
 

  

 

移行期間（ステップ③～）における福島市の対応 

                                         令和２年７月１０日 

                                           福 島 市 

１．基本的な対応方針 

 ① 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、感染拡大の防止に取

り組む 

 ② 地域経済活動の回復に向けて段階的に活動を拡大する 

 ③ 地域の総力を結集して乗り越える 

 

２．「新しい生活様式」の定着等に向けた協力要請等 

  県の協力要請を市民に周知する。 

   ⅰ 日々の暮らしの感染防止対策 

ⅱ 職場における感染防止対策 

ⅲ 移動に関する感染防止対策 

・発熱等の症状がある場合は、都道府県をまたぐ移動や外出を控えること。 

・県外との往来は、移動先（地域）の感染状況を確認し、３密となるような場所や感染防

止対策が徹底されていない施設等は出来るだけ避け、マスクの着用などの感染防止

対策を徹底するなど慎重に行動すること。 

・熱中症を防ぐために屋外で人との距離が２ｍ以上離れている場合は、マスクをはずし、

水分補給を行うこと。 

・継続して感染者が発生しているなど相対的に感染リスクの高い地域に移動する場合

や、そうした地域から家族が帰省する場合等には、接触確認アプリの活用や移動後２

週間の行動歴を記録するなど、感染拡大のリスクを最小限にするための協力を依頼。 

～「福島県新型コロナウイルス感染拡大防止対策」Ｐ2参照 

ⅳ 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、県と連携

し、市民、施設管理者及び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。 

 ～ 「福島県新型コロナウイルス感染拡大防止対策」Ｐ3参照 

 

３．イベント等の取扱い 

 ① イベントの主催者等は、あらかじめ感染症が発生した場合の参加者への対応を検討

するなど（参加者の名簿作成や接触確認アプリの活用など）、感染拡大のリスクを最小

限にするための協力を依頼。 



 

  

 

 ②入場時等に検温を実施し、発熱等の症状がある者はイベントの参加を控えてもらうよう

にすること。 

 ③全国的な移動を伴うイベントまたはイベント参加者が１，０００人を超えるようなイベント

の開催を予定する場合には、施設管理者またはイベントの主催者は、開催要件等につ

いて県に事前相談すること。 

 

【７月１０日～７月３１日まで】 

・屋内、屋外ともに５，０００人以下 

・屋内にあっては収容定員の半分程度以内の参加人数とすること。 

・屋外にあっては人との距離を十分に確保できること（できるだけ２ｍ） 

・収容率については、必ずしも屋内・屋外のみで区別されるものではなく、屋外であって

も、座席等により参加者の位置が固定され、かつ収容定員の定めがある場合には、収

容定員の半分程度以内という基準を用いることとする。また、屋内であっても、座席等

により参加者の位置が固定されず、又は収容定員の定めがない場合には、人と人との

距離を十分に確保という基準を用いることとする。 

・密閉された空間での大声の発声、歌唱、近接した距離での会話を伴うイベントへの 

慎重な対応 

④ 市主催のイベントについても、①～③の内容に沿って対応する。 

⑤ 人数の管理が困難な行事については、地域で行われる盆踊り等、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 

感染防止策を講ずること。 

祭り、花火大会等、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。 

～ 「福島県新型コロナウイルス感染拡大防止対策」Ｐ3、13～17参照 

 

４．緊急支援策の円滑な実施等 

   これまで５次にわたり講じてきた緊急支援策の円滑な実施を図るとともに、感染動向、

国・県等の施策の動向も踏まえながら、先を睨んだ対応に努める 

① 第２波・第３波に備えた医療体制の整備 ～ 発熱外来や医療資材の整備 など 

② 市民生活への支援 

・ふくしま市民生活エールクーポンの引換促進と商戦の盛り上げ 

・ひとり親世帯への臨時特別給付金の早期支給 



 

  

 

