令和２年（2020年）

臨時号
Vol.３

新型コロナウイルス対策号
【生活支援特集Ⅱ】
市民の皆様へ
本市においては４月９日以降、青森県においては５月７日以降、新規感染者が発生していない
状況であることは、市民お一人お一人の行動の成果であり、これまで感染防止のための行動変容
に取り組んでいただき、この場を借りて、改めて心から御礼申し上げます。
本市における新型コロナウイルス感染症対策は、全国的な臨時休校の要請に端を発したところ
ですが、全国に先駆けて全ての小・中学校において、遠隔授業を実施しつつ、段階的に分散登校
を進めたことで、県内はもとより全国的にも最も「子どもたちを守る」取組を実現しました。
また、市民の「くらしを守る」ことにも全力を尽くし、一般家庭及び事業者の上下水道の６月
納付分の基本・従量料金約10億円を免除する県内で最も踏み込んだ措置を実施するとともに、
新たに本市独自の「子ども子育て応援給付金事業」２万円の給付などに取り組んでまいります。
さらに市民の「しごとを守る」ため、県内でもいち早く利子と信用保証料を市が全額補給する
「地場産業振興資金」特別小口融資枠を実施したことに加え、事業者の固定費の一部を補助する
「事業継続支援緊急対策事業」の更なる事業拡大などを行っているところです。
今後とも、再度の感染拡大の可能性に備える必要もあることから、感染拡大を予防する「新し
い生活様式」を定着させていくとともに、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていき、
感染拡大防止と社会経済活動の維持の両立を持続的に図ってまいります。

青森市長

小野寺 晃彦

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」となります。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）

【青森市地域外来

「青森市急病センター」は、当面の間「地域外来」となります。

開 設 日

６月22日（月）

受付時間

毎日19：00～22：00

駐車場利用案内】

・急病センターをご利用の際は、国道から
入場してください。
・駐車場からは、点線のとおりお越しください。

<<地域外来を受診する前にご確認を！>>

国

道

・受診の際は必ずマスクを着用。
銀行

・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
消防本部

駐車場

☎017－722－2211）

年金
事務所

議会棟

用を。（救急病院紹介

市役所
本庁舎

銀行

・保険証、お薬手帳、筆記用具（黒色ペン）を持参。

・小さなお子さんの急な発熱などは、まずは帰国者・接触者相談
センター（☎017－765－5280、 Ｆ 017－765－5202）、または

急病
センター棟

かかりつけ小児科へご相談を。

工事中

ラ･プラス
青い森

・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
開 設 日

６月23日（火）

開設時間

毎日13：00～15：00

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。 ※直接お越しになることはご遠慮ください。
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

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

判
定

地域外来の受診が困難な場合
相談

検査

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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妊産婦のかたへオンライン相談・指導を行います
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。このようななか、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ます。

◆オンラインによる相談（要電話予約）
月～金曜日

◆来所・電話による相談も
引き続き行います

９：00～17：00

※１回の相談時間は30分まで

月～金曜日
８：30～18：00

オンラインによるマタニティ講座
なども実施していきます。

イメージ写真

浪岡病院ではオンライン診療を実施しています
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、オンライン診療を実施しています。
【診 療 科】

内科、外科

【診療時間】

月～金曜日

【診療申込】

完全予約制のためメールで事前予約

【診療費の支払い方法】
【処 方 箋】

13：30～15：00
郵送される請求書での振込

患者の希望する薬局にFAXします。薬の受け取り方法等は
薬局にお問合せください。

◆オンライン診療申込手順

メール記載事項

①青森市立浪岡病院のホームページから申込

件名「オンライン診療の申込み」
①名前 ②生年月日 ③住所
④電話番号（自宅・携帯） ⑤メール
アドレス ⑥患者コード（診察券に記
載） ⑦利用するビデオ通話アプリ
（SkypeまたはZoom） ⑧受診希望
日 ⑨現在の症状（症状によっては
診療が困難な場合があります）

青森市立浪岡病院のホームページ→「オンライン診療のご案内」
→「診療予約」の「お申込み方法はこちら」→メールアドレスを選択し、
右記の「メール記載事項」を記載して送信
②メールアドレスを直接入力する場合
メールの送信先に「namioka_hp_online@city.aomori.aomori.jp」
を入力し、右記の「メール記載事項」を記載して送信

