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新型新型コロナウイルスコロナウイルス感染症に伴う羽曳野市緊急支援感染症に伴う羽曳野市緊急支援策策（独（独自自支援策）支援策）
新型コロナウイルス感染症対策のため、新たな緊急支援策（第 3 弾）を実施します。

認可保育施設 0 ～ 2 歳児の保育料無償化認可保育施設 0 ～ 2 歳児の保育料無償化

　本市にお住まいの公立・私立認可保育施設・認定こども園に
通園する0～2歳児の保育料（延長保育料は除く）を無償（ゼ
ロ）にします。

【期間】令和2年8月～令和3年3月（8カ月）問問
■■問問  問問こども課　☎072-958-1111 内線1233・1254　

商店街活性化事業商店街活性化事業

　新しい生活様式の定着（3つの密を回避等）や地域経済活性
化への市内商店街（5団体）の取組みに支援を行います。

【内容】上限500万円（補助率10/10）
【期間】令和2年9月～令和3年3月（予定）
■■問問  問問産業振興課　☎072-958-1111 内線2740

お出かけ支援事業お出かけ支援事業

　人との接触の機会を減少させ、新型コロナウイルスの感染防
止を図るため、高齢者を対象としたバスの運行を行います。
【対象】65歳以上　【期間】令和2年10月実施（予定）
※乗車料金無料（ルートや時間など詳細は未定）
■■問問  問問地域包括支援課　 ☎072-958-1111 内線2906　

ひとり親世帯臨時特別給付金ひとり親世帯臨時特別給付金

　子育てと仕事を一人で担う、低所得のひとり親世帯に、臨時
特別給付金を支給します。［国庫補助事業］
※詳細は18ページまたは市ウェブサイトをご覧ください。
■■問問  問問こども課　 ☎072-958-1111 内線1223　

留守家庭児童会の使用料無償化留守家庭児童会の使用料無償化

　本市が運営する留守家庭児童会に通う児童（1年生から6年
生）の使用料（延長使用料および学童活動費を除く）を無償（ゼ
ロ）にします。
【期間】令和2年8月～令和3年3月（8カ月）問問
■■問問  問問社会教育課　☎072-958-1111 内線4540　

避難所における新型コロナウイルス対策事業避難所における新型コロナウイルス対策事業

　避難所における新型コロナウイルス感染症対策の強化・充実
を図るため、感染拡大防止する物資の整備などを行います。

【概要】簡易ベッド、段ボールベッド等の整備　など問問
■■問問  問問災害対策課　☎072-958-1111 内線2713　

市立小・中学校端末整備事業市立小・中学校端末整備事業

　市立小・中学校の急速な ICT環境の整備を図るため、児童・
生徒1人1台のパソコン端末を配備します。
※ 市単独で整備が必要となっていた端末機（全体の1/3）を整
備するものです。これにより市立小・中学校に通う児童・生
徒全員分の端末の整備が完了します。

■■問問  問問教育総務課　 ☎072-958-1111 内線4120

　皆様の生活を支援するために、本市独自の新型コロナウイ
ルス感染症対策として、羽曳野市内の登録店舗で使用可能な
商品券「羽曳野応援商品券」を配布しています。

【対象】羽曳野市内の全世帯（令和2年4月27日現在で住民
　基本台帳に記載されている世帯）

【金額】一世帯に5,000円（500円券×10枚）

　新型コロナウイルス感染症の影響による、大阪府からの休
業協力要請等を受けた、中小企業・個人事業主を対象に、事
業継続を支援する羽曳野市休業要請支援金を支給します。

【対象】令和２年３月31日以前に開業し、営業実態のある法
　人または個人事業主で、次の①～③全ての要件を満たして
　いること。
①市内に事業所がある法人または個人事業主。（本社が市外に
　あっても、主たる事業所が市内にあれば可）
② 大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、令和２年４
月21日～５月６日までの期間に対象施設を休業した施設の

