
5 月（がつ）19 日（にち）まで、 できるだけ 外（そと）に 出（で）ないでください！ 

 

2021 年（ねん）４月（がつ）19 日（にち） 

 

福岡市（ふくおかし）で 新（あたら）しい コロナウイルス（ころなういるす）の  

病気（びょうき）に かかる人（ひと）が 増（ふ）えています。 

できるだけ 外（そと）に 出（で）ないことと、 食事（しょくじ）をする  

お店（みせ）を 開（あ）ける時間（じかん）を 短（みじか）くすることを  

お願（ねが）いします。 

 

4月（がつ）20日（にち）から ５月（がつ）19日（にち）までは、次（つぎ）のことを 

してください。 

  

 【外（そと）に 出（で）ないでください】 
  ・生活（せいかつ）や 健康（けんこう）のために 必要（ひつよう）なとき 以外（いがい）

は、 昼（ひる）も 外（そと）に 出（で）ないでください。 
  ※生活（せいかつ）や 健康（けんこう）のために 必要（ひつよう）なときの 例（れい） 
   ・病院（びょういん）に 行（い）くとき 
   ・食べ物（たべもの）や 薬（くすり）など 生活（せいかつ）に  

必要（ひつよう）な物（もの）を 買（か）いに 行（い）くとき 
   ・仕事（しごと）に 行（い）くとき 
   ・少（すこ）しの運動（うんどう）や 散歩（さんぽ）をするとき 

  ・新（あたら）しい コロナウイルス（ころなういるす）の 病気（びょうき）が  

広（ひろ）がっているところに 行（い）かないでください。 

  ・福岡県（ふくおかけん）を 出（で）て 他（た）の県（けん）へ 行（い）く 

ときは、その場所（ばしょ）で 新（あたら）しい  

コロナウイルス（ころなういるす）の 病気（びょうき）が 広（ひろ）がって 

いないか、 県（けん）や 市（し）などから  

コロナウイルス（ころなういるす）に関（かん）する お知（し）らせが  

出（で）ていないか 確認（かくにん）して、 よく考（かんが）えて  

決（き）めてください。 

  ・特（とく）に 熱（ねつ）や せきなど 風邪（かぜ）の 症状（しょうじょう）が  

あるときは、外（そと）に出（で）たり 移動（いどう）したりしないで ください。 

 

【新（あたら）しい コロナウイルス（ころなういるす）の 病気（びょうき）を  

広（ひろ）げないために】 

・必（かなら）ず 次（つぎ）のことを してください。 

 ・うがいを する 

 ・手（て）を 洗（あら）う 

 ・「風（かぜ）が 通（とお）らない」「たくさんの 人（ひと）」「近（ちか）くに  

集（あつ）まる」場所（ばしょ）に 行（い）かない 

 ・マスク（ますく）を つける 

 ・よく 空気（くうき）を 入（い）れ替（か）える 

・20 歳（さい）から 39 歳（さい）までの 若（わか）い人（ひと）たちにも  

新（あたら）しい コロナウイルス（ころなういるす）の 病気（びょうき）が  

広（ひろ）がっています。 病気（びょうき）が ひどくなることも あります。 

高齢者（こうれいしゃ）に 新（あたら）しい コロナウイルス（ころなういるす）の 病

気（びょうき）を 広（ひろ）げないためにも、 気（き）をつけて  

行動（こうどう）してください。 

 



・外（そと）で 食事（しょくじ）を するときは、 次（つぎ）のことを  

守（まも）ってください。 家（いえ）で 集（あつ）まって 食事（しょくじ）を する

ときも 守（まも）ってください。 

・少（すく）ない 人数（にんずう）で 

・大（おお）きな 声（こえ）を 出（だ）さない 

・２時間（じかん）まで 

・話（はなし）をするときは マスク（ますく）をつける 

・食事（しょくじ）を する店（みせ）は 次（つぎ）のような お店（みせ）を  

選（えら）んでください。 

混（こ）んでいない 

よく 空気（くうき）を 入（い）れ替（か）えている 

人（ひと）と 人（ひと）との間（あいだ）を 空（あ）けている 

人（ひと）と 人（ひと）との間（あいだ）に アクリル（あくりる）の  

板（いた）などを 置（お）いている 

・昼間（ひるま）の カラオケ等（など）で コロナウイルス（ころなういるす）の  

病気（びょうき）が 広（ひろ）がっています。 カラオケ（からおけ）を  

利用（りよう）するときは、 必（かなら）ず マスク（ますく）を  

つけてください。 

 

【食事（しょくじ）をする お店（みせ）などの 開（あ）ける 時間（じかん）に 

ついて】 

福岡市（ふくおかし）で 食事（しょくじ）をする お店（みせ）（居酒屋（いざかや）を含

（ふく）む飲食店（いんしょくてん）、喫茶店（きっさてん）、 

カラオケ店（からおけてん）など）を 開（あ）けるのは 午前（ごぜん）５時（じ）から 

午後（ごご）9 時（じ）までの間（あいだ）に してください。 

※4 月（がつ）22 日（にち）木曜日（もくようび）から 5 月（がつ）19 日（にち） 

水曜日（すいようび） まで 

※宅配（たくはい）＜食（た）べ物（もの）を 家（いえ）まで  

運（はこ）ぶこと＞や テイクアウト（ていくあうと）＜食（た）べ物（もの）を  

お店（みせ）で 買（か）って 家（いえ）に 持（も）って 帰（かえ）ること＞は  

何時（なんじ）でもいいです。 

※お酒（さけ）を 出（だ）すのは 午前（ごぜん）１１時（じ）からで お酒（さけ）を  

注文（ちゅうもん）できるのは 午後（ごご）８時（じ）30 分（ふん）までの 

間（あいだ）に してください。 

※午後（ごご）9 時（じ）までに お店（みせ）を 閉（し）めた人（ひと）が  

もらえるお金（かね）は、あとで、福岡県（ふくおかけん）が 発表（はっぴょう）する

予定（よてい）です。 

 福岡県（ふくおかけん）の ホームページ（ほーむぺーじ）の 情報（じょうほう）に 注

意（ちゅうい）してください。 

  