市役所庁舎にサーマルカメラを設置します
問 管財課（☎017－734－5115）

新型コロナウイルス感染症の拡大を未然に防ぐため、市役所庁舎を利用する
方々の体表温を非接触で瞬時に測定し、画面上で体温を確認することができる
サーマルカメラを設置します。
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◆設置場所

◆設置台数

本庁舎、駅前庁舎、浪岡庁舎

各庁舎１台ずつ
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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、ひとり親家庭等を支援するため、給付金を支給します。

●ひとり親世帯臨時特別給付金

国制度

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、子育てと仕事を一人で行う低所得のひとり親世帯へ、
子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行う「ひとり親世帯臨時特別給付金」を支給します。

対象者

支給額

●基本給付
【申請が不要なかた】
①令和２年６月分の児童扶養手当を受給しているかた
【申請が必要なかた】
②公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当
を受けていないかた
※児童扶養手当の支給制度限度額を下回るかた
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準まで
下がったかた
●追加給付 ※申請が必要です
基本給付対象者の①または②に該当するかたのうち、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
し、収入が減少したかた

●子ども子育て応援給付金

●基本給付

１世帯

第２子以降１人につき
●追加給付

１世帯

５万円、
３万円
５万円

支給時期
●基本給付
①対象者

８月を予定

②③対象者

９月以降に支給予定

●追加給付
年１回の対面による現況確認時（８月）等
にあわせて収入が大きく減少していること
を確認した場合、９月以降に支給予定

市独自

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市独自の支援策として、児童手当
を受給している世帯に対し「子ども子育て応援給付金」を支給します。

対象者

支給額・支給時期

「ひとり親世帯臨時特別給付金」の受給対象者とならない、
令和２年６月分の児童手当を受給しているかた。

対象児童一人につき

２万円

９月を予定

申請
不要

※公務員のかたは申請が必要となります。
申請方法の詳細はお問合せください。

※特例給付の受給者は対象となりません。

市独自

国制度

市独自

水道料金・下水道使用料等減免

子育て世帯への臨時特別給付金

ひとり親家庭等への臨時特別給付金

５月検針分（６月納付分）の一般家庭・民間
事業者の水道料金等を全額免除しました。

児童手当受給世帯（０歳～中学生のい
る世帯）のうち、令和２年４月分の児
童手当を受給しているかたへ、対象児
童一人につき１万円を支給しました。
【支給日】６月12日（金）
【支給件数】15,575件

児童扶養手当受給世帯のうち、令和２
年４月分の児童扶養手当を受給してい
るかたへ、対象児童一人につき２万円
を支給します。
【支給予定日】７月10日（金）
【支給予定件数】2,972件

【対象件数】
〇水道料金…128,120件
〇下水道使用料・農業集落排水施設使
用料…96,320件
問 水道部営業課（☎017－734－4281）

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）

問 子育て支援課

（☎017－734－5334）
浪岡事務所健康福祉課
（☎0172－62－1113）

問 子育て支援課

（☎017－734－5334）
浪岡事務所健康福祉課
（☎0172－62－1113）

広報あおもり

臨時号 Vol.3

4

国制度

特別定額給付金の申請をお忘れなく
問 危機管理課

特別定額給付金チーム（☎0120－211－060）

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。申請は８月27日（木）までです。忘れずに申請をお願いします。
※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】
（５月11日から受付開始）は、
内容に不備のあるものを除き振込を完了しています。

対象者

【特別定額給付金の給付状況（６月16日時点）】

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

市独自

申告及びオンラインによる申請
給付決定件数

給付額
給付対象者１人につき

〇一刻も早く給付を希望されるかたへの自己

10 万円

19,653件（99.9％）

〇郵送による申請
給付決定件数

103,901件（95.3％）

町会・町内会の活動に対する支援
問 市民協働推進課（☎017－734－5231）

各町（内）会が新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮しながら、地域活動や環境美化、防災対策の町（内）会
活動を継続していくために必要な支援を行います。

対象者

活用例

青森市町会連合会に加入している町会、
または、青森市浪岡町内会連合会に加入
している町内会

助成額
一町（内）会

防災拠点機能整備事業
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
か所すべての防災活動拠点施設に段
ボールベッド等を整備し、災害に備え
ています。
【整備個数】
〇段ボールベッド…2,500セット
〇段ボールパーテーション
…2,500セット
〇救護用テント…120セット
問 危機管理課（☎017－734－5059）

