
 

 

市民のみなさまへ 

Vol.27 
緊急事態宣言、全国解除 

 ～感染防止と社会経済活動の両立を図ろう！～ 

 

新型コロナウイルス感染症の患者は全国的に減少傾向が続いており、５月２５日、５

都道県（北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）でも緊急事態宣言が解除されま

した。これで、すべての都道府県で緊急事態宣言が解除されたことになります。 

 本市でも、５月１日から新規患者は確認されておりません。 

本当に苦しい思いをしながら活動自粛にご協力いただきました市民の皆さま、事業者

の皆さま、そして医療の最前線で献身的に従事されている医療・保健関係者の皆さまを

はじめ、市民生活を支えていただいている皆さまに、改めて、深く敬意を表しますととも

に、心より感謝申し上げます。 

 しかしながら、緊急事態宣言の全国解除は新型コロナウイルスからの「解放宣言」で

はありません。新型コロナウイルスとの闘いは長期戦になるとの覚悟をもって、今後とも

気を緩めることなく、感染防止を徹底していかなければなりません。併せて、段階的に

社会経済活動を回復し、感染防止と社会経済活動の両立を図っていくことが必要です。

ひたすら活動を自粛するのではなく、どうすれば感染防止を図りながら活動を拡大して

いけるのか、という姿勢が望まれます。 

その際のキーワードが「新しい生活様式」です。日々の暮らしや職場において、ＩＣＴも

積極的に活用しながら、感染防止につながる行動や仕組みを取り入れ、当たり前に実

践していくことが、感染防止と社会経済活動の持続的な両立につながります。 

市では、このような考え方に立って、当面の方針と緊急支援策第４弾を取りまとめま

した。 

市民の皆さまには、次の事項に留意いただき、ともに新しい日常を取り戻せるよう、ご

理解ご協力をお願いします。 

 

≪「新しい生活様式」の定着等に向けた協力要請≫ 

 日々の生活において、マスクの着用、手洗いや手指消毒など基本的な感染防止対策

に加えて、いわゆる「３密」を徹底的に回避し、人と人との距離をできるだけ確保するよ

うに心がけて下さい。 

 職場では、時差出勤や自転車通勤、ローテーション勤務など人との接触を少なくする

取組とともに、テレワークやテレビ会議などＩＣＴを活用した取組を進めて下さい。 

 ５月３１日までは、都道府県をまたいだ不要不急の往来を、６月１日から６月１８日まで

は、首都圏の４都県（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）と北海道との往来は自粛し

て下さい。 

 これまでにクラスターが発生したような施設については、５月３１日まで利用を自粛して

下さい。６月１日以降は、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等に基づく対

策が徹底されていることを確認の上、利用するようにして下さい。 

  ☞資料１ 福島県新型コロナウイルス感染症防止対策 Ｐ１～Ｐ７参照 



 

 

≪学校等の対応≫ 

 市立小・中・特別支援学校、市立幼稚園は、５月２５日に再開しました。 

 それぞれ段階的に通常の授業・保育に移行していく予定です。 

 

≪市有施設の取扱い≫ 

 市有施設については、手洗いや手指消毒、マスク着用、室内換気などの基本的な感

染防止対策に加え、必要に応じ、人数制限等の対策を講じたうえで、順次利用を再開

し、拡大していく予定です。 

個別の状況については、資料２をご覧下さい。 

利用者の皆さまには、「３密」を避けるとともに、施設において感染防止上の様々なお

願いが出されている場合が多いので、ご協力いただきますようお願いします。 

 

≪イベント等の取扱い≫ 

１．広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、中

止も含めて慎重な検討をお願いします。 

２．イベント等を開催する場合には、「３密」のような状況を回避するため、次のような適

切な感染防止対策を講じた上で開催するようお願いします。 

① ６月１８日までは、屋内イベントの場合は、１００人以下または収容定員の半分以

下の、どちらか小さい方の人数としてください。屋外イベントの場合は、２００人以下

かつ人との距離を２ｍ以上確保するようにしてください。なお、イベント等の前後や

休憩時間などでの交流の場の設定は、感染リスクを高める可能性がありますので、

極力お控えください。 

② ６月１９日以降は、屋内・屋外共に１，０００人以下または収容定員の半分以下の

人数としてください。屋外イベントの場合は、人との距離を２ｍ以上確保するように

してください。 

③ ①②いずれの場合も、手指消毒やマスク着用、室内換気等の基本的な感染防止

対策に加え、入退場時の制限や誘導、待合場所等における密集の回避など、きめ

細かな感染防止対策の徹底をお願いします。 

 また、上記の参加人数に満たない場合でも、密閉された空間で大声を発したり、

歌唱をしたり、近接した距離で会話等が想定される場合は、慎重にご検討下さい。 

④ 地域の盆踊りなど、広域的な参加が見込まれない行事であって、参加者がおお

よそ把握できるものについては、適切な感染防止策を講じた上で開催して下さい。 

⑤ イベント等の参加者の名簿を作成し、ある程度の期間保存していただけると幸い

です。 

☞資料１ 福島県新型コロナウイルス感染症防止対策 Ｐ９～Ｐ１２参照 

 

