
福岡県(ふくおかけん)に 「緊急事態宣言(きんきゅうじたいせんげん)」が 出(で)ました 

できるだけ 外(そと)に 出(で)ないでください！ 
※「緊急事態宣言(きんきゅうじたいせんげん)」は 皆(みな)さんの 生活(せいかつ)が 危(あぶ)ない ときに 

 発表(はっぴょう)される 大事(だいじ)な お知(し)らせ です。 

2021 年(ねん)8 月(がつ)18 日(にち) 

※今回(こんかい) 変(か)わった ところは 文字(もじ)を 赤(あか)く しています。 

 

新(あたら)しい コロナウイルスの 病気(びょうき)に かかる人(ひと)が 増(ふ)え続(つづ)けているので、 日本政府(にほん

せいふ)は、 ８月(がつ)20 日(にち)から 福岡県(ふくおかけん)も 「緊急事態宣言(きんきゅうじたいせんげん)」の 地域

(ちいき)に することを 決(き)めました。 

 

9月(がつ)12日(にち)までは、 次(つぎ)のことを してください。 

 

１．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。 

特(とく)に 午後(ごご)8時(じ)からは、 必要(ひつよう)なとき以外(いがい)は 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(た)べ物(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 

百貨店(ひゃっかてん)の 地下(ちか)にある 食(た)べ物(もの)を 売(う)っている ところなど、 人(ひと)が 多(お

お)い ところは できるだけ 行(い)かないでください。 

○外(そと)に 出(で)る 必要(ひつよう)があるときは、 できるだけ 家族(かぞく)や いつも 一緒(いっしょ)に いる 人

(ひと)と 少(すく)ない 人数(にんずう)で、 人(ひと)が 少(すく)ない 時間(じかん)や 人(ひと)が 少(すく)ない 場

所(ばしょ)を 選(えら)んでください 

○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。 

○他の県へ 行ったり、 他の県から 福岡県に 来たりしないでください。 どうしても 行(い)く 必要(ひつよう)がある 人

(ひと)は、 空港(くうこう)などで PCR検査(けんさ)を 受(う)けて、 新(あたら)しい コロナウイルスの 病気(びょうき)に か

かっていないか 確認(かくにん)してください。 

 

※9月(がつ)12日(にち)まで、 次(つぎ)のことに 注意(ちゅうい)してください！ 

・福岡市(ふくおかし)の 公共施設(こうきょうしせつ)＜図書館(としょかん)、体育館(たいいくかん)、公民館(こうみんかん)

など、市(し)が 管理(かんり)する 施設(しせつ)＞は 原則(げんそく)、閉(し)めます。 

市(し)が 行(おこな)う イベントは、中止(ちゅうし)か 延期(えんき)します。 

詳(くわ)しくは、 それぞれの 施設(しせつ)に 確認(かくにん)してください。 

・百貨店(ひゃっかてん)や ショッピングセンターなど、 多(おお)くの お店(みせ)が 集(あつ)まり、 多(おお)くの 人(ひと)

が 来(く)る 施設(しせつ)は、 8月(がつ)20日(にち)から お店(みせ)に 入(はい)ることができる 人数(にんずう)が 

制限(せいげん)されます。  

詳(くわ)しくは、 それぞれの 施設(しせつ)に 確認(かくにん)してください。 

・福岡市地下鉄(ふくおかしちかてつ)は、 最終(さいしゅう)の 電車(でんしゃ)が １時間(じかん) 早(はや)くなります。 

詳(くわ)しくは お客(きゃく)さまサービスセンターに 電話(でんわ)してください。 

電話番号(でんわばんごう)：092-734-7800（毎日(まいにち)、午前(ごぜん)8時(じ)から 午後(ごご)8時(じ) 

まで 

 



２．新(あたら)しい コロナウイルスの 病気(びょうき)を 広(ひろ)げないために 

【基本的(きほんてき)なこと】 

○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)に、 新(あたら)しい コロナウイルスの 病気(びょうき)が 