5

広報あおもり

助成方法

３ 万円

市独自

臨時号 Vol.3

【地域活動】地域ねぶたや各種集会実施の際の除菌
に用いる消毒薬の購入など
【環境美化】クリーンボックスなどの清掃等に使用
する手袋の購入など
【防災対策】防災訓練の参加者が着用するマスクや
手指消毒に用いる消毒薬の購入など

従来の町会地域活動費助成金に追加して交付

市独自

市独自

布マスクの配布

除菌用「次亜塩素酸水」配布

市内立地企業と障がい者施設等にご協
力をいただき、布マスクを生産し、
小・中学生や妊婦などへ配布しました。
【配布先】
〇小・中学生等…約21,200枚
〇妊婦・０～２歳の乳幼児のいる世帯
…約6,700枚
〇保育所、幼稚園…約9,200枚
〇障がい者施設・介護関係施設等
…約38,300枚
問 危機管理課（☎017－734－5059）

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、抽選で当選したかたに次亜塩素酸
水の無料配布を行いました。
【配布期間】４月16日～５月28日
【配布世帯】2,040世帯

問 管財課（☎017－734－5115）

青森市ふるさと応援寄附制度による

「新型コロナウイルスに立ち向かう
あおもり応援プロジェクト」を実施しています
青森市民
泊まって応援キャンペーン

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、市内
の観光産業は甚大な被害を受けているため、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」を実施していきます。

青森観光
コンベンション
協会

①宿泊したい施設の「泊
まってクーポン」を応
募（郵送）

問 青森観光コンベンション協会（☎017－723－7211）

③宿泊の際に「泊まってクーポン」
を持参し宿泊料を払う
（１人当たり

②「泊まってクーポン」を
送付（郵送）

青森市民

5,000円を差し引いた金額）

内容

利用期間

市民が市内の宿泊施設を利用した場合に、宿泊料が

７月21日（火）～令和３年３月13日（土）

5,000 円引きになる「泊まってクーポン」を発行。

宿泊施設

１人１回まで、
１回の申込で最大６人まで申込可能です。

申請方法

※申込総数が4,000人を超えた場合は抽選となります。

７月15日（水）までに、申請書に必要事項を記入の上、下
記に郵送で応募してください。対象施設など詳しくは、

受付期間

ホームページ（ HP https://www.atca.info/stay/）ま

７月１日（水）～７月15日（水）必着

たは市役所各庁舎・支所・市民センターに備付けのチラ

※より多くの市民に宿泊していただくために、国の「Go To

シをご覧ください。

Travelキャンペーン」や県の「県内宿泊モニターツアーキャ

【申請先】〒030－0801

新町一丁目２－18

青森観光コンベンション協会宛

ンペーン」との併用はできません。

みらい飯 AOMORIキャンペーン

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、７月10日（金）23：00まで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、広く支援を募るプロジェクトを実施しています！
問 青森商工会議所（☎017－734－1311）

★地域応援型…支援者が飲食店を指定せず全体に支援。支援金の総額を参加飲食店へ均等分配します。
★店舗指定型…支援者があらかじめ支援金の贈り先となる飲食店を指定。支援者は支援金と引き換えに、
「支援金＋30％プレミアム分の『食事券』」を利用できます。

支援金3,000円…650円×６枚綴り（3,900円分）、支援金10,000円…1,300円×10枚綴り（13,000円分）
④支援金を送金

クラウド
ファンディング
事業者

③支援金を送金

⑦利用済の食事券を提出

参加飲食店

⑧プレミアム分（30％）
送金

⑤「店舗指定型」
で支援したか
たへプレミア
ム付食事券の
引換券を送付

⑤「地域応援型」
で支援したか
たへお礼メー
ルを送信

②支援受付完了
メールを送信

①支援金の支払

こちらから
応援！

青森商工会議所

⑥引換券を指定店舗
へ持参し、食事券
と交換
【利用期間】
８/１～12/31

支援者
広報あおもり

臨時号 Vol.3
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農林水産物活用緊急支援事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けている市内
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
の一部を支援します。

