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市民生活を守り、地域活力を再生していく取組 

～会津若松市新型コロナウイルス感染症緊急対策～ 

 

第１弾 令和２年 ５月１９日 

第２弾 令和２年 ６月 ２日 

第３弾 令和２年 ７月 ９日 

第４弾 令和２年 ８月２５日 

第５弾 令和２年１１月２４日 

第６弾 令和３年 ３月 １日 

第７弾 令和３年 ６月 １日 

第８弾 令和３年 ９月２２日 

 
会津若松市企画政策部企画調整課 

電話 0242-39-1201 FAX 0242-39-1400 



－１－ 

 

≪第８弾で追加する緊急対策≫ 

令和３年６月補正予算後の新型コロナウイルス感染症に関する対策について、緊急対策第８弾

として取りまとめました。 

引き続き、感染拡大防止の取組と暮らし・雇用・事業者を守る取組を進めるとともに、ワクチ

ン接種の推進に努めてまいります。 

 

Ⅰ 感染拡大防止への取組 

○東京都などで実施されている大規模集団接種等で早期のワクチン接種を希望する方に対

し、接種券の一斉発送前に事前受付及び発送を行い、ワクチン接種の推進を図りました。 

☆ワクチン接種券の事前発行 

 

○高齢者施設、障がい者施設、児童養護施設、保育・教育施設等の従事者を対象とした前倒

し接種の実施により、施設内における感染拡大防止と利用者の不安の解消に努めていま

す。 

☆高齢者施設等従事者の前倒し接種 

 

○接種を希望する方が 11 月までに接種が終了できるよう会津若松医師会等との連携により

ワクチン接種体制の強化を図っています。 

☆ワクチン集団接種体制の強化 

 

○早期接種を希望する妊婦やその配偶者、受験や就職を控える中高生などを対象にワクチン

の早期接種を行っています。 

☆妊婦やその配偶者等へのワクチンの早期接種 

 

Ⅱ 暮らし・雇用・事業者を守る取組 

○感染症の影響により生活に困窮し、すでに総合支援資金等の特例貸付の再貸付が終了した

世帯や、特例貸付の申請をしたものの不承認となった世帯のうち、収入や資産などの一定

の要件を満たす世帯に対し支援金を給付しています。 

☆生活困窮者自立支援金（６月追加） 

 

○タクシーデリバリーサービスの事業拡充を図るとともに、飲食店、宿泊施設の支援につな

げています。 

☆タクシーデリバリーサービスの拡充（６月追加） 

 

○ワクチン接種を受け、海外渡航のために証明が必要な方に証明書を発行しています。 

☆新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の発行 

 



－２－ 

 

 

○飼料用米への転換に取り組む生産者の営農継続と経営安定を図るため、運転資金の借り入

れにかかる利子分を助成します。 

☆飼料用米転換営農継続資金利子助成金（９月補正） 

 

○飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により影響を受けている事業者に対し、支援金を

給付し事業継続を支援します。 

☆事業者支援金（９月追加） 

 

○感染症により需要が低下している市産農産物を本市ゆかりの学生等に提供し応援するとと

もに、生産者団体における過剰在庫の解消と生産者の営農継続を支援します。 

☆市産農産物消費拡大緊急対策事業（９月追加） 

 

※９月補正及び９月追加の事業につきましては、令和３年９月２日提案及び令和３年９月２

７日提案予定の事業です。 

 

 