・妊婦へのＰＣＲ検査の無料提供  

・集会への会場費補助、ホール使用料減免による市民活動の促進 など 

③ 地域経済の回復 

・中心市街地へのテナント進出支援 

・国・県の施策と連動したふくしまに「こらんしょ」キャンペーンの実施 

 ＊全国的な感染動向に留意 

・家賃補助給付金等、国・県の支援制度の活用促進 など 

④ ウィズコロナ、アフターコロナを見据えたICT化の推進 

・新しい生活様式に対応したビジネスモデル支援事業等によるICT化の推進 

・保育施設・幼稚園へのICT化 

・市役所PTによる市関連手続、市業務のICT化 など 



福島県

福島県新型コロナウイルス
感染拡大防止対策

（令和２年７月９日改定）



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



２

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。

ウ 移動に関する感染対策
・発熱等の症状がある場合は、都道府県をまたぐ移動や外出を控えること。
・県外との往来は、移動先（地域）の感染状況を確認し、３密となるような場所
や感染防止対策が徹底されていない施設等は出来るだけ避ける、マスクの着用
などの感染防止対策を徹底するなど慎重に行動すること。

・継続して感染者が発生しているなど相対的に感染リスクの高い地域に移動する
場合や、そうした地域から御家族が帰省する場合等には、接触確認アプリの活
用や移動後２週間の行動歴の記録など、感染拡大のリスクを最小限にするため
の協力を依頼。



３

（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
７月１０日以降、屋内・屋外ともに５，０００人以下の参加人数とすること。
イベントの主催者等は、あらかじめ感染者が発生した場合の参加者への対応を検

討するなど（参加者の名簿作成や接触確認アプリの活用など）、感染拡大のリスク
を最小限にするための協力を依頼。

（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。



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。
※別紙「熱中症を防ぐためにマスクをはずしましょう」を参考に熱中症に注意

・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
・発熱等の症状がある場合は、都道府県をまたぐ移動や外出を控えること。
・県外との往来は、移動先（地域）の感染状況を確認し、３密となるような場所
や感染防止対策が徹底されていない施設等は出来るだけ避ける、マスクの着用な
どの感染防止対策を徹底するなど慎重に行動すること。

・継続して感染者が発生しているなど相対的に感染リスクの高い地域に移動する場
合や、そうした地域から御家族が帰省する場合等には、接触確認アプリの活用や
移動後２週間の行動歴の記録など、感染拡大のリスクを最小限にするための協力
を依頼。

（１）「新しい生活様式」の定着等に向けた協力依頼

４



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 ５



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）

６
「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



７
出典：厚生労働省（６月１９日一部記載変更）



８出典：厚生労働省（６月１９日一部記載変更）



９
出典：厚生労働省



１０
出典：厚生労働省



１１
出典：厚生労働省



（２）施設に対する協力依頼
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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



【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、
出演者の発声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）イベント等に関する協力依頼
７月１０日以降、屋内・屋外ともに５，０００人以下の参加人数とすること。
イベントの主催者等は、あらかじめ感染者が発生した場合の参加者への対応を検討す

るなど（参加者の名簿作成や接触確認アプリの活用など）、感染拡大のリスクを最小限
にするための協力を依頼。
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【イベント等の開催可否の判断】
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）。

・収容率については、必ずしも屋内・屋外のみで区別されるものではなく、屋外であっても、座席等により参加者の位置が固
定され、かつ収容定員の定めがある場合には、収容定員の半分程度以内という基準を用いることとする 。また、屋内で
あっても、座席等により参加者の位置が固定されず、又は収容定員の定めがない場合には、人と人との距離を十分に確保と
いう基準を用いることとする。

（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。

【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。
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【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。また、参加者に接触確認アプリの活用を
を促すこと。

③入場時等に検温を実施し、発熱等の症状がある者はイベントの参加を控えてもらうようにすること。その際の払い戻し措
置等を規定しておくこと。

④全国的な移動を伴うイベントまたはイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合には、施設
管理者またはイベントの主催者は、開催要件等について県に事前相談すること。



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）

16「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）

17
「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。
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