問 農業政策課（☎0172－62－1144）

対象

補助率

市内に住所を有する農林漁業者、農林漁業者が組織する
団体

事業実施に係る費用の８割以内（上限額：50万円）
※対象となる１個人・１団体につき１回限り

内容

受付期間・申請方法

令和２年４月１日以降に実施する以下の取組に係る経費
の一部を助成

７月１日（水）～８月31日（月）
補助金交付申請書（市ホームページ掲載）に必要事項を

①新たな販路拡大や代替販路への出荷等

記入の上、積算根拠となる資料（見積書等）を添えて下

「新たな生活様式」に対応した販売形態（ECモールへ

記へ提出
※事業終了後に実績報告書を提出

の出店、ドライブスルー販売など）の導入経費など

【申請先】〒038－1392

②農林水産物を使った新商品の試作・開発

浪岡大字浪岡字稲村101－１

農業政策課宛

「おうちごはん」といった新たな需要に対応した食材
セットなどの開発経費など
③農林水産物の品質向上と作業の軽減に向けた取組
人手不足でも継続して作業が可能となる農林漁業の省
力化と生産性向上に資する機材の導入経費など

新たな販路拡大

青森農業人材マッチング緊急支援事業

新商品の開発

作業の軽減

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ます。
ぜひご登録ください！
①相談・登録（求職）

青森農業協同組合

等

①相談・登録（求人）

②マッチング
求職者や大学生等

⑤申請手続

③労働

農業者
⑥補助金交付

④賃金

市役所

対象

補助対象期間

市内に住所を有する農業者、農業者団体、農業協同組合

７月１日（水）～12月31日（木）

内容

申請方法

農業者等が農業生産現場で求職者等を受け入れた際の

補助金交付申請書（市ホームページ掲載）に必要事項を

賃金の一部を支援

記入の上、下記へ提出

１日当たりの賃金実支出額の２分の１（上限3,000円）

【申請先】〒038－1392

浪岡大字浪岡字稲村101－１

農業政策課宛

宿泊事業者を支援
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」を交付しました。
【支給件数】
３団体40事業者
問 交流推進課
（☎017－734－5175）

7
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民間バス・タクシー
事業者を支援
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した。
【支給件数】
民間バス事業者…１団体13事業者
タクシー事業者…２団体88事業者
問 都市政策課（☎017－752－8124）

事業継続支援緊急対策事業補助金
（自己所有物件事業者支援）

新設

問 ・経済政策課（☎017－734－2403）

・危機管理課

事業継続支援チーム（☎017－734－5132）

対象

市内の事業者の事業継続を
図るため、自己所有物件の固定
資産税相当額の一部を助成し
ます。

受付期間
７月１日（水）
～８月31日（月）

内容・申請方法

【業種】卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、
洗濯・理容・美容・浴場業、
その他の生活関係サービス業、物品賃貸業、
療術業、技術サービス業（写真業など）、

令和２年度に課税された店舗等に係る固定資産税８ 割
相当額または、10万円のいずれか低い額
１事業者あたり上限30万円
（１事業所・店舗につき上限10万円

３事業所・店舗まで）

その他の教育、学習支援業
※「青森市事業継続支援緊急対策事業補助金（令和２年５月
１日実施、令和２年６月４日実施）」により申請した店舗
等は対象外
※「青森県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金
（令和２年５月７日実施）」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

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

事業継続支援チーム（☎017－734－5132）

申請書（市ホームページ掲載）に必要事項を記入の上、
必要書類を添えて郵送で提出してください。
※記入の際には、固定資産税の納税通知書をご用意くだ
さい。
【申請先】〒030－0801

４月１日以降、市内に店舗を有し、賃借している
店舗等において自主的に感染拡大防止の取組を
行っている中小企業・小規模事業者等へ、店舗等の
賃料を補助します。

・洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、物品賃貸業

対象
業種

・医療業のうち「療術業」（100㎡未満）
・技術サービス業（写真業、設計コンサルタント業

受付期間
６月４日（木）

など）

～７月４日（土）

・その他の教育、学習支援業（100㎡未満）

対象

新町一丁目３－７

経済政策課宛

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

１事業者あたり上限 30 万円（賃料月額の８割）
（１事業所・店舗につき上限10万円 ３事業所・店舗まで）

※「青森市事業継続支援緊急対策事業補助金（令和２年５月
１日実施）」及び「青森県新型コロナウイルス感染症感染
拡大防止協力金（令和２年５月７日実施）」の対象外の

申請書（市ホームページ掲載）に必要事項を記入の上、
郵送で提出してください。
【申請先】〒030－0801 新町一丁目３－７
経済政策課宛

事業者。

小売・飲食業事業者への賃料補助
（６月14日締め切り）
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、店舗等の賃料を補助しました。
【支給件数】※６月18日時点
952事業者