市民生活を守り、地域活力を再生していく取組のロードマップ

【第８弾で追加する緊急対策】

Ⅱ 暮らし・雇用・事業者を守る取組

Ⅲ 収束局面での地域経済活動の回復

－３－

Ⅰ 感染拡大防止への取組

【感染防止対策】

☆ワクチン接種券の事前発行

☆高齢者施設等従事者の前倒し接種

☆ワクチン集団接種体制の強化

☆妊婦やその配偶者等へのワクチンの早期接種

【市民の暮らしを守る】

☆（給付）生活困窮者自立支援金 ＜６月追加＞

☆新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の発行

【雇用・事業者を守る】

☆（補助）タクシーデリバリーサービスの拡充 ＜６月追加＞

☆（助成）飼料用米転換営農継続資金利子助成金 ＜９月補正＞

☆（給付）事業者支援金＜９月追加＞

☆（補助）市産農産物消費拡大緊急対策事業＜９月追加＞

Ⅳ 感染症等の非常時に強い社会経済構造の構築

Ｒ３当初追加

９月補正、９月追加

4/19 ４月臨時

5/2 ５月専決

5/28 ５月臨時
【新たな暮らしのスタイルの確立】

☆タクシーデリバリーサービスの拡充 ＜６月追加＞ ※再掲

６月補正

６月追加



市民生活を守り、地域活力を再生していく取組のロードマップ

【第８弾取りまとめ時点】

－４－

【感染防止対策】

☆市政だより挟み込み及び新聞折り込み広報紙による啓発＜当初追加＞

☆高齢者施設新規入所者に対するＰＣＲ検査の実施＜当初追加＞

☆障がい者施設等新規入所者に対するＰＣＲ検査の実施＜当初追加＞

☆障がいのある人の日中一時支援事業所等における感染

防止用品等の整備＜当初追加＞

☆公立保育所・幼稚園、民間保育施設及び

こどもクラブ等における感染防止用品の整備＜当初追加＞

☆広田保育所の電気温水器付手洗い器の設置 ＜当初追加＞ ※再掲

☆生涯学習総合センターにおける感染防止用品等の整備 ＜当初追加＞

☆新型コロナウイルスワクチン接種事業 ≪Ｒ2繰越事業≫

☆感染症対策等の学校教育活動継続支援事業 ≪Ｒ２繰越事業≫

☆広報車による情報発信

☆新聞広告による感染拡大防止の啓発 ＜予備費＞

☆市公共施設における新規利用申し込み停止及び利用自粛

☆市役所本庁舎等への非接触型体温測定器の導入 ＜予備費＞

☆会津保健所への市職員派遣

☆市内飲食店への働きかけ活動

☆高齢者施設に対する施設整備補助 ＜６月補正＞

☆ワクチン接種券の事前発行

☆高齢者施設等従事者の前倒し接種

☆ワクチン集団接種体制の強化

☆妊婦やその配偶者等へのワクチンの早期接種 など

【地域医療体制の維持】
☆医療従事者宿泊支援事業 ＜４月臨時＞ など

【市民生活に資する行政サービスの維持】

☆オンラインセミナー配信用機材の整備 ＜当初追加＞ ※再掲

☆自治体専用チャットサービスの導入 ＜当初追加＞ ※再掲

☆ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽの拡充にかかるﾈｯﾄﾜｰｸ環境整備 ＜当初追加＞ ※再掲

☆市役所職場の密度削減の取組 など

【消費需要喚起による回復】

☆ナイトタイムエコノミー推進事業 ＜当初追加＞

☆「あいづあかべこ宣言」普及促進事業 ＜当初追加＞

☆「あいづあかべこキャンペーン」事業 ＜当初追加＞

☆「教育旅行用あかべこ券」発行事業 ＜当初追加＞

☆「あかべこ宿泊割」事業 ＜当初追加＞

☆プレミアム商品券事業 ＜当初追加＞

☆市商店街連合会補助金 ＜当初追加＞

☆飲食店応援スタンプラリー ＜当初追加＞

☆タクシー割引クーポン ＜当初追加＞

☆会津清酒で乾杯キャンペーン ＜当初追加＞

☆旅行エージェント等商品造成促進事業 ≪Ｒ2繰越事業≫

など

【市民の暮らしを守る】

☆（猶予）市税の徴収猶予

☆（減免）介護保険料の減免

☆（減免）国民健康保険税の減免

☆（減免）後期高齢者医療保険料の減免

☆（給付）住居確保資金

☆（給付）傷病手当金＜国保、後期高齢＞

☆（給付）子育て世帯臨時特別給付金 ≪Ｒ2繰越事業≫

☆（給付）生活支援臨時特別給付金＜当初追加＞

☆新型コロナウイルス感染症生活支援事業 ＜当初追加＞

☆自立生活サポート事業 ＜当初追加＞

☆（給付）子育て世帯生活支援特別給付金 ＜４月臨時＞、 ＜５月臨時＞

☆（給付）生活困窮者自立支援金 ＜６月追加＞

☆新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の発行 など

【雇用・事業者を守る】

☆（猶予）市税の徴収猶予

☆（補助）会津地鶏販売促進緊急対策事業補助金 ＜当初追加＞

☆（補助）会津馬肉需要開拓緊急対策事業補助金 ＜当初追加＞

☆（補助）肉用子牛生産継続支援 ＜当初追加＞

☆（補助）飼料用米緊急転換推進補助金 ＜当初追加＞

☆（減免）市場使用料の一部減免 ＜当初追加＞

☆（補助）酒造好適米需給調整支援 ≪Ｒ２繰越事業≫

☆（給付）新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(会津若松市時短協力金)

