
休業要請（きゅうぎょうようせい）のお願（ねが）い 

 

〇 福岡県（ふくおかけん）は ４月（がつ）７日（にち）に 緊急事態宣言（きんきゅうじたい

せんげん）が 出（だ）されてから 県民（けんみん）の みなさんの いのちと 健康（けん

こう）を まもるために コロナウイルスの 病気（びょうき）が 広（ひろ）がらないように 

みなさんに いろんなことを お願（ねが）いしてきました。 

 

〇 しかし コロナウイルスの 病気（びょうき）の 広（ひろ）がりを 防（ふせ）ぐためには 

さらに 人（ひと）と人（ひと）が 会（あ）うのを 減（へ）らす 必要（ひつよう）が あ

ります。 

  そして 病気（びょうき）の 広（ひろ）がりを 防（ふせ）ぐために 今（いま）が とて

も 大切（たいせつ）な ときです。 みなさんの 行動（こうどう）が みなさんの 家族（か

ぞく）や 周（まわ）りの 人（ひと）の いのちを まもり 日本（にほん）を まもる こ

とに なります。 

 

〇 事業者（じぎょうしゃ）のみなさま 県民（けんみん）のみなさまには ご迷惑（めいわく）

を おかけします。 

 次（つぎ）のとおり 事業者（じぎょうしゃ）の みなさまに お店（みせ）などを 少（す

こ）しの間（あいだ） 閉（と）じて 休（やす）むよう お願（ねが）いすることにしまし

た。 

 

【休業（きゅうぎょう）を お願（ねが）いする 内容（ないよう）】 

※休業（きゅうぎょう）：お店(みせ)を 休（やす）んだり 建物（たてもの）や部屋（へや）

を 使（つか）えないように すること 

 

＜範囲（はんい）＞  

福岡県（ふくおかけん）の 全（すべ）ての 地域（ちいき） 

 

＜期間＞ 

２０２０年４月１４日（火曜日（かようび））から５月６日（水曜日（すいようび））まで 

 

＜休業（きゅうぎょう）を お願（ねが）いしている お店(みせ)や 施設（しせつ）＞ 

 休業（きゅうぎょう）を お願（ねが）いしている お店(みせ)や 施設（しせつ）は 次（つ

ぎ）のページの 表（ひょう）を 見（み）てください。 

生活（せいかつ）に 必要（ひつよう）な お店（みせ）や 施設（しせつ）は いつもどおり 

開（あ）いています。 

 

〇 今（いま） コロナウイルスの 病気（びょうき）が 広（ひろ）がるのを 止（と）める と

ても 大事（だいじ）な ときです。  

 みなさん ひとりひとりの 行動（こうどう）が これからの 日本（にほん）の 状況（じ

ょうきょう）を 決（き）める ことになります。 

 みなさんの 協力（きょうりょく）を お願（ねが）い します。 



１ 範囲（はんい）  

福岡県（ふくおかけん）の 全（すべ）ての 地域（ちいき） 

 

２ 期間（きかん） 

２０２０年４月１４日（火曜日（かようび））から５月６日（水曜日（すいようび））まで 

 

３ お願（ねが）いする 内容（ないよう） 

 お店（みせ）や 施設（しせつ）を 管理（かんり）している 人（ひと）に 休業（きゅうぎ

ょう）の お願（ねが）いを しています。 

 ※休業（きゅうぎょう）：お店（みせ）を 休（やす）んだり 建物（たてもの）や部屋（へや）

を 使（つか）えないように すること 

 