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・
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

問 経済政策課（☎017－734－2403）

危機管理課 事業継続支援チーム
（☎017－734－5132）

●開設時間

青森市役所駅前庁舎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）

広報あおもり
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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

地場産業振興資金【特別小口枠】

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ています。

問 新ビジネス支援課（☎017－734－2379）

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

取扱金融機関

【融資件数・融資額

岩手銀行
青い森信用金庫

商工組合中央金庫

※６月12日時点】

融資件数…326件

融資額…７億9,450万円

◆ ご利用手続きの流れ
相談
１
市

セーフティネット・危機関連保証

２

相談
３

認定申請
申込者

申込

４
取扱金融機関

融資
６

認定書交付

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。

令和２年度 青森市職員採用試験
問 人事課（☎017－734－5093）

大学卒業程度及び医療職に加え、新型コロナウイルスの影響により離職されたかたや企業等の職務経験者などを対象
に「青森市職員採用試験」を実施します。
★大学卒業程度
【職種・採用人数】事務（30人程度）、電気（３人程度）、
機械（６人程度）、土木（６人程度）、
農林（２人程度）、消防（２人程度）
【採用開始日】令和３年４月１日

受付期間
７月３日（金）まで
※新型コロナウイルス対策として、原則、
郵送またはメールで提出をお願いします。

受験案内・申込書
★新型コロナウイルスの影響により離職されたかた
及び企業等職務経験者
【職種】事務・電気・機械・土木・農林
【採用人数】計10人程度
【採用開始日】令和２年10月１日または
令和３年４月１日

受験案内・申込書は、人事課、市役所各庁
舎・支所・市民センターで配布するほか、市
ホームページにも掲載しています。

試験日・試験会場
一次試験

７月19日（日）青森公立大学

※二次試験日は９月上旬を予定
★医療職
【職種・採用人数】獣医師（若干名）、薬剤師（５人程度）、
保健師（４人程度）、診療放射線技師（若干名）、
臨床検査技師（若干名）、理学療法士（若干名）、
作業療法士（若干名）、看護師（21人程度）
【採用開始日】令和２年10月１日または令和３年４月１日
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新型コロナウイルス感染症の影響による
緊急雇用対策として、
会計年度任用職員
人
を採用しました！

22

夏休み期間中に遠隔授業を実施します
問 教育委員会指導課（☎017－718－1869）
、教育委員会総務課（☎017－718－1368）

各学校においては、４・５月中の臨時休校による授業の遅れを取り戻すため、授業の効率化に努めた結果、不足する
授業数は当初想定していたものより削減されましたが、授業時数を確保するため、不足している授業時数が多い小学校
５年生から中学校３年生を対象に７月27日（月）～31日（金）
（中学校３年生は土・日を除く８月７日（金）まで）夏休み
の前半５日間から10日間で遠隔授業を実施します。

●遠隔授業を受けるためのパソコンを貸し出します
市の調査では、各家庭において、パソコン端末はないが通信環境はある家庭の割合が

6.7％、各学校平均で12人程度でした。
こうした家庭に対し、学校からパソコンを貸し出すことで、子ども達が、夏休みの遠
隔授業を各家庭から参加できるよう支援します。

●登校して遠隔授業を受ける子ども達のためエアコンを設置します
遠隔授業中、通信環境が整わないため、登校して遠隔授業を受ける子どもの割合は

9.1％、各学校平均で16人程度でした。
そのため、登校して遠隔授業を受ける子ども達のために、パソコン教室などに新たに
エアコンを設置し、子ども達の体調管理に十分配慮しながら、遠隔授業を実施します。
また、次年度以降の第２波の襲来に備え、全小・中学校の普通教室にエアコンを設置
するための設計を開始します。