＜５月専決＞

☆（補助）新型コロナウイルス対策特別資金（実質無利子型）

信用保証料補助金 ≪Ｒ2繰越事業≫ ＜予備費＞

☆（補助）地域交通事業者緊急支援金

（バス、タクシー、第３セクター鉄道） ＜６月補正＞

☆公共工事の計画的、着実な発注

☆（補助）タクシーデリバリーサービスの拡充 ＜６月追加＞

☆（助成）飼料用米転換営農継続資金利子助成金 ＜９月補正＞

☆（給付）事業者支援金＜９月追加＞

☆（補助）市産農産物消費拡大緊急対策事業＜９月追加＞

【社会的な環境の整備】

☆オンラインセミナー配信用機材の整備 ＜当初追加＞

☆自治体専用チャットサービスの導入 ＜当初追加＞

☆サテライトオフィスの拡充にかかるネットワーク環境整備 ＜当初追加＞

☆広田保育所の電気温水器付手洗い器の設置 ＜当初追加＞

☆夜間急病センター専用出入口設置工事 ＜当初追加＞

☆教育ＩＣＴ環境の整備（ＧＩＧＡスクール構想の推進） ≪Ｒ2繰越事業≫

☆固定資産課税台帳及び公図管理システム構築業務 ≪Ｒ2繰越事業≫

☆デジタルガバメント推進調査業務 ≪Ｒ2繰越事業≫

☆道路台帳電子化推進業務 ≪Ｒ2繰越事業≫ など

☆市役所本庁舎等への非接触型体温測定器の導入 ＜予備費＞ ※再掲

【新たな暮らしのスタイルの確立】

☆タクシーデリバリーサービスの構築 ＜当初追加＞

☆タクシーデリバリーサービスの拡充 ＜６月追加＞ ※再掲 など

Ⅰ 感染拡大防止への取組

Ⅱ 暮らし・雇用・事業者を守る取組

Ⅲ 収束局面での地域経済活動の回復

Ⅳ 感染症等の非常時に強い社会経済構造の構築

Ｒ３年度事業

Ｒ３当初追加

4/19 ４月臨時

5/2 ５月専決

９月補正、９月追加

６月補正

６月追加



≪緊急対策の一覧【令和３年度事業】（第８弾取りまとめ時点）≫ 

市
民
生
活
を
守
る 

Ⅰ 感染拡大防止への取組 

感染防止対策 

 

☆市政だより挟み込み及び新聞折り込み広報紙による啓発（秘書広聴課） 

☆広報車による情報発信（秘書広聴課） 

☆新聞広告による感染拡大防止の啓発（秘書広聴課） 

☆市公共施設における新規利用申し込み停止及び利用自粛（各所管課） 

☆市役所本庁舎等への非接触型体温測定器の導入（総務課） 

☆会津保健所への市職員派遣（人事課） 

☆高齢者施設新規入所者に対するＰＣＲ検査の実施（高齢福祉課） 

☆高齢者施設に対する施設整備補助（高齢福祉課） 

☆障がい者施設等新規入所者に対するＰＣＲ検査の実施（障がい者支援課） 

☆障がいのある人の日中一時支援事業所等における感染防止用品等の整備 

（障がい者支援課） 

☆公立保育所・幼稚園、民間保育施設及びこどもクラブ等における感染防止用品

の整備（こども保育課） 

☆広田保育所の電気温水器付手洗い器の設置（こども保育課）※再掲 

☆新型コロナウイルスワクチン接種事業（新型コロナウイルス感染症対策室） 

☆ワクチン接種券の事前発行（新型コロナウイルス感染症対策室) 

☆高齢者施設等従事者の前倒し接種（新型コロナウイルス感染症対策室) 

☆ワクチン集団接種体制の強化（新型コロナウイルス感染症対策室） 

☆妊婦やその配偶者等へのワクチンの早期接種（新型コロナウイルス感染症対策室） 

☆市内飲食店への働きかけ活動（商工課） 

☆感染症対策等の学校教育活動継続支援事業（学校教育課）  

☆生涯学習総合センターにおける感染防止用品等の整備（生涯学習総合センター） 

□高齢者及び障がい者（児）福祉施設の従事者等へのＰＣＲ検査 

□飲食店の従業員に対するＰＣＲ検査（５月実施分） 

□接待を伴う飲食店の従業員に対するＰＣＲ検査（７月実施分） 

□ふくしま感染防止対策認定店制度   など 

地域医療体制の維持 ☆医療従事者宿泊支援事業（新型コロナウイルス感染症対策室）   など 

市民生活に資する行
政サービスの維持 

☆オンラインセミナー配信用機材の整備（情報統計課）※再掲 

☆自治体専用チャットサービスの導入（情報統計課）※再掲 

☆ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽの拡充にかかるネットワーク環境整備（情報統計課）※再掲 

☆市役所職場の密度削減の取組（人事課）  など 

 