増(ふ)えています。 若(わか)い 人(ひと)も 病気(びょうき)が ひどくなることがあるので、 よく 考(かんが)えて、 責任(せ

きにん)を 持(も)って 行動(こうどう)してください。 

○道(みち)や 公園(こうえん)で 集(あつ)まって 飲(の)んだり 食(た)べたりするなど、 病気(びょうき)に かかりやすい 

行動(こうどう)は しないでください。 

○バスや 電車(でんしゃ)などに 乗(の)るときは、 次(つぎ)のことを 守(まも)ってください。 

・いつも マスクをつける 

・大(おお)きな 声(こえ)で 話(はな)さない 

 

【食事(しょくじ)を するとき】 

 ○次(つぎ)の お店(みせ)には 行(い)かないでください。 

・コロナウイルスの 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 していない お店(みせ) 

・休(やす)む お願(ねが)いや 開(あ)ける 時間(じかん)を 短(みじか)くする お願(ねが)いを 守(まも)っていない 

お店(みせ) 

 ○少(すく)ない 人数(にんずう)で、 短(みじか)い 時間(じかん)に してください。 

 ○お店(みせ)に 入(はい)るときに 体温(たいおん)を 測(はか)り、 手(て)や 指(ゆび)を 消毒(しょうどく)してください。 

  

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)してください。 

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)の 「ワクチンを打(う)つこと」のページ 

→https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/kokusai/shisei/japanese/COVID19vaccine_SJ.html 

福岡市(ふくおかし)の コロナウイルスの 病気(びょうき)や 困(こま)っていることを 相談(そうだん)できるところ 

→https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/kokusai/shisei/COVID19gaikokujinsoudanej.html 

 

 

 



３．食事(しょくじ)をする お店(みせ)などは、 開(あ)ける 時間(じかん)を 短(みじか)くしてください 

【8 月(がつ)19日(にち)木曜日(もくようび)まで】 

福岡市(ふくおかし)で 食事(しょくじ)をする お店(みせ)（食品衛生法(しょくひんえいせいほう)で 食事(しょくじ)をする 

お店(みせ)の 許可(きょか)を 受(う)けているところ）を 開(あ)けるのは 午前(ごぜん)５時(じ)から 午後(ごご)8 時

(じ)までの 間(あいだ)に してください。 

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＜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。 屋台は 午前(ごぜん)５時

(じ)から 午後(ごご)8時(じ)までの 間(あいだ)に してください。 

※お酒(さけ)は 出(だ)さないでください。 

※食事(しょくじ)をする お店(みせ)で、 カラオケを 使(つか)う お店(みせ)（スナック、カラオケ喫茶(きっさ)など）は、 カ

ラオケを 使(つか)わないでください。 

 

【8 月(がつ)20日(にち)金曜日(きんようび)から 9月(がつ)12日(にち)日曜日(にちようび)まで】 

福岡市(ふくおかし)で お酒(さけ)を 出(だ)す お店(みせ)や カラオケを 使(つか)う お店(みせ)は 休(やす)みにして

ください。 

お酒(さけ)を 出(だ)さない お店(みせ)や カラオケを 使(つか)わない お店(みせ)は、 開(あ)けるのを 午前(ごぜん)

５時(じ)から 午後(ごご)8時(じ)までの 間(あいだ)に してください。 

※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＜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。 屋台(やたい)は お酒(さけ)

を 出(だ)す ところは 休(やす)みにしてください。 屋台(やたい)で お酒(さけ)を 出(だ)さない ところは 午前(ごぜん)

５時(じ)から 午後(ごご)８時(じ)までの 間(あいだ)に してください。 

※お店(みせ)を 休(やす)みにした人(ひと)や 午後(ごご)8 時(じ)までに お店(みせ)を 閉(し)めた人(ひと)は 

中小企業(ちゅうしょうきぎょう)＜小(ちい)さい 会社(かいしゃ)＞は 1 日(にち)に 4 万円(まんえん)から 10 万円

(まんえん) 