放課後児童会にエアコンを設置します
問 子育て支援課（☎017－734－5348）

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
会において、夏期の気温・湿度が高い中でのマスク着用により、熱中症のリスクが高くなるおそれがあることから、エ
アコン未設置の放課後児童会（学校内開設31箇所・50教室、学校外開設６箇所）へエアコンを設置します。

学生の学びの継続を支援します
問 学務課（☎017－718－1414）

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、学校への進学や修学
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創設し、
「学びの継続」を支援します。
募集期間は、７月６日（月）～31日（金）です。

応募要件
・新型コロナウイルス感染症の影響により学資の支弁が困難
であること

採用予定人数・給付額
高校生等10人

月額16,000円

大学生等10人

月額33,000円

・学業成績が良好であること
・他の団体から奨学金等の貸与や給付を受けていないこと
※詳しくは、市ホームページに掲載している募集要項をご覧
いただくか、お問合せください。

支給時期
選考を経て９月初旬に支給予定
※在学する学校の正規の修業年限まで

広報あおもり
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文化芸術創造活動緊急対策事業
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ています。

補助額

１事業につき上限

30 万円（補助率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

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

坂本サトルさんによる
PR 動画を配信
事業の周知とともに、皆さんが自宅に
居ながら文化芸術を楽しんでいただく

活動を行っている個人

機会を提供するため、青森市在住の
ミュージシャン坂本サトルさんによる

意のグループ・団体（加点措置あり）
【対象となる事業】オンラインによる多様なメディアを活用して、文化

無観客プロモーションライブを配信し
ています。

芸術の創造と発信を行う事業

【配信期間】 ７月10日（金）まで

【申請期間】

７月10日（金）まで※当日消印有効

【申請方法】

申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて郵送また

【配信方法】 青森市または青森市文化

堤

観光振興財団

リンクステーションホール青森内、

ホームページ

aobunspo-pro@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

から無料で視

はメールで、青森市文化観光振興財団（〒030-0812
町一丁目４－１

聴できます。

－773－7304)へお問合せください。

コロナ禍で祭中止！
青森のねぶた文化を守れ！
ねぶた師緊急支援プロジェクト！
新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止のため、今年の「青森ねぶた
祭」が中止となったことに伴い、ねぶ
た師の方々を支援するためのプロジェ
クトを立ち上げ、クラウドファンディ
ングで資金を募りました。
県内外からたくさんの善意が寄せら
れ、ねぶた師描き下ろし色紙などの返
礼品が贈られます。
問 プロジェクト事務局
（内藤、080－5225－8445）

11 広報あおもり 臨時号 Vol.3

青森の高校野球応援！
2020年は甲子園と同じ土で
完全燃焼を！
夏の甲子園大会が中止となったこと
を受け、青森銀行野球部有志と青森県
高等学校野球連盟が、代替大会のメイ
ン球場となるダイシンベースボールス
タジアム（青森市営野球場）に整備す
る「甲子園と同じ土」の購入資金など
を募るクラウドファンディングを実施
しています。
【募集期間】７月10日（金）まで
問 青森銀行総合企画部広報室
（☎017－777－1111）

青森商工会議所青年部による
じゆうじしょく

「あおもり地遊地食」事業
市内の消費活動促進と地域の魅力を
再発見するため、ご家族で地元を周遊
する「あおもり地遊地食」事業を実施
しています。すべての店舗・施設を利
用した場合に抽選で「プレミアムあおも
り福袋」をプレゼント！
【実施期間】７月31日（金）まで
【賛同店舗・施設数】８店舗・施設
※小学生だけでの使用はできません。
問 青森商工会議所青年部
（☎017－734－1311）

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
臨時号Vol.３

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

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
申請は８月27日（木）までです。
申請忘れにご注意ください。

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

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
●人権相談ダイヤル（青森地方法務局）
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

（☎0570－003－110）

●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８：30～17：00
配偶者等からの暴力の悩みに応じます

時間：土・日、祝日除く８：30～18：00

●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）

●市税等の支払いが困難なかた
納税支援課（☎017－734－5209）
■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

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

●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）
浪岡事務所上下水道課（☎0172－62－1143）
時間：土・日、祝日除く８：30～17：00

●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

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

●消費者ホットライン（☎１８８「いやや！」）
新型コロナウイルスに便乗した詐欺などにご注意
を。おかしいなと思ったらすぐにお電話を！

●住居確保給付金
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