 

 



 

 

≪福島市の緊急支援策第４弾≫ 

 市では、今般、緊急支援策第４弾を取りまとめました。 

 内容は、資料３の通りであり、第４弾では、医療体制の充実など感染防止対策をさら

に強化するとともに、市民生活支援として、ふくしま市民生活エールクーポンを発行しま

す。外出自粛等にご協力いただいている市民の皆さまに感謝を込めて、一人３,０００円

分配分することとし、１３,０００円分の商品券を１０,０００円で購入できるようにします。 

 市民の皆さまが幅広く利用できるようにしていきたいと考えておりますので、事業者の

皆さまには積極的に利用可能店としてご参加いただき、魅力的な商品・サービスを提供

いただきますようお願いいたします。 

 また、地域経済対策では、売上が５０％以上減少した事業者には様々な支援策が用

意されていることを考慮し、売上が２０％以上５０％未満減少した事業者に１０万円の給

付金を交付します。 

 さらに、今回からは地域経済回復のための支援策も設け、ＩＣＴの活用等新しい生活

様式に対応したビジネスモデルの創出やイベント開催等を通じたにぎわいの回復に対し、

支援を行います。 

 詳しくは、市議会で予算の議決をいただいてから速やかにお示しし、実行に移してま

いります。 

 

 以上の内容でお分かりの通り、ようやく前を向いて動き出すことができるようになって

きました。新しい生活様式の定着を図りながら、今後も気を緩めることなく、感染防止と

社会経済活動の回復の両立を図ってまいります。 

 感染症の患者さんやご家族、医療関係者等への偏見・差別、誹謗・中傷は、人を傷つ

け、地域の分断も招きます。決して行わないよう、強くお願いします。 

 市民一丸となって、新しい日常をつくっていきましょう。ご理解、ご協力をよろしくお願い

します。 

 

 

令和２年５月２９日 

福島市長 木幡 浩 
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福島県新型コロナウイルス感染拡大防止対策の概要

１．区域

１

福島県全域

令和2年6月1日(月)から令和2年7月31日(金）
（県内の感染状況や感染拡大リスク等を踏まえながら
３週間ごとに段階的に緩和）
① 令和2年6月 1日(月)から令和2年6月18日(木)
② 令和2年6月19日(金)から令和2年7月 9日(木)
③ 令和2年7月10日(金)から令和2年7月31日(金)

２．期間

３. 実施内容
（１）「新しい生活様式」の定着等に向けた協力依頼
ア 日々の暮らしの感染対策

「３密」の回避（密集、密接、密閉）やマスクの着用、手洗いなどの手指衛生、
人と人との距離の確保などの徹底。

イ 職場における感染対策
時差出勤や在宅勤務(テレワーク)、テレビ会議などの取組を推進。



（２）施設に対する協力依頼
学校をはじめとした全ての事業者や業界団体において、業種ごとに策定される

感染拡大予防ガイドラインや「施設に応じた感染拡大を予防するための工夫
（例）」等に基づく感染防止対策の徹底を依頼。

（３）イベント等に関する協力依頼
６月１８日までの間は、引き続き適切な感染防止策を講じた上で、屋内の場合

は１００人以下、屋外の場合は２００人以下の参加人数とすること。
６月１９日以降については、イベントの規模要件を段階的に緩和。

（４）感染拡大の傾向がみられた場合の対応
感染拡大の兆候や施設、催物等におけるクラスターの発生があった場合、国と連

携して、県民に対して外出自粛に関する必要な協力の要請等を行うとともに、施設
管理者等やイベント等の主催者に対して必要な協力の要請等を行う。 ２

ウ 移動に関する感染対策
・６月１８日までの間、５月２５日に緊急事態宣言が解除された北海道や埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県との不要・不急の往来はできるだけ控えること。
（５月３１日までは不要不急の都道府県をまたいだ往来は極力控えること）

・これまでにクラスターが発生している業種のうち、感染防止策が徹底され一定
の安全性が確保できると考えられる業種については、６月１日から外出自粛
の対象としない。

・その他の業種については、感染拡大予防ガイドラインの策定や、それに基づく
対策が徹底されるまでの間、引き続き外出を控えること。



ア 日々の暮らしの感染対策
・「換気の悪い密閉空間」、「大勢いる密集場所」、「間近で会話する密接場面」
の「３つの密」を徹底的に回避。

・マスクの着用。
・手洗いなどの手指衛生。
・人と人との距離の確保（できるだけ２ｍ、最低１ｍ）。

イ 職場における感染対策
・時差出勤や自転車通勤による人との接触を低減する取組。
・在宅勤務（テレワーク）やローテーション勤務、テレビ会議の取組を推進 など

ウ 移動に関する感染対策
・６月１８日までの間、５月２５日に緊急事態宣言が解除された北海道や埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県との不要・不急の往来はできるだけ控えること。
（５月３１日までは不要不急の都道府県をまたいだ往来は極力控えること）