４ 休業（きゅうぎょう）を お願（ねが）いしている お店（みせ）や 施設（しせつ） 

種類（しゅるい） 例（れい） 

お酒（さけ）を 飲（の）んだりする ところ 

狭（せま）い 部屋（へや）で 楽（たの）しむ 

ところ 

・ナイトクラブ（ないとくらぶ） ダンスホール（ダンスホール） バー（ば

ー）など 

・ネットカフェ（ねっとかふぇ） 漫画喫茶（まんがきっさ）、カラオケ（か

らおけ）など 

勉強（べんきょう）する ところ 

・大学（だいがく） 専門学校（せんもんがっこう） 塾（じゅく）など 

※小（ちい）さな 学校（がっこう）や 塾（じゅく）は コロナウイルス（こ

ろなういるす）の 病気（びょうき）の 広（ひろ）がりを 防（ふせ）ぐ 

工夫（くふう）をして 営業（えいぎょう）してください。 

こどもが 勉強（べんきょう）する ところ 

・幼稚園（ようちえん） 小学校（しょうがっこう） 中学校（ちゅうがっこ

う） 高校（こうこう） 特別支援学校（とくべつしえんがっこう） 

※小（ちい）さい こどもを 預（あず）かる サービス（さーびす）は こ

れからも 続（つづ）けて ください。 

運動（うんどう）するところ 

遊（あそ）ぶところ 

・体育館（たいいくかん） スポーツジム（すぽーつじむ）など 

・ボーリング場（ぼーりんぐじょう） パチンコ店（ぽちんこてん） ゲーム

センター（げーむせんたー）など 

座（すわ）って 何（なに）かを 見（み）る と

ころ 
・映画館（えいがかん） 演劇（えんげき）を みる ところ 

人（ひと）が 集（あつ）まる ところ 

何（なに）かを 見（み）る ところ 

・博物館（はくぶつかん） 美術館（びじゅつかん） 図書館（としょかん）

など 

買い物（かいもの）を する ところ 

・大（おお）きい お店（みせ） 

※小（ちい）さい お店（みせ）は コロナウイルス（ころなういるす）の 病

気（びょうき）の 広（ひろ）がりを 防（ふせ）ぐ 工夫（くふう）をして 

営業（えいぎょう）してください。 

※生活（せいかつ）に 必要（ひつよう）な 物（もの）を 売（う）る お

店（みせ）は 開（あ）いています。 



 

