県を含む全都道府県に発令され、市民の皆様には大変ご心配いただい
ていることと思います。青森市では、２月28日より「新型コロナウイルス感染症に係る青森市危
機対策本部」を設置し、青森市保健所を中心に市内発生時の関連施設の迅速な消毒、濃厚接触者
の積極的疫学調査など、感染拡大防止に向けて総力を挙げています。
市民の皆様には、新型コロナウイルスから故郷青森を守るためにご協力いただき、誠にありが
とうございます。専門家会議の委員等が推奨する「３密回避と接触８割減と外出１回」、すなわ
ち密閉・密集・密接の重なるところを避け、通常１日10人と会うかたは２人程度に減らすととも
に、不要不急の外出を避け、食料品の買い出しや通院、行く必要のある仕事にとどめるなど、お
一人お一人が感染防止のための行動を切にお願いいたします。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止の最前線で闘っている、医師・看護師・臨床検査技
師・保健師・介護関係者など、全ての「いのち」にかかわる方々に、深く感謝いたします。青森
市役所においては、毎週金曜日の正午、有志により医療・介護関係者への拍手を送っています。
市民の皆様におかれましても、昼夜を分かたず最前線において懸命の対応をしていただいている
方々へ心からの応援を送ってくださいますようお願い申し上げます。

青森市長

小野寺 晃彦

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために
～今、市民の皆様へお願いしたいこと～

問 保健予防課（☎017ー765ー5280）

✿県外等への不要不急の移動の自粛をお願いします。

重

要

✿県外からの転入、帰省、出張または旅行から帰られたかたは可能な限り
２週間程度外出を控えてくださるようお願いします。

今、一人ひとりの行動を変えよう！
「３密回避と接触８割減と外出１回」
新型コロナウイルス感染症は、咳やくしゃみなどの飛沫感染やドアノブなどの共有部分の接
触による接触感染で感染します。感染拡大を防ぐためには、人と人との接触を減らす行動が
何より大事です。

３密

換気の悪い

多数が集まる

回避

密

密

閉空間

接場面

１回

接触

人と会う時には、屋内で
会う人を10人から２人へ
減らすなど、人と会う機
会を８割減らしましょう

密

集場所

８割減

間近で会話や
発声をする

外出

食料品の買い出し・通院・
散歩などの外出を１日１回
程度に抑えましょう

２ｍ

十分な距離をとる

感染対策の徹底を！
家庭や職場等では基本的な感染対策
を徹底しましょう

手洗い

咳エチケット

冷静な行動をとりましょう！
市民の皆様には不確かな情報に惑わされたり、必要以上に恐れたりすることなく、冷静な行動を
取っていただくようお願いします。
新型コロナウイルス感染拡大を防ぎ、困難な状況を乗り越えていくためには、私たち一人ひとり
が心を一つにして力を合わせていくことが大切です。
感染したかたや濃厚接触者、そのご家族、医療従事者の方々に対し、差別的な言葉や行為がない
ようにしましょう。
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新型コロナウイルス感染症に係る青森市危機対策本部の取組
～市民の命と健康を守るために～

問 危機管理課（☎017－734－5059）

新型コロナウイルス感染が全国的に発生している状況を踏まえ、令和２年２月28日（金）に市長を本部長とする「新型
コロナウイルス感染症に係る青森市危機対策本部」を設置しました。インターネット会議の導入や手話通訳者の配置など、
工夫を凝らしながら、４月20日現在、本部会議を10回開催し、市民の命と健康を守ることを最優先になすべき対策を
躊躇なく決断・実行しています。

第１回

２月28日（金）

■「青森市危機対策本部」設置
・「帰国者・接触者相談センター」の相談体制強化
・市内公立小・中学校を３月２日から３月26日まで
臨時休校

第３回

▲手話通訳者を配置

３月23日（月）

第７回

■県内初の感染症患者が発生
・市内公立小・中学校の４月５日までの臨時休校
・公共施設の順次休館・利用中止

４月７日（火）

■本市で２例目となる感染症患者発生
・濃厚接触者の迅速な検査、感染拡大防止に向けた
適切な健康観察を実施
・市民へ不要不急の県外、特に緊急事態宣言対象地

第５回

域及び海外への旅行・出張の自粛を要請

４月３日（金）

■本市初の感染症患者発生
・患者に関連した施設の消毒と、濃厚接触者の迅速な
検査、感染拡大防止に向けた適切な健康観察を実施
・庁内にコロナウイルス感染症対策のプロジェクト
チームを設置
・「新型コロナウイルス感染症に係る生活相談窓口」を
設置
・市内公立小・中学校の臨時休校を４月17日まで延長