・これまでにクラスターが発生している業種のうち、感染防止策が徹底され一定
の安全性が確保できると考えられる業種については、６月１日から外出自粛の
対象としない。

・その他の業種については、感染拡大予防ガイドラインの策定や、それに基づく対
策が徹底されるまでの間、引き続き外出を控えること。

（１）「新しい生活様式」の定着等に向けた協力依頼

３

※「新しい生活様式」については、別紙「新しい生活様式の実践例」を参考にしてく
ださい。



外出自粛の段階的緩和（県をまたぐ移動等）

〇「新しい生活様式」に基づく行動。手指消毒やマスク着用、発熱等の症状がある者は外出等を避けるなど、基本的な感染

防止策の徹底・継続。

時期 外出自粛

県をまたぐ移動等 観光

～５月３１日 不要不急の県をまたぐ移動は極力避ける
県外からの観光客の呼び込みは控え、

県内観光から取り組む

観光地において、人と人との間隔を確保

①６月１日～６月１８日
○

５月２５日に緊急事態宣言が解除された

５つの都道県との不要・不急の往来はできるだけ控える

②６月１９日～７月９日

○
○

県外からの観光客の呼び込みを実施
観光地において、人と人との間隔を確保

③７月１０日～７月３１日

「移行期間における都道府県の対応について」
（令和2年5月25日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡）を参考に作成 ４



時期 クラスター発生施設等への外出自粛等

接待を伴う飲食業、ライブハウス等
カラオケ、スポーツジム等

（バーやその他屋内運動施設等も含まれる）

～５月３１日

業界や専門家等による更なる感染防止策等の検討

業種別ガイドラインの作成

①６月１日～６月１８日

○
感染防止策を徹底し、厳密なガイドライン等を遵守
クラスターが発生した場合等には休業要請等を検討

②６月１９日～７月９日
○

感染防止策を徹底し、厳密なガイドライン等を遵守
クラスターが発生した場合等には休業要請等を検討

③７月１０日～７月３１日

外出自粛の段階的緩和（クラスター発生施設等）

５
「移行期間における都道府県の対応について」

（令和2年5月25日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡）を参考に作成



６
出典：新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言案」（2020年5月4日）



７
出典：新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言案」（2020年5月4日）



（２）施設に対する協力依頼

８

学校をはじめとした全ての事業者や業界団体において、業種ごとに策定される感染
拡大予防ガイドラインや「施設に応じた感染拡大を予防するための工夫（例）」等に
基づく、感染防止対策の徹底を依頼。

屋外 屋内

運動施設
(屋外) 公園

映画館
公会堂
演芸場等

物品販売業
(スーパー等)

博物館
美術館
図書館

理美容 ほ
か対人サービ

ス業

学校
学習塾 公共交通 飲食店

密接 ロッカー、シャワー等
屋内共用施設使用制限

入場人数の制限・ 滞在
時間の制限

滞在時間の
制限

小人数で 滞
在時間の制限

乗車人数
制限・
時差通勤

入場人数の
制限・滞在
時間の制限

密集

接触

スポーツの

制限

密の注意
喚起掲示

四方を
空けた
席配置

レジ等で 間
隔を空ける

（床に印を

つける等）

四方を空け
た席配置・
展示配置
の工夫

四方を
空けた
席配置

四方を
空けた
席配置

座席間隔
に留意

座席間隔
に留意・
真正面は
避ける

密閉 ― 頻繁な換気（窓開け、扇風機）
テラス席
2方向換気

衛生
対策
その他

マスク着用

ー 対面する場でのビニールカーテン等設置・対面機会を避ける

スポーツ後
の飲み会等
は控える

ー 入場時手指衛生 こまめな
手洗い

ー 入場時
手指衛生

共用物品・設備の消毒（ディスポの利用も）、キャッシュレス

ー （滞在時間が長い場合）入場時体調チェック ー

従業員の衛生対策・３密対策、休憩や食事の分散

施設に応じた感染拡大を予防するための工夫（例）

「緊急事態措置の維持及び緩和等に関して」（令和2年5月4日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡）を参考に作成



（３）イベント等に関する協力依頼
６月１８日までの間は、引き続き適切な感染防止策を講じた上で、屋内の場合は

１００人以下、屋外の場合は２００人以下の参加人数とすること。

６月１９日以降については、イベントの規模要件を段階的に緩和。

９

【イベント等の開催可否の判断】
①の段階（６月１日から６月１８日まで）
・屋内であれば100人以下、かつ収容定員の半分以下の参加人数にすること
・屋外であれば200人以下、かつ人と人との距離を十分に確保できること（できるだけ２ｍ）
・適切な感染防止対策（入退場時の制限や誘導、待合場所等における密集の回避、手指の消毒、マスクの着用、室内の換気、
出演者の発生等を伴う催物にあっては客席との十分な距離の確保、声援に係る感染防止策等）を講じること