大企業(だいきぎょう)＜大(おお)きい 会社(かいしゃ)＞は 1 日(にち)に 20万円(まんえん)まで もらえます。  

詳(くわ)しくは 福岡県(ふくおかけん)の ホームページを 確認(かくにん)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(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 30 分(ふん)に 1 回(かい)、 5 分(ふん)程度(ていど)、 2 つの 方向(ほうこう)の 窓(まど)を 全(す

べ)て 開(あ)けるなど、 よく 空気(くうき)を 入(い)れ替(か)えてください。 

・手(て)や 指(ゆび)を 消毒(しょうどく)するものを 置(お)いて、 お店(みせ)を 消毒(しょうどく)してください。 

・お店(みせ)に 来(く)る人(ひと)に、 お店(みせ)に 入(はい)る前(まえ)に 体温(たいおん)を 測(はか)り、 手(て)や 

指(ゆび)を 消毒(しょうどく)するように 知(し)らせてください。 

・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」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 

・お店(みせ)に いる 時間(じかん)が 2 時間(じかん)を 超(こ)えないように 伝(つた)えてください。 

 

 

 

 

 



４．イベントを するとき 

【８月(がつ)19日(にち)木曜日(もくようび)まで】 

①大(おお)きい声(こえ)を 出(だ)さない イベント 

 次(つぎ)のうち、 少(すく)ない 人数(にんずう)にしてください 

 ・収容率(しゅうようりつ) 100％以内(いない) 

 ・5,000 人(にん)より 少(すく)ない 人数(にんずう) 

②大(おお)きい声(こえ)を 出(だ)す イベント 

 次(つぎ)のうち、 少(すく)ない 人数(にんずう)にしてください 

 ・収容率(しゅうようりつ) 50％以内(いない) 

 ・5,000 人(にん)より 少(すく)ない 人数(にんずう) 

③地域(ちいき)の イベント、 祭(まつ)り、 外(そと)での イベント 

人(ひと)と 1 メートル以上(いじょう) 離(はな)れてください。 離(はな)れるのが 難(むずか)しいときは、 イベントを す

るか よく 考(かんが)えて 決(き)めてください。 

④イベントをするのは 午前(ごぜん)5 時(じ)から 午後(ごご)9 時(じ)までに してください。 

 

【8 月(がつ)20日(にち)金曜日(きんようび)から 8月(がつ)31日(にち)火曜日(かようび)まで】 

①5,000 人(にん)より 少(すく)ない 人数(にんずう)で、 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 

②お酒(さけ)を 出(だ)さないでください 

③イベントをするのは 午後(ごご)9 時(じ)までに してください。 

 

 

※福岡市(ふくおかし)からの 特別(とくべつ)な 支援(しえん) 

①食事(しょくじ)をする お店(みせ)を 閉(し)めるときの 家賃(やちん)＜お店(みせ)を 借(か)りる お金(かね)＞の 

支援(しえん) 

 福岡県(ふくおかけん)の お願(ねが)いに あわせて、 食事(しょくじ)をする お店(みせ)を 閉(し)めるとき、 1 か月(げ

つ)分(ぶん)の お店(みせ)を 借(か)りる お金(かね)の ５分(ぶん)の４、 50 万円(まんえん)まで もらうことができます。 

 福岡市(ふくおかし)ホームページ（食事(しょくじ)をする お店(みせ)を 閉(し)めるときの 家賃(やちん)の 支援(しえん)） 

→https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kokusaikeizai/business/uriage_shien.html#uriage8gatu 

 

②売上(うりあげ)が 減(へ)った 人(ひと)が もらえる お金(かね) 

食事(しょくじ)をする お店(みせ)で 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。 

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_shien.html#3 

 