▲インターネット会議を導入

４月９日（木）

■本市で３例目となる感染症患者発生
・濃厚接触者の迅速な検査、感染拡大防止に向けた
適切な健康観察を実施
・合浦公園などの都市公園の封鎖及び桜川通り等で
の通行自粛を要請
・ねぶたの家ワ・ラッセなど６施設の全館休止

▲記者対応も間隔をあけています

市民課からのお知らせ

青森市営バス等からのお知らせ

転入・転出・転居の届出は、事由が生じた日から14日以内に

青森市営バス・市バスでは、車両の窓の開放、停車時にドア

届け出る必要がありますが、当面の間、感染予防のために外

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

出を控えているなどの正当な理由があった場合は14日を過ぎ

多いつり革、手すり、にぎり棒を定期的に消毒するなど、安

ても、手続きできます。

心・安全なバス運行に取り組んでいます。

【問合せ】市民課（☎017－734－5241）

バス車内では、咳エチケットにご協力ください。

◆日曜日・祝日の市民課窓口は、休止しています。

【問合せ】市営バス…交通部管理課（☎017－726－5441）

戸籍に係る届出は、アウガ警備室でお預かりします。
月曜日から土曜日の窓口開庁時間をご利用ください。
コンビニ交付サービスは土・日曜日、祝日も利用できます。
【問合せ】市民課（☎017－734－5238）
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市バス…都市政策課（☎017－752－8124）
◆青森市シャトル・ルートバス「ねぶたん号」は運休してい
ます。運行状況は、市ホームページをご覧ください。
【問合せ】都市政策課（☎017－752－8124）

新型コロナウイルス対策融資制度の創設！
～事業者の皆様を支援するために～

問 新ビジネス支援課（☎017－734－2379）

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。

■ 地場産業振興資金【特別小口枠】
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
申込者

セーフティネット・危機関連保証

２

相談

認定申請

申込

４

融資

認定書交付

６

取扱金融機関

申込

信用保証

実行

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

中小企業・小規模事業者へ
店舗等の賃料を助成します

市では、中小企業者の資金繰りに関する相談

４/１～５/６に10日以上休業や時間短縮営業した市内に本

や、国・県及び金融機関等の各種支援制度の

店を有する小売業、飲食サービス業事業者に令和２年５月

紹介などを行う相談窓口を設置しています。
お気軽にご相談ください。
●開設場所

●開設時間

に支払う予定の店舗等の賃料（１か月分）を助成します。
【助成内容】１事業者あたり上限30万円

青森市役所駅前庁舎

１店舗につき賃料月額の８割（上限10万円）

３階

１事業者につき３店舗まで

新ビジネス支援課

☎017－734－2379

【受付期間】５/１（金）～31（日） 毎日８：30～17：00

８：30～17：00

【問 合 せ】危機管理課

（土・日曜日、祝日除く）

対策室

新型コロナウイルス感染症特別

事業継続支援チーム ☎017－734－5132

雇用調整助成金

小学校等の臨時休業に伴う新たな助成金・支援金

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事

新型コロナウイルスの影響により、小学校を休む必要がある

業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用の

子どもを持つ労働者に対し有給の休暇を取得させた事業主

一部を国が助成します。６月30日までは、雇用調整助成金

へ、助成を行います。また、小学校などの臨時休業などに伴

の特例措置を実施しています。詳細はお問合せください。

い、子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなっ

【問合せ】

た、個人で仕事をする保護者へ支援金を支給しています。

厚生労働省ホームページ

詳細はお問合せください。

青森労働局職業対策課（☎017－721－2003）

【問合せ】

ハローワーク青森（☎017－776－1561

※青森地区）

厚生労働省ホームページまたは

ハローワーク黒石（☎0172－53－8609

※浪岡地区）

コールセンター（☎0120－60－3999）
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ＩＣＴを活用した遠隔授業の実施
～子どもたちの学ぶ機会を確保するために～

問 指導課（☎017－718－1869）

新型コロナウイルス感染拡大を受け、５月６日まで学校休校が延期された市内公立小・中学校では、インターネットを
利用した遠隔授業を実施しています。インターネット経由のビデオ会議システムを活用し、先生が解説するだけでな
く、画面を通して生徒の様子や理解度を即時に確認しながら授業を進めています。
先生たちは、休校が長引く中、子どもたちの学ぶ機会を確保するため、日々工夫をこらしながら授業を行っています。