・イベント等の前後や休憩時間などの交流の場で感染拡大のリスクを高める可能性があることを踏まえ、イベント等の主催者
等はこうした交流等を極力控えるよう呼びかけること

・展示会 、見本市等についても、人数、収容定員に係る人数割合及び人と人との距離に係る要件並びに感染防止策について
はイベントに準じて対応することとし、人と人との距離等が確保されるよう入場制限等の対応を適切に講ずること

②の段階（６月１９日～７月９日まで）
・屋内・屋外ともに1,000人以下
・上記人数要件に加え、屋内にあっては収容定員の半分程度以内の参加人数にすること
・屋外にあっては人と人との距離を十分に確保できること（できるだけ２ｍ）

③の段階（７月１０日～７月３１日まで）
・屋内・屋外ともに 5 ,000 人以下
・上記人数要件に加え、屋内にあっては収容定員の半分程度以内の参加人数にすること。屋外にあっては人と人との距離を十分に確
保できること（できるだけ２ｍ）。
（注）上記の人数は、主催者と参加者のいる場所が明確に分かれている場合（例えばプロスポーツイベントの選手と観客

等）には参加者数のみを計上することとし、主催者と参加者のいる場所が明確に分かれていない場合（例えば展示会
の主催者と来場者等）には両者を合計した数とする。



１０

【イベントの無観客開催について】
全国的な人の移動を伴うイベント（プロスポーツ等）については、主催者において選手・出演者等に対して適切な感染予防

策（例えば、選手等に発熱や感冒症状がある場合の出場自粛、控え場所等における三密回避等）を講じること。
イベントの選手・出演者、観客等の移動中や移動先における感染防止のための適切な行動管理（例えば、夜の街への外出等

の感染リスクのある行動の回避）を確保することを前提として、まずは６月１９日以後、無観客で開催すること（７月１０日
以後は各段階における上限人数、収容定員に係る人数割合及び人と人との距離に係る要件によること。）。

【祭り等の行事に係る対応】
祭り、花火大会、野外フェスティバル等 、人数の管理が困難な行事については、次のとおりの対応を行うこと。
①地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるもの
については、適切な感染防止策（例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、行事の前後における三密の生
ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等）を講ずること。

② ①以外の行事（全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なもの）については、中止を含め
て慎重に検討すること。

【感染拡大防止に係る重要な留意点】
①各段階における上限人数に満たないイベントであっても、イベントの形態や場所によってリスクが異なることには十分に

留意すること。例えば、密閉された空間において大声での発声、歌唱や声援、又は近接した距離での会話等が想定される
ようなイベント等に関しては、上記の上限人数や収容率の目安に関わらず、開催にあたってより慎重に検討すること。

②イベントの主催者等は、参加者の名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、導入が検討されている接触確認アプ
リの活用を検討すること。



時期 収容率 人数上限

①６月１日～６月１８日

屋内 50％以内 100人

屋外
十分な間隔
＊できれば２ｍ

200人

②６月１９日～７月９日

屋内 50％以内 1000人

屋外
十分な間隔
＊できれば２ｍ

1000人

③７月１０日～７月３１日

屋内 50％以内 5000人

屋外
十分な間隔
＊できれば２ｍ

5000人

イベント開催制限の段階的緩和（その１）

１１「移行期間における都道府県の対応について」
（令和2年5月25日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡）を参考に作成



時期 コンサート等 展示会等 プロスポーツ等
（全国的移動を伴うもの）

お祭り・野外フェス等

①６月１日～

６月１８日

〇
【100人又は50％(注)

