
◆ 新型コロナウイルス感染症 特集

新型コロナウイルス感染症
　新型コロナウイルス感染症が国内で発生して以降、市は未知のウイルスへの不安を少しでも解消す
るため、感染防止策を進めるとともに、独自のいろいろな取り組みを行ってきました。市民の皆さん
は、感染拡大防止に引き続きご協力をお願いします。

―――― 寝屋川市独自の新型コロナへのアプローチ ――――

これまでの市の取り組みを紹介

◆「避難所」での感染の不安を解消
― テントを使った市独自のオペレーション ―

◆市内でのクラスター発生の不安を解消
――――― プロジェクトチームを設置 ―――――

感染拡大防止のため、各施設では国や府などが示したガイ
ドライン等を基に対策を行っているにもかかわらず、本市
においては２件のクラスターが発生しました。今後市内で
クラスターを発生させないための独自対策を検討します。

体育館での三密を防ぐため、まずは、少人数
ずつ特別教室に収容しますその１

体育館内に「避難用テント」を張って空間を
仕切りますその２

ペットと同行避難し
た際のスペースも確
保しています

さらに

特集

『選択登校制』

『授業のライブ配信』

『自主登校園制度』

～感染リスクの不安を解消～

～自宅での学習の不安を解消～

～休校時の働く保護者の不安を解消～

その
取り組み 1

その
取り組み 2

その
取り組み 3

ピックアップ 新型コロナ対応

コロナを持ち込まない！
都心部での食事時の飛沫感染に注意！

コロナを広めない！
各施設などでの感染拡大防止

●  感染への不安を解消するため、登校
か自宅学習を選択できる

●  『自宅学習』を選択しても欠席には
なりません

● コロナ禍での子どもの「学び」を保障
● ２学期からは不登校などの児童・生徒にも拡充

●  一斉臨時休校中、働く保護者の受け皿に
● 昼食も提供し、1日平均1,798人が利用

『クラス全員PCR検査を実施』

『学校などの施設名の積極的な公表』

『ドライブスルー型PCR外来』

『配食・買い物代行サービス』

～学校での感染の不安を解消～

～情報不足の不安を解消～

～PCR検査を受けられない不安を解消～

～濃厚接触者などの不安を解消～

その
取り組み 4

その
取り組み 5

その
取り組み 6

その
取り組み 7

● 市立小中学校で陽性者が出た場合、クラス全員にPCR検査を実施
● 別の陽性患者が確認された場合２週間の完全休校園

● 市内発生状況を素早く公開
● 民間企業の自主公表に対しても積極的に発信

●  寝屋川市医師会などの協力を得て、従来の保健所からのルートに加え、
かかりつけ医の判断でPCR検査が可能に

● 検査の増加への備えや、感染拡大のリスクを低減

● 自宅待機を徹底していただくようサポート
● 朝・昼・晩の三食を無償で提供

市独自

登 校 自宅
学習

選択登校制

市独自

市独自

市独自

市独自

市独自

市独自

選 択

or

―――――― 市民の皆さんの不安を解消します ―――――――

全国から
大注目

市独自の
対処方針に基づき

※ 安全が確保される場合は、在宅避難・縁故避
難が基本です。
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◆ 新型コロナウイルス感染症 特集

市民生活緊急支援 第3 弾

　新型コロナウイルスの感染拡大が市民生活や事業活動などに大きな影響を及ぼしています。新型コ
ロナウイルスとの共存・共生に向けた「Withコロナ」を意識した取り組みとして、市民生活や事業活
動などを感染リスクに対応可能なものへと変革していく必要があります。
　こうした状況を踏まえ、総額18億円規模となる「緊急支援パッケージ（第３弾）」を策定し、「新
たな日常生活」の確立に向けた施策・事業などを更に推進します。

市内の買い物がお得 問　産業振興室（☎828・0751）

10月・１月 11月・２月 12月・３月

決済額の10％分の
ポイントを付与

（１回1,000円分、月5,000円分が上限）

　PayPayなどのアプリを使
うことで、スマートフォンで非
接触型の決済ができる仕組み。
バーコードを見せる方法
と、お店のＱＲコードを読
み取る方法があります。

アプリペイって？ お得なのは分かる
けど、よく分から
へん…

20％
　市商業団体連合会による商品券事業を実施します。プ
レミアム率を20％にアップし、65歳以上のシルバー世
代が対象です。対象者には購入引換券を送付します。詳
しくは、「広報ねやがわ」11月号を見てください。

寝屋川市×

アプリペイ＝お
得♪

月ごと
に対象のアプリペイが変わります

10月１日～令和３年３月31日

11月26日～令和３年２月28日

保育士などに給付金

　感染防止に留意しながら継続して子どもを保育
した民間保育所等従事者に給付金を支給します。

◆保育施設
●  保育士・保育教諭・保育補助者・看護師など
　…………………………………………３万円
●  そのほか ………………………………１万円

◆幼稚園
●  幼稚園教諭・教育補助者 … 1万５,000円
● そのほか ………………………………１万円

民間保育所等従事者応援給付金

市内飲食店の
感染症対策を後押し

　キャッシュレス決済の導入や大阪府感染防止
宣言ステッカーの登録・掲示を行った市内飲食
店に支援補助金を給付します。

※ 詳しくは、市ホームページ「産業振興室」を
見てください。

飲食店におけるキャッシュレス決済等
導入推進支援補助金

シルバー世代限定
プレミアム商品券

5,000円

買い物が可能！
6,000円 分の

30,000 円分
最大

ポイントゲット！

地域経済活性化事業

市内でアプリペイを
使うと…

還元
10

％
　市内の対象のお店で
アプリペイ決済をする
と、利用金額の10％分
がポイントとして還元されます。地域経済の活性化
や、事業者と市民両方のキャッシュレス化の促進を
目指します。