コンピュータ室がスタジオに変身！

全ての生徒が授業に参加するために！

たくさんのデジタル機器やホワイトボードな
どを駆使して授業を行っています。照明を設
置し、顔が明るく映る工夫もしています。

遠隔授業に必要な機器や受信環境が整っていない
生徒のため、３つの密に配慮しながら学校内にサ
テライト教室等を開設し、サポートしています。

フリップやカウントダウン時計を使って、視
覚で指示を理解できるよう工夫しています。

遠隔授業を受ける生徒たちの様子

自宅で授業を受ける生徒。休校中で学校には
いけませんが、画面を通して先生とコミュニ
ケーションをとっています。

先生と生徒の双方向のやり取りができるメリット
を生かした体育の授業。生徒たちは家でダンスを
しました。

市民病院・浪岡病院からのお願い

介護保険料減免に関するご相談は介護保険課へ

市民病院・浪岡病院では院内感染対策強化として入院患者へ

新型コロナウイルスにより世帯の主たる生計維持者が死亡ま

の面会を原則禁止しています。

たは重篤な傷病を負ったかたは、申請することで介護保険料

また市民病院では、県外からの里帰り分娩の受け入れを当面

が減免となることがあります。

の間お断りしています。分娩後の母児への面会も、原則お断

詳しくは、お問合せください。

りしています。
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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【時

間】月～金曜日（祝日除く）８：30～18：00

【場

所】介護保険課（駅前庁舎１階）

【問合せ】介護保険課（☎017－734－5365）

布マスクの配布に関するお知らせ

※第４回本部会議市長指示事項

市では、新型コロナウイルスの拡大防止対策として、布マスクの配布を行うこととしていま
す。現在、市内立地企業と障がい者施設等のご協力をいただき、生産を進めているところで
す。既にお手元に届いているかたは、感染拡大予防のためにお使いください。

【配布対象者・問合せ】
・小・中学生
教育委員会学務課（☎017－718－1399）
・妊婦、０歳～２歳の乳幼児のいる世帯
あおもり親子はぐくみプラザ（☎017－718－2983）
・保育所、幼稚園の幼児と従事者
子育て支援課（☎017－734－5421）
・障がい者支援施設等の利用者と従事者
障がい者支援課（☎017－734－5327）
・介護関係施設・事業所の利用者と従事者

【配布スケジュール】
４月20日に小学校１年生に配布後、順次対象者
へ配布しています。

【配布方法】
学校や施設を通じて、または郵送での配布

【注意事項】
初めてご使用になる前は、洗ってください。
※衣料用洗剤で軽く押し洗いをした後、十分に
すすぎ、陰干しで自然乾燥してください。

介護保険課（☎017－734－5257）

緊急雇用対策

※第９回本部会議市長指示事項

新型コロナウイルスの影響により、内定取り消しを受けた学生や離職を余儀なくされたかた等への支援のため、
青森市会計年度任用職員を募集します。
【募集期間】応募があり次第、随時面接選考し任用
【対 象 者】
・新型コロナウイルスの影響により、内定取り消しを
受けたかたや離職されたかた
・その他求職中のかた
【募集職種】

【勤務条件】
勤務場所：市役所各庁舎、各施設等
報酬：時給890円
休日：土・日曜日、祝日、年末年始
（勤務場所により変更となる場合があります。
）
社会保険等：雇用保険、厚生年金保険及び健康保険

パートタイム会計年度任用職員

【選考方法】面接選考（日時等は応募者に改めて連絡）

（１日７時間・週５日勤務など）

【申込方法】ハローワーク青森を通じて募集

【任用予定者数】

【問 合 せ】人事課（☎017－734－5093）

20人程度（事務・窓口補助16人、技術補助４人程度）
【任用期間】任用開始日～令和３年３月31日（水）

除菌用「次亜塩素酸水」の配布

※第９回本部会議市長指示事項

新型コロナウイルスの影響によるアルコール消毒液の品不足に対応する
ため、配布の抽選応募を４/17～４/21まで受け付け、当選したかたに除
菌用の次亜塩素酸水を順次配布しています。
【問合せ】管財課（☎017－734－5115）

高齢者が自宅で健康を維持するためのポイント
●運動のポイント

【問合せ】高齢者支援課（☎017－734－5326）
●食生活・口腔ケアのポイント

「動かない」状態が続くことで、心身の機能が低下して

免疫力を低下させないために、しっかり栄養をとることや

「動けなくなる」ことが懸念されます。転倒予防のためにも、

お口の健康を保つことが大切です。

日ごろからの運動が大切です。
例えば…家の中や庭でできる運動を行う
座っている時間を減らし、
足踏みをするなど身体を動かす

例えば…３食欠かさずバランスよく食べる、
しっかり噛んで食べる

●人との交流のポイント
孤独を防ぎ、心身の健康を保つために、人との交流や助け合
いが大切です。
例えば…家族や友人と電話で話す、手紙やメールを活用する
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消毒について
感染拡大防止のため、手でよく触れる共有部分（電気のスイッチやドアノブな
ど）を消毒しましょう。消毒液は、市販の漂白剤で作ることができます。
★消毒液（次亜塩素酸ナトリウム）の作り方
※市販の漂白剤（塩素濃度約５％）の例
濃