（屋外200人）】
＊密閉空間で大声を発する
もの、人との間隔を十分確
保できないもの等は慎重な
対応、管楽器にも注意

〇
【100人又は50％】
＊入場制限等により、人と
の間隔を十分確保できない
もの等は慎重な対応

×

全国的・広域的 地域の行事

②６月１９日～
７月９日

〇
【1000人又は50％】
＊密閉空間で大声を発するもの、
人との間隔を十分確保できない も
の等は慎重な対応、管楽器にも注
意

〇
【1000人又は50％】
＊入場制限等により、人との間
隔を十分確保できないもの等は
慎重な対応

〇
【無観客】(ネット中継等)
＊無観客でも感染対策徹底、主
催者による試合中・前後におけ
る選手等の行動管理

× 〇
＊特定の地域からの来
場を見込み、人数を管
理できるものは可

③７月１０日～
７月３１日

〇
【5000人又は50％】
＊密閉空間で大声を発するもの
等は、厳格なガイドラインによ る
対応

〇
【5000人又は50％】
＊入場制限等により、人との間
隔を十分確保できないもの等は
慎重な対応

〇
【5000人又は50%】
＊感染対策徹底、主催者による
試合中・前後における選手・観 客
等の行動管理

(注)どちらか小さい方を限度。他の場合も同様。

〇イベント主催者は、特に、全国的な移動を伴うものには格段の注意。イベント参加者は、自身が感染対策を徹底していても、

感染リスクはあることに留意。また、発熱等の症状がある者はイベントに参加しない（無症状で感染させる可能性も）。

イベント開催制限の段階的緩和（その２）

１２
「移行期間における都道府県の対応について」

（令和2年5月25日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡）を参考に作成



（４）感染拡大の傾向がみられた場合の対応
今後、感染拡大の兆候やクラスターの発生があった場合は、国と連携して特措法

第２４条第９項に基づく措置を含め、次により対応する。

ア 外出の自粛等
外出の自粛に関して速やかに県民に対して必要な協力の要請等を行う。

イ イベント等の開催
催物の無観客化、中止または延期等を含めて、速やかに主催者に対して必要な協

力の要請等を行う。

ウ 施設の使用制限等
施設の使用制限等を含めて、速やかに施設管理者等に対して必要な協力の要請等

を行う。



施設の状況

公園・スポーツ施設
対象施設 実施時期 内容
福島トヨタクラウンアリーナ（国体記念体育館） 6月1日～利用可 6月1日～アリーナ以外も全室利用可。※人数制限あり
ＮＣＶふくしまアリーナ（福島市体育館・武道場） 6月1日～利用可 ６月１日～武道場等全室利用可。※人数制限あり

信夫ケ丘競技場 6月1日～利用可
６月１日～トラック、フィールド以外も利用可
※人数制限あり

信夫ケ丘球場 6月1日～利用可 6月１日～フィールド以外、全室利用可
飯坂野球場 利用可
飯野野球場 利用可
蓬莱中央公園（野球場・自由広場） 利用可
庭球場（森合） 6月1日～利用可 更衣室・休憩室は人数制限あり
弓道場 利用可 人数制限あり
NCVふくしまパークゴルフ場 6月1日～利用可 ６月１日～クラブハウス利用可※人数制限あり
クレー射撃場 利用可
千貫森庭球場 6月1日～利用可
十六沼公園（テニスコート・スポーツ広場） 利用可
十六沼公園サッカー場 利用可
十六沼公園スケートボードパーク 利用可
十六沼公園屋根付運動場 利用可
十六沼公園（ぴょんぴょんドームと遊具） 利用可 ６月１日～ぴょんぴょんドームも利用可
十六沼公園体育館 6月1日～利用可 会議室、更衣室・シャワー室は人数制限あり
東部体育館 6月1日～利用可 更衣室は人数制限あり
南体育館 6月1日～利用可 付属研修室、更衣室は人数制限あり
西部体育館 6月1日～利用可 会議室、更衣室・シャワー室は人数制限あり
湯野地区体育館 6月1日～利用可
松川地区体育館 6月1日～利用可
清沢地区体育館 6月1日～利用可
飯野地区体育館 6月1日～利用可 更衣室は人数制限あり
飯坂武道場 6月1日～利用可
相撲場 6月1日～利用可
飯野地区運動場 6月1日～利用可

・新浜公園（ふれあい交流センター談話室と遊具）
・大森城山公園（大型複合遊具と物見やぐら）
・松川工業第1公園（タワースライダーと遊具の一部）
・萩公園（大型複合遊具）
・勝口公園（大型複合遊具）
・弁天山公園（複合遊具）
・ふくしま北中央公園（遊具）
・荒川桜づつみ河川公園（複合遊具）

ふくしま児童公園SFCももりんパーク（児童公園） 6月1日～利用可
さんどパーク 一部利用不可 利用時間・人数・遊具の利用制限有
荒川運動公園
信夫ヶ丘総合運動公園（緑地公園）
森合運動公園多目的広場
中央市民プール
森合市民プール
飯野地区運動場

蓬莱中央公園（テニスコート） コート不良のため利用休止

福祉・高齢者施設
対象施設 実施時期 内容
老人福祉センター 5月27日から利用可 利用人数、利用方法について一部制限あり。

ヘルシーランド福島 一部利用可
サウナの利用は不可
利用人数の制限あり
飲食の禁止（水分補給は除く）

福島市身体障がい者福祉センター「腰の浜会館」 5月27日から利用可 利用人数、利用方法について一部制限あり。
わたりふれあいセンター 5月25日から利用可 利用人数、利用方法について一部制限あり。
敬老センター 5月21日から利用可 利用人数、利用方法について一部制限あり。
飯野地域福祉センター 6月1日から利用可 利用人数について制限あり。
松川町屋内ゲートボール場 5月22日から利用可