Ⅱ 暮らし・雇用・事業者を守る取組 

市民の暮らしを守る ☆（猶予）市税の徴収猶予（納税課） 

☆新型コロナウイルス感染症生活支援事業（新型コロナウイルス感染症対策室） 

☆新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の発行（新型コロナウイルス感染症対策室） 

☆自立生活サポート事業（地域福祉課） 

☆（給付）生活支援臨時特別給付金（地域福祉課） 

☆（給付）生活困窮者自立支援金（地域福祉課） 

☆（給付）住居確保資金（地域福祉課） 

☆（給付）子育て世帯臨時特別給付金（こども家庭課）≪Ｒ2繰越事業≫ 

☆(給付)子育て世帯生活支援特別給付金（こども家庭課） 

☆（給付）傷病手当金＜国保、後期高齢＞の支給（国保年金課） 

☆（減免）介護保険料の減免（高齢福祉課） 

☆（減免）国民健康保険税の減免（国保年金課） 

☆（減免）後期高齢者医療保険料の減免（国保年金課） 

□（融資）緊急小口資金＜特例＞・総合支援資金＜特例＞ 

□（融資）母子父子寡婦福祉資金 

□（猶予）県税の徴収猶予  など 
 

 

 

 

 

地
域
活
力
再
生
へ 

雇用・事業者を守る ☆（猶予）市税の徴収猶予（納税課） 

☆（補助）地域交通事業者緊急支援金(バス、タクシー、第３セクター鉄道）（地域づくり課） 

☆（補助）タクシーデリバリーサービスの拡充（地域づくり課） 

☆（補助）会津地鶏販売促進緊急対策事業補助金（農政課） 

☆（補助）会津馬肉需要開拓緊急対策事業補助金（農政課） 

☆（補助）肉用子牛生産継続支援（農政課） 

☆（補助）飼料用米緊急転換推進補助金（農政課） 

☆（補助）市産農産物消費拡大緊急対策事業（農政課） 

☆（助成）飼料用米転換営農継続資金利子助成金（農政課） 

☆（減免）市場使用料の一部減免（農政課） 

☆（補助）酒造好適米需給調整支援（農政課） 

☆（給付）新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金＜会津若松市時短協力金＞ 

（商工課） 

☆（給付）事業者支援金（商工課） 

☆（補助）新型コロナウイルス対策特別資金（実質無利子型）信用保証料補助金 

（商工課） 

☆公共工事の計画的、着実な発注（農政部、建設部、上下水道局） 

□（助成）雇用調整助成金（特例） 

□（融資）新型コロナウイルス対策特別資金 

□（融資）新型コロナウイルス感染症特別貸付 

□（給付）新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金＜全県版時短協力金＞ 

□（給付）新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金＜会津若松市協力金＞ 

□（給付）新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金＜会津若松市協力金第２弾＞ 

□（給付）新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金＜その他の地域（8/8～8/31）＞ 

□（給付）新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金＜その他の地域（9/1～）＞ 

□（給付）売上の減少した中小事業者に対する一時金＜県版一時金第２弾＞ 

□（給付）売上の減少した中小事業者に対する一時金＜県版一時金第３弾＞ 

□ふくしま感染防止対策認定店制度 ※再掲 

□（補助）福島県宿泊事業者感染防止対策等緊急支援事業    など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 収束局面での地域経済活動の回復 

消費需要喚起による
回復 

☆プレミアム商品券事業（商工課） 

☆市商店街連合会補助金（商工課） 

☆飲食店応援スタンプラリー（商工課） 

☆タクシー割引クーポン（商工課） 

☆会津清酒で乾杯キャンペーン（商工課） 

☆ナイトタイムエコノミー推進事業（観光課） 

☆「あいづあかべこ宣言」普及促進事業（観光課） 

☆「あいづあかべこキャンペーン」事業（観光課） 

☆「教育旅行用あかべこ券」発行事業（観光課） 

☆「あかべこ宿泊割」事業（観光課） 

☆旅行エージェント等商品造成促進事業（観光課）  など 
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Ⅳ 感染症等の非常時に強い社会経済構造の構築 

社会的な環境の整備 

 

☆オンラインセミナー配信用機材の整備（情報統計課） 

☆自治体専用チャットサービスの導入（情報統計課） 

☆サテライトオフィスの拡充にかかるネットワーク環境整備（情報統計課） 

☆デジタルガバメント推進調査業務（情報統計課） 

☆固定資産課税台帳及び公図管理システム構築業務（税務課） 

☆市役所本庁舎等への非接触型体温測定器の導入（総務課） ※再掲 

☆道路台帳電子化推進業務（開発管理課）  

☆広田保育所の電気温水器付手洗い器の設置（こども保育課） 

☆夜間急病センター専用出入口設置工事（健康増進課） 

☆教育ＩＣＴ環境の整備（ＧＩＧＡスクール構想の推進）（学校教育課） 

                                など 

新たな暮らしのスタ
イルの確立 

☆タクシーデリバリーサービスの構築（地域づくり課） 

☆タクシーデリバリーサービスの拡充 （地域づくり課） ※再掲  など 

 

（凡例）☆は、市事業及び市が関わる事業。□は、国・県・民間等の事業。 

    ゴシック体の表記は、新たな緊急対策。 
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