    福岡県（ふくおかけん）ホームページ 

    ↓ 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19emergency-details.html 

 

 

 

 

 



※食事（しょくじ）をする お店（おみせ）を 開（あ）けるときに 注意（ちゅうい） 

すること 

・お店（みせ）では よく 空気（くうき）を 入（い）れ替（か）えてください。 

 ・話（はな）す 声（こえ）が 大（おお）きくならないように、 お店（みせ）で  

音楽（おんがく）を 流（なが）すときは、 音（おと）を 小（ちい）さくして 

ください。 

 ・人（ひと）と 人（ひと）の 間（あいだ）を 空（あ）けられないときは、間（あいだ）

に アクリルの 板（いた）などを 置（お）いてください。  

「感染防止宣言（かんせんぼうしせんげん）ステッカー（すてっかー）」などを  

貼（は）ってください。 

 ・お店（みせ）の 入口（いりぐち）などに、 次（つぎ）のことを 紙（かみ）に  

書（か）いて 貼（は）ってください。 

  ・食（た）べるとき以外（いがい）は マスクをすること 

  ・熱（ねつ）や せきなどの 風邪（かぜ）の 症状（しょうじょう）がある 

人（ひと）は お店（みせ）に 入（はい）ることができないこと 

 

【イベントを するとき（4 月 30 日まで）】 

大（おお）きい声（こえ）を 出（だ）す イベント（いべんと）は、 定員（ていいん）の 50％

より 少（すく）ない 人数（にんずう）に してください。 

大（おお）きい声（こえ）を 出（だ）さない イベントは、 5,000 人（にん）より 少（す

く）ない 人数（にんずう）か、 定員（ていいん）の 50％より 少（すく）ない  

人数（にんずう） に してください。 

 

定員（ていいん）が 決（き）まっていないときは、 他（た）の 人（ひと）と  

１メートル（めーとる） 離（はな）れてください。 

 

 
熱（ねつ）や せきなど 風邪（かぜ）の 症状（しょうじょう）が あるときは、 いつも  

行（い）っている 病院（びょういん）に 電話（でんわ）で 相談（そうだん）する 

相談（そうだん）する 病院（びょういん）が わからない人（ひと）や、 心配（しんぱい）な 

ことが ある人（ひと）は、 外国語（がいこくご）で 相談（そうだん）できる 電話（でんわ）

に 相談（そうだん）してください。 

※外国語（がいこくご）で 相談（そうだん）できる 電話（でんわ）（19 か国語（こくご）で 

いつでも 相談（そうだん）できます） 

電話番号（でんわばんごう）：092-687-5357 

相談（そうだん）できる 時間（じかん）：毎日（まいにち） いつでも 

 

※新（あたら）しい コロナウイルスの 病気（びょうき）については、  

福岡県（ふくおかけん）や 福岡市（ふくおかし）の ホームページを 見（み）てください。 

 福岡県（ふくおかけん） 

→https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19emergency-details.html 

福岡市（ふくおかし）の「外国人支援（がいこくじん しえん）」ページ 

→https://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/gshien/index.html 

 
※福岡市（ふくおかし）からの 特別（とくべつ）な 支援（しえん）（2 月（がつ）3 日（にち）

に 発表（はっぴょう）されたもの） 

①売上（うりあげ）が 減（へ）った 人（ひと）が もらえる お金（かね） 

  飲食店（いんしょくてん）が 店（みせ）を 開（あ）ける 時間（じかん）を  

短（みじか）くした ことや、 必要（ひつよう）なとき以外（いがい）は 外（そと）へ 

出（で）ないことなどのため 売上（うりあげ）が 減（へ）った 人（ひと）は、  

国（くに）や 県（けん）から もらえる お金（かね）が 無（な）いとき、  

福岡市（ふくおかし）から お金（かね）が もらえます。 

 



   会社（かいしゃ）は １５万円（まんえん）まで、 個人（こじん）は １０万円（まんえん）

まで もらえます。 

    福岡市（ふくおかし）ホームページ（売（う）り上（あ）げが 減（へ）った お店（みせ）

への 支援（しえん）について） 

→https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kokusaikeizai/business/uriage_shi en.html 

 

②病気（びょうき）に 強（つよ）い まちを 作（つく）る 取組（とりく）み 

  お店（みせ）に 来（き）た人（ひと）に 物（もの）や サービスを 売（う）る 

建物（たてもの）で、病気（びょうき）を 広（ひろ）げないために 必要（ひつよう）な 

ことを 始（はじ）めるための お金（かね）や、工事（こうじ）の お金（かね）を  

支援（しえん）します。 

福岡市（ふくおかし）ホームページ（病気（びょうき）に 強（つよ）い まちを  

作（つく）る 取組（とりく）み） 

→https://fukuoka-kansenshotaioucity.jp/ 

 