遊具等の利用を制限する公園（制限解除） 5月17日～制限解除

工事中または供用期間外の
ため利用休止
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学習センター
対象施設 実施時期 内容
学習センター（センター内図書室含） 6月1日～通常利用可 ※5/31まで夜間及び火曜日の利用は不可。

児童センター・保育所・幼稚園
対象施設 実施時期 内容

市立幼稚園 5月25日～再開
5月中は分散登園
6月1日以降は通常登園（クラスごとに慣らし期間（午
前保育）を設け6月15日から通常保育の予定）

認可保育施設 通常開所を継続
通常どおり開所（継続）
自宅で保育いただいた園児については、心身への負担
を考慮し、５月中は、段階的な登園をお願いします。

児童センター（清水・渡利・蓬莱・東浜・野田） 6月1日～自由来館も利用可
自由来館を再開
 放課後児童クラブは通常どおり開所（継続）

市立小・中・特別支援学校
対象施設 実施時期 内容

市立小・中・特別支援学校

5月24日まで
5月25日から5月31日まで

6月1日から

臨時休業
学校再開（週２回の登校日を設ける。※小学１・６年生、中
学３年生は週３回）
通常登校

文化・教育施設
対象施設 実施時期 内容
市立図書館 利用可
西口ライブラリー 利用可
子どもライブラリー 利用可
こむこむ館 一部利用不可 （のびのび広場・リハーサルスタジオ等）の利用は不可
立子山自然の家 利用可
旧佐久間邸 6月1日～利用可 5月31日まで、調理室のみ利用不可
ふくしん夢の音楽堂 6月1日～利用可 　6月1日～ホール、練習室の利用も可※人数制限あり
古関裕而記念館 6月1日～利用可 2F視聴コーナーは利用休止、入館制限あり。
草心苑 利用可
宮畑遺跡史跡公園 利用可
民家園 6月1日～利用可
市民ギャラリー 6月1日～利用可
御倉邸 利用可

観光施設・歴史遺産
対象施設 実施時期 内容
浄土平天文台 5月18日～利用可
旧堀切邸 5月17日～利用可
つちゆロードパーク 5月17日～利用可
UFOふれあい館 5月19日～利用可
UFO物産館 5月20日～利用可
あったか湯 5月18日～利用可
中之湯 5月17日～利用可
湯楽座 5月17日～利用可
湯愛舞台 5月17日～利用可
波来湯 4月19日から 臨時休館
飯坂温泉公衆浴場（波来湯を除く） 4月23日から 6：00～10：00、15：00～22：00に短縮営業

ふくしまスカイパーク 6月6日～利用可
離着陸場の使用は、通常どおり利用可能
ふくしま飛行協会の展示場の開放休止（6月6日より開放）

四季の里 利用可

開園時間：当面の間9：00～17：00
各施設は短縮営業
・アイス屋：10：00～15：00
・売店：10：00～15：00
・アサヒビール園：11：00～17：00（限定メニュー、テイクアウトのみ）
・いなか亭：10：00～14：00（テイクアウトのみ）

小鳥の森 6月2日～利用可
ネイチャーセンターは休館、その他は通常利用可
6月2日より全施設通常利用可（6月1日はネイチャーセン
ター定休日）

水林自然林 6月1日～利用可
キャンプ場、BBQは5月31日まで利用休止、その他は通常
利用可（6月1日より全施設利用可）
※キャンプ場、BBQの予約受付は5月27日より開始

もにわの湯 利用可
茂庭ふるさと館 利用可
茂庭生活歴史館 利用可
茂庭広瀬公園キャンプ場 利用可
荒川資料室 利用可
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集会・研修施設
対象施設 実施時期 内容
市民会館 利用可 各部屋の収容人員を定数の１/２以下とする。
男女共同参画センター（会議室） 利用可 各部屋の収容人員を定数の１/２以下とする。
サンライフ福島 6月1日～利用可 予約の受付開始は５月２０日から可能。

キョウワグループ・テルサホール 6月1日～利用可
利用相談は５月２０日から可能。
予約の受付開始は６月１日から可能。

働く婦人の家 6月1日～利用可
利用相談は５月２０日から可能。
予約の受付開始は６月１日から可能。

勤労青少年ホーム 6月1日～利用可
利用相談は５月２０日から可能。
予約の受付開始は６月１日から可能。

AOZ 利用可 予約の受付開始は５月１８日から可能。
東部勤労者研修センター 利用可 予約の受付開始は５月１８日から可能。

西部勤労者研修センター 利用可
予約の受付開始は５月１８日から可能。
※６月１日より多目的ホール利用可

産業交流プラザ（コラッセふくしま２階及び１２階展望室） 6月1日～利用可 予約の受付開始は５月２０日から可能。

産業交流プラザ（コラッセふくしま３階会議室及び企画展示室） 6月1日～利用可 予約の受付開始は５月２０日から可能。

パルセ飯坂 利用可
市民活動サポートセンター（チェンバおおまち内） 利用可 各部屋の収容人員を定数の１/２以下とする。
まちなか交流施設（ふくふる） 利用可 各エリアの収容人員を定数の１/２以下とする。
いいの交流館 利用可
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時期
支援策 第一弾(3/23) 第二弾(4/9) 第三弾(4/22) 第四弾(5/21)