度

0.1％

方

手や指の消毒用

★消毒の方法

ではありません

・マスク、手袋を装着し、換気をしながら作業する。
・「 き れ い な と こ ろ 」 か ら 「 汚 い と こ ろ 」 へ 、

法

使用目的

「上」から「下」の順で拭く。

500ml のペットボトル１本の水に
トイレ・嘔吐物・痰・
原液 10ml（ペットボトルのキャッ 洗濯物（色落ちが気
プ２杯）
にならないもの）

・拭く方向は一方向に、ペーパータオルは一拭きご
とにきれいな面を使用する。
・一回使用したペーパータオルは、汚れが

500ml のペットボトル１本の水に
患者の触れた可能性
0.05％ 原液５ml（ペットボトルのキャッ の あ る 場 所 の 清 拭、
プ１杯）
食器

付いているため破棄する。
・作業に使ったタオルや

（ウイルスの飛散リスク）
。
注意！ ・スプレーボトルでの噴霧はしない
・「使用上の注意」をよく読んでから使用する。
・次亜塩素酸ナトリウム（漂白剤）を希釈した場合、
時間が経つと効果が減るため、作り置きをせずその
都度使い切る。

マスクなどは、ビニール袋
に入れて口をしっかり
閉じてから廃棄する。
問 保健予防課

（☎017ー765ー5280）

！

えて

おし

布マスクの洗い方
【参考】厚生労働省・経済産業省作成ホームページ

【準備するもの】
ガーゼ（布）マスク、衣

【洗い方】

類用洗剤、市販の漂白剤

①衣類用洗剤で、もみ洗いでは
なく、軽く押し洗いする
②十分にすすぐ

洗濯は１日１回
（汚れがついたら

③乾燥機は使わず、陰干しで

その都度洗濯）

（次亜塩素酸ナトリウ
ム）※汚れが気になる場
合、洗面器（大きめのお
け）、炊事用ゴム手袋

自然乾燥する
詳細は、インターネットの動画
注意事項

共有サイト「You Tube」で検索

・汚れが気になる場合は、塩素系漂白剤を使い、におい
がなくなるまで十分なすすぎをしてください。（漂白
剤を使用する場合は、炊事用のゴム手袋などをご利用
ください。）
・柔軟剤の使用は避けてください。
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または
▶こちらからご覧ください
問 健康づくり推進課（☎017ー743ー6111）

手洗い動画をチェック！
青森市観光大使の先川栄蔵さん（元
キューティーブロンズ）が、感染拡大を
防ごうと、手洗いの大切さを訴える動画
を、インターネットの動画共有サイト
「You Tube」で公開しています。
厚生労働省が勧める「正しい手の洗い
方」を実践していますので、動画を見な
がら実践してみましょう！
問 交流推進課（☎017ー734ー5235）

検索

都市公園の閉鎖等について
感染拡大防止のため、５月６日（水）まで下記の都市公園を閉鎖
しています。また、その他の公園を利用される場合も、密集・
密接を避けるよう留意してください。
※状況により閉鎖期間が変更になる場合があります。
【閉鎖対象公園】
・合浦公園・野木和公園 問 公園河川課（☎017ー752ー8342）

▲こちらを
チェック！

・浪岡城跡公園
・花岡公園

問 浪岡教育事務所教育課
（☎0172ー62ー3004）

問 浪岡事務所 都市整備課
（☎0172ー62ー1168）

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
臨時号

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、
まずは帰国者・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
●事業継続支援緊急対策事業（家賃補助）
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
５/１（金）～31（日） 毎日８：30～17：00
●人権相談ダイヤル（青森地方法務局）
（☎0570－003－110）

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

☎017－734－2297
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
する相談の受付

☎017－718－1904
土・日、祝日除く８：30～18：00

●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。

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

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

●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）

■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
●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８：30～18：00
●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

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

ください。

青森市社会福祉協議会（☎017－723－1340）

時間：土・日、祝日除く

時間：土・日、祝日除く８：30～17：00

８：30～18：00
★市役所での手続等は、郵送等でできる場合があります
ので、事前に各担当課へ電話でご確認ください。

★新型コロナウイルスに伴う、各施設の休止やイベント
の中止・延期等に関する最新情報については、市ホー
ムページでご確認ください。