問　保育課（☎812・2552）

問　産業振興室（☎828・0751）

修学旅行の
キャンセル代を市が負担

　学校関係者の感染などにより市立小中学校の
修学旅行が中止などになった場合、キャンセル
料を市が負担します。

修学旅行キャンセル料負担事業

問　教育指導課（☎813・0071）

公共交通事業者に支援金
地域公共交通事業継続支援事業

　市民生活に欠かすことのできないバス・タク
シー事業者に事業継続支援金を支給します。

問　交通政策課（☎813・1207）

第１弾

第２弾

市民生活・事業活動を支える

◆ 新型コロナウイルス感染症対策 ◆

で
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◆ 新型コロナウイルス感染症 特集

図書館の非接触化推進

施設での
感染拡大防止

　図書消毒機や自動貸出・返却機、電子書籍
を導入し、非接触化や待ち時間の解消、蔵書
の適正管理などを進めます。

　高齢者施設・障害者施設で特に感染リスク
の高い食事介助時及び身体介助時に必要な
フェイスシールドや使い捨て手袋、消毒液な
どを配付します。

図書館パワーアップ事業

高齢者・障害者施設感染拡大防止事業

問　企画三課（☎813・1146）

登録キャンペーン!

　市公式アプリ「もっと寝屋川」又はメール
配信サービス「メールねやが
わ」に新しく登録した人を
対象に、抽選で粗品をプ
レゼントします。新型コ
ロナウイルス感染
症を始め、緊急
性の高い行政情
報の伝達の即時
性を高めることを
目指します。

❶アプリかメールに登録

❷応募フォームから申し込み

市公式アプリ「もっと寝屋川」 メ ー ル ね や が わ

①http://www.ikkr.jp/neyagawaから「仮登
録」ボタンをクリックし、メールアドレスを入力

②仮登録完了メール内のURLをクリック③利
用規約を確認し「同意する」をクリック④受信
を希望する校区・カテゴリを選択⑤「登録」を
クリック

①neyagawa@e.ikkr.jp（右の
QRコード）へ空メールを送信

【携帯電話からの登録】

【パソコンからの登録】

iOS用 Android用

左のＱＲコードか
らダウンロードし
てください。

新型コロナウイルス感染症情報だけでなく、が
ん検診などの予約やごみカレンダー、学校に関
する情報を見ることができます！

氏名や住所を入力して応募完了です。当選発表
は粗品の発送をもって替えさせていただきます
（12月中旬予定）。

11月30日（月）まで

～緊急時用の情報ＧＥＴしよう～

１世帯に１人
避難所での
感染拡大防止

　避難所で活用する消毒液などの衛生管理用品
や防災用ベッドなどを購入するとともに、それ
ら物品などを保管するため、新たに（仮称）寝
屋川市防災備蓄センターを設置し、専用端末で
一元管理を行います。

◆�避難所運営物品の充実（手袋、フェイスシール
ド、消毒液、非接触型体温計、発電機、折り畳
み式防災用ベッドなど）
◆専用端末の導入

新型コロナウイルス感染症に対応した
避難所の環境整備事業

非対面で相談を

　子育てや教育、転出入などの住民異動、市税な
どの納付相談などについて、対面同様の相談環境
をオンラインで相談できる体制を構築します。

オンライン化推進事業

◆相談対応用PC、ヘッドセットの配置
◆相談用ソフトのライセンス取得など

学校トイレの清掃・消毒

　学校施設内における飛沫感染を防止するた
め、定期的なトイレの清掃・消毒を実施します。

◆市立小中学校�（週２回）

児童・生徒への
新型コロナウイルス感染症防止対策

◆�使い捨て手袋、フェイスシールド、消毒用ア
ルコール、ペーパータオル�など

市情報発信媒体利用推進事業

登録するだけでお得

500
抽選で

プレゼント!
名に

毎
日
の
お
買
い
物
に
♪

問　防災課（☎825・2194）

問　情報化推進課（☎825・2114）

問　施設給食課（☎813・0073）

すべての児童・生徒に
学びの環境を

　インターネット環境がない児童・生徒が、臨
時休校時や選択登校制の利用、不登校・長期入
院などの際に学校の授業が視聴できる端末を貸
与します。

◆端末を貸与

オンライン授業に係る端末貸与事業

問　教育指導課（☎813・0071）

問　中央図書館臨時図書室（☎838・0141）

問　高齢介護室（☎838・0518）
障害福祉課（☎838・0382）

メールねやがわ

「新たな日常生活」への対応

限定
デザイ

ン

▲図書消毒機

ZAQグッズ
協賛：株式会社ジェイコム
　　　ウェスト北河内局

トイレットペーパー
協賛：千成ヤクルト販売
　　　株式会社

　９月25日～11月30
日に 、市 公 式 ア プリ「もっと寝屋川」又はメール配信サービス「メールねやがわ」に新しく登録し、応募した人
※ 粗品の当選対象になる

のは１世帯１人です。

対 象

11/26（木）
までの
登録者限定

ねやがわ産
野菜詰め合わせ

農産物品評会に
出品された野菜です

エコバッグ
当選者には
さらに！

or

or

＋

イメージ

…なども当たるかも！
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