第１の柱
感染防止対策

●保育所等へ不織布
マスク・消毒液等の
購入支援、または配布

※小中学校への備蓄
マスク2万枚の配布

(3/27)

●地域でマスクをつく
って、学校応援プロ
ジェクト

●医療機関への特別給付金の給付
●医療資材の提供
●ＰＣＲ検査体制の強化
●母子生活支援施設の感染症対策
に係る改修費用の補助 ほか

●第2波を想定した医療体制の
充実

●産後ケア事業を行う施設への
衛生用品等の支援

●ごみ収集事業者への衛生用品
の支援

第２の柱
市民生活支援

●放課後児童クラブの

運営費補助
※保育料の減額(3/4)
※相談専用電話の設置
(2/5)

※帰国者・接触者相談
センターの設置(2/7)

※救急車全13台にウイ
ルス活動を抑制する
オゾン発生装置の
設置(3/16以降順次)

※ＩＣＴ教材を活用した
学習支援(4/13以降
随時更新)

※本庁1階に市独自の
生活相談案内窓口の
設置(4/17)

●特別定額給付金等の早期支給
●市営住宅の入居支援
●内定取消学生等に対する就職
支援

●児童生徒の学習支援の強化
●放課後児童クラブの運営費補助
●患者等への相談体制の強化

ほか

●ふくしま市民生活エール
クーポン

●学生の臨時就労機会の創出
●認可外保育施設利用者の支援
●子ども食堂の支援
●情報発信の強化

第３の柱 地域経済対策

①事業者
緊急支援

●信用保証料補助・
利子補給

●ピンチをチャンスに
プロジェクト

●福島エールごはん
プロジェクト

●旅館業への温泉使用
料・水道料金の減免

●テナント飲食店舗への賃料の
補助

●自己所有飲食店舗への補助
●市場使用料等の納付猶予

●国給付金対象未満の事業者等
への支援

●公共交通事業者への支援
●市場使用料の減免
●就職活動マッチングの支援

②地域経済
回復

●新しい生活様式に対応した
ビジネスモデル創出への支援

●イベント開催等を通じた
にぎわいの回復

※印：第一弾から第四弾の発表期間前後に実施（決定）したもの
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※特別職の手当減額



緊急事態宣言は解除されたものの、「新しい生活様式」の定着・徹底を図り

つつ、市の現状、市民や事業者のニーズ、さらには国・県の動向等を踏まえ、

１. 感染防止対策 、 ２. 市民生活支援 、 ３. 地域経済対策の３本の柱を軸に

第四弾の緊急支援策を実施します。

第四弾では感染予防対策を強化するほか、外出自粛等にご協力いただい

た市民の皆さまに寄り添った支援に力を入れるとともに、地域経済回復に

取り組みます。

【全体事業費】

１４事業

第四弾 【5/21発表】

事業費
合 計

財源内訳

国 県 その他 一般財源

4,004,305 2,000 ー 2,770,000 1,232,305

単位：千円

※事業費合計に既定予算対応分は含まない
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医療従事者支援、ＰＣＲ検査専門外来の新設、医療機関への医療資材提供、小中学校・
幼稚園・保育所・認定こども園・認可外保育所・放課後児童クラブに対する手指消毒用
アルコールの配布及び衛生用品の購入支援等、これまでの対策に続き、新たな感染
防止対策を実施します。

（1）第２波を想定した医療体制の充実 【市独自】 事業費：既定予算対応
① 市医師会と連携し、第2波に備えた発熱外来の整備

② 抗原検出用キットの活用

③ 医療支援資材や患者のデータベースの構築

(2)産後ケア事業を行う施設への衛生用品等の支援 事業費：2,000千円
産後ケア事業を行う施設への、不織布マスクや消毒用アルコール等の衛生用品等を支援し
ます。

(3)ごみ収集事業者への衛生用品の支援 【市独自】 事業費：既定予算対応
衛生用品が不足しているごみ収集事業者へ、不織布マスクや消毒用アルコールを支援します。

第１の柱 感染防止対策 ３事業 ２，０００千円
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（1）ふくしま市民生活エールクーポン 【市独自】 事業費：3,740,000千円
外出自粛等にご協力いただいている市民の皆さまへの感謝の意味を込めて「ふくしま市民