５ 休業（きゅうぎょう）を お願（ねが）いしない お店（みせ）や 施設（しせつ） 

※いつもどおり 利用（りよう）できる お店（みせ） 施設（しせつ） 

種類（しゅるい） 例（れい） 

病気（びょうき）を治（なお）すところ 

薬（くすり）をもらうところ 
病院（びょういん） 診療所（しんりょうじょ） 薬局（やっきょく） 

小（ちい）さい こどもを 預（あず）かる と

ころ 

高齢者（こうれいしゃ）や 体（からだ）が 不

自由（ふじゆう）な 人（ひと）を 助（たす）

ける ところ 

保育所（ほうくしょ） 放課後児童クラブ（ほうかごじどうくらぶ） 放

課後等デイサービス（ほうかごとうでいさーびす） 

※本当（ほんとう）に 必要（ひつよう）な ときだけ 利用（りよう）

するように しましょう。 

高齢者（こうれいしゃ）や 体（からだ）が 不自由（ふじゆう）な 人

（ひと）の 生活（せいかつ）を 助（たす）けるところ 

生活（せいかつ）に 必要（ひつよう）な 物（も

の）を 売（う）る お店（みせ） 

・百貨店（ひゃっかてん）・ホームセンター（ほーむせんたー） 

・生活（せいかつ）に 必要（ひつよう）な 物（もの）の 売り場（う

りば） 

スーパー（すーぱー） コンビニ（こんびに） 

食事（しょくじ）が できる ところ 

レストラン（れすとらん） 居酒屋（いざかや） 喫茶店（きっさてん）

など 

・お店（みせ）は 朝（あさ）の５時（じ）から 夜（よる）の 8 時（じ）

までの間（あいだ） 開（あ）けていいです。 

・お酒（さけ）が 注文（ちゅうもん）できるのは 夜（よる）の 7 時（じ）

までに してください。 

泊（と）まるところ 
ホテル（ほてる） 旅館（りょかん） 

共同住宅（きょうどうじゅうたく）など 

乗り物（のりもの） 

バス（ばす） タクシー（たくしー） 電車（でんしゃ） 船（ふね） 飛

行機（ひこうき） 

※宅配便（たくはいびん）は いつもどおり 利用（りよう） できます。 

何（なに）かを作（つく）るところ 工場（こうじょう） 作業場（さぎょうば）など 

銀行（ぎんこう） 市役所（しやくしょ）など 
銀行（ぎんこう） 市役所（しやくしょ） 警察署（けいさつしょ） 消

防署（しょうぼうしょ）など 

その他 

・メディア（めでぃあ）：テレビ（てれび） ラジオ（らじお） 新聞（し

んぶん）など 

・銭湯（せんとう）：お風呂（ふろ）に 入る ところ 

・獣医（じゅうい）：ペット（ぺっと）の 病気（びょうき）を 治（なお）

すところ 

・理容室／美容室（りようしつ／びようしつ）：髪（かみ）を 切（き）る 

ところ 

・クリーニング（くりーにんぐ） ランドリー（らんどりー） 



お店（みせ）や 仕事（しごと）を するところで コロナウイルスの 病気（びょうき）を 防

（ふせ）ぐ ために できる 工夫（くふう） 

できること 例（れい） 

病気（びょうき）かもしれない 人

（ひと）を お店（みせ）に 入

（い）れない 工夫（くふう） 

・働（はたら）く 人（ひと）の 体温（たいおん）を測（はか）る。 

・体調（たいちょう）が 悪（わる）い 人（ひと）や 体温（たいおん）が 37.5℃

よりも 高（たか）い 人（ひと）は 仕事（しごと）を 休（やす）む 

・外（そと）から 来（き）た 人（ひと）や お客（きゃく）の 体温（たいおん）

を 測（はか）る 

・外（そと）から 来（き）た 人（ひと）や お客（きゃく）の 体温（たいおん）

が 37.5℃よりも 高（たか）いときは その人（ひと）を 中（なか）に 入（い）

れない。 

お店（みせ）や 仕事（しごと）

を するところの 環境（かんき

ょう）を 変（か）える工夫（く

ふう） 

・お店（みせ）に たくさんの 人（ひと）を 入（い）れない。 

・お客（きゃく）さん 同士（どうし）の スペースを 空（あ）ける 

・窓（まど）や 扉（とびら）を 開（あ）けて 部屋（へや）の 空気（くうき）を 

よく 入（い）れ替（か）える 

・電話（でんわ）や テレビ電話（てれびでんわ）を 使（つか）って 会議（かいぎ）

をする。 

※直接（ちょくせつ） 会（あ）わないように する。 

ウイルス（ういるす）を 広（ひ

ろ）げない 工夫（くふう） 

・働（はたら）く 人（ひと）は マスク（ますく）を つける。 

・働（はたら）く 人（ひと）は 手（て）を よく 洗（あら）い 消毒（しょうど

く）する。 

・マスク（ますく）をしないで せき、くしゃみを するときは ティッシュ（てぃっ

しゅ）や うでのうち側（がわ）で する。 

・外（そと）から 来（き）た 人（ひと）や お客（きゃく）に マスク（ますく）

をしてもらう。 

・外（そと）から 来（き）た 人（ひと）や お客（きゃく）に 手（て）を 消毒

（しょうどく）してもらう。 

・お店（みせ）の 中（なか）や 仕事（しごと）を する ところを 消毒（しょう

どく）する。 

移動（いどう）する ときの 工

夫（くふう） 

・仕事（しごと）に行（い）く 時間（じかん）を 少（すこ）し 変（か）える。  

・できるだけ 電車（でんしゃ）や バス（ばす）ではなく 自転車（じてんしゃ）な

どを使（つか）って 仕事（しごと）の 場所（ばしょ）へ 行（い）く。 

・仕事（しごと）を する ところに 来（く）る 人（ひと）を 減（へ）らす。 

※自宅（じたく）で できる 仕事（しごと）は 自宅（じたく）で する。 

・電話（でんわ）や テレビ電話（てれびでんわ）を 使（つか）って 外（そと）に

出（で）る 機会（きかい）を 減（へ）らす。 



 