生活エールクーポン」を発行し、市民生活を支援します。

（13,000円分の商品券が10,000円で購入可能）
また、エールクーポンを市内飲食店や小売店、温泉旅館などで幅広く使用していただくことで、

地域経済の回復へも繋げます。

（2）学生の臨時就労機会の創出 【市独自】 事業費：12,300千円
アルバイト収入等が減少し、困窮している学生を対象に、市で短期間かつ短時間の就労機会

を創出します。（約５０人、6月上旬～8月）

（3）認可外保育施設利用者の支援 【市独自】 事業費：14,988千円
感染拡大防止のため認可外保育施設の登園自粛にご協力いただいた利用者に対して、自粛
した日数分の利用料を補助します。

（4）子ども食堂の支援 【市独自】 事業費：1,300千円
子ども食堂の再開と新たな生活様式に対応した取り組みを支援します。

（5）情報発信の強化 【市独自】 事業費：10,000千円
新聞、ラジオ、テレビによる新型コロナウイルス感染症対策関連の情報発信を強化します。

第２の柱 市民生活支援 ５事業 ３，７７８，５８８千円
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（1）国給付金対象未満の事業者等への支援 【市独自】 事業費：128,957千円
国の持続化給付金の対象外となる売上高20％～50％未満減少の事業者に対し、今後の
事業継続を支援するとともに、あわせて新しい生活様式への対応を進めていただくため

一事業者10万円の給付金を交付します。

また、自家源泉等を有する温泉旅館へ、温泉施設維持管理経費を支援します。

（2）公共交通事業者への支援 【市独自】 事業費：16,260千円
タクシー事業者や貸切バス等事業者へ、1台あたり3万円を支援します。
（参考）タクシー 市内１９社 ４４個人

貸切バス等 市内１４社

（3）市場使用料の減免 【市独自】
売り上げが減少している市場内卸売業者・仲卸業者等へ、売り上げの減少率に応じて市場

使用料を減免します（5月～8月分）。

(4)就職活動マッチングの支援 【市独自】 事業費：3,000千円
企業紹介動画を就職支援ポータルサイトに掲載するほか、オンライン合同企業面接会を開催
し、企業の採用活動と学生の就職活動を支援します。

また、企業に対して、オンライン面接に必要なサポートを行います。

第３の柱 地域経済対策 ６事業 ２２３，７１７千円
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事業者緊急支援



（1）新しい生活様式に対応したビジネスモデル創出への支援 【市独自】

事業費：53,000千円
電子決済やネット販売への参入など、ICTの活用等による新しい生活様式に対応した

新たなビジネスモデルを創出する事業者（中小企業者）の取り組みを支援します。
（補助率2/3、下限100千円・上限500千円）

また、ICTを活用した新たなビジネスモデルを検討している中小企業や個人事業主に対して

市で電話等によりサポートを行います。

（2）イベント開催等を通じたにぎわいの回復 【市独自】 事業費：22,500千円
各商店街で開催するイベントに対する補助率を嵩上げし、感染予防対策と、まちの賑わいや
活性化を支援します。（補助率を３/１０から２/３へ）

また、感染の動向に応じ段階的に市が主催するイベントの準備を進めます。

（3）ふくしま市民生活エールクーポン 【市独自】 事業費：3,740,000千円 ※再掲
外出自粛等にご協力いただいている市民の皆さまへの感謝の意味を込めて「ふくしま市民

生活エールクーポン」を発行し、市民生活を支援します。
（13,000円分の商品券が10,000円で購入可能）

また、エールクーポンを市内飲食店や小売店、温泉旅館などで幅広く使用していただくことで、

地域経済の回復へも繋げます。

地域経済回復
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第三弾の発表以降に実施した支援策

◆ オンライン帰省動画の配信（4/28）

◆ 「おうちで元気アップ⤴⤴」運動動画の配信

≫ 東邦銀行陸上競技部 佐藤智美選手（4/28）、福島ユナイテッドFC アカデミースタッフ（5/1）

◆ ふくしん夢の音楽堂での演奏をYouTubeで配信（4/28）

◆ お家で出来るカンタン体操をYouTubeで配信（5/1）

◆ インターネット・電話予約による図書貸出サービス（5/8）

◆ 「福島エール便」プロジェクト（5/8）

◆ 新型コロナウイルス感染症妊婦相談窓口の設置（5/11）

◆ 「福島エールひろば」を市ホームページに開設（5/13）

◆ 新型コロナウイルス感染症対応型防災訓練の実施（5/16）

◆ 小・中・特別支援学校、保育施設・幼稚園の児童・生徒・職員へ布製マスクの配布（5/19～）

◆ 市立小・中学校、特別支援学校へ非接触型体温計を配備（5/20）

市役所における感染防止対策

◆ 窓口に飛沫防止板・シートの設置（4/3）

◆ 保健所への職員5名増員（4/7）

◆ 人員密度分散ワークの実施（4/13）

◆ 一部執務フロアの分散化（4/22）

◆ 全職員対象に時差出勤の導入（4/27） ※3/2～公共交通利用職員対象に導入

◆ 在宅勤務の実施（4/27） ※4/21～試行的実施

特別職の手当減額

◆ 市長等の6月期末手当の減額
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