【利用期間】令和2年11月30日まで
【利用店舗】商品券とともに、店舗一覧を送付しています。
≪ご注意ください！≫ 商品券を紛失した場合、再発行はでき
　ません。この商品券はおつりが出ません。また、換金や払
　い戻しもできません。
■■問問  問問産業振興課　☎072-958-1111 内線2740　

運営事業者である。（飲食店等は、営業時間5:00～ 20:00
の間に短縮するなどの協力を行った場合のみ可）

③ 令和２年４月の売上が、前年同月と比較して30％以上
50％未満減少していること。

【支給額】（1）法人20万円（2）個人事業主10万円
　※1事業者につき１回の支給。金額は定額です。
【申込】８月31日㈪までに、申請書を産業振興課に持参また
　 は郵送（当日消印有効）。※申請書は市ウェブサイトからダウ
ンロードまたは産業振興課、支所、羽曳野市商工会にて配布。

■■問問  問問産業振興課　☎072-958-1111 内線2740　

GIGA スクールサポーターの配置GIGA スクールサポーターの配置

　市立小・中学校における急速な ICT環境の整備を支援する
ICTの技術者を配置します。［国庫補助事業］
■■問問  問問教育総務課　 ☎072-958-1111 内線4120　

羽曳野応援商品券（第 2 弾）

羽曳野市休業要請支援金（第 2 弾）

― 羽曳野市緊急支援策（独― 羽曳野市緊急支援策（独自自支援策 第 3 弾）―支援策 第 3 弾）―
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　経済的に苦しい状況が続く市民の皆様に、国の特別定
額給付金（1人10万円）とは別に、市緊急支援策として、
全市民に 1 万円を給付します。
■■対対■■象象   問問令和2年4月 27日時点で、羽曳野市の住民基本
　台帳に記録されている方（外国人の方も含む）

【受給権者】給付対象者の属する世帯主　
　※給付対象者などは、特別定額給付金と同じです。
　※ 特別定額給付金の手続きでご記入いただいた金融

機関口座に振り込みますので、改めての申請は不
要です。

　 ［特別定額給付金を辞退された方で本給付金を受給され
る方、配偶者やその他親族からの暴力を理由に羽曳野市
外に避難されている方は、市ウェブサイトから各届出書
をダウンロードし、郵送または窓口まで持参ください。

　（申請期限：8月26日㈬の消印有効）］

【市民応援給付金の振込時期】
　国の特別定額給付金の振込時期によって、市民応援給
付金の振込予定日は異なります。
特別定額給付金の振込時期 市民応援給付金の振込予定日
7 月 3 日㈮までに振込 7 月 17 日㈮

7 月 17 日㈮までに振込 7 月 28 日㈫

上記以降に振込 特別定額給付金が振り込まれ
てから順次振込

特別定額給付金の申請はお済ですか？

市民応援給付金

≪1人につき10万円≫申請期限は令和 2 年 8月26日㈬消印有効

　特別定額給付金の申請期限は令和 2 年 8 月 26 日㈬
［消印有効］までです。お早めに申請をしてください。
期限を過ぎますと、特別定額給付金（10 万円）を受給
できませんので、ご注意ください。
　申請書を紛失した方、届いていない方は、お問い合
わせください。

　特別定額給付金におきましては、迅速に給付作業を
行うため、振込日の通知書などは省略しています。お
手数ですが、振込先口座の通帳記入でご確認ください。

申請書の提出まえに、もう一度ご確認ください！
　すでに申請した方で、「申請者の本人確認書類」と「振込先口座がわかる書類」の添付を忘れている方が多くな
っています。これから申請する方は、ご注意ください。

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください！
不審な電話やメールを受け取ったら、迷わず次へ相談してください。
　　▶羽曳野警察署（072-952-1234）   ▶警察相談専門電話（＃ 9110）
　　▶羽曳野市役所（072-958-1111）   ▶消費者ホットライン（188  局番なしの 3 桁）
　　▶新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン（0120-213-188）

★特別定額給付金の詳細は次のURLまたはQRコードから
　https:kyufukin.soumu.go.jp（総務省 特別定額給付金特設サイト）

■■問問   問問▶特別定額給付金コールセンター　☎0120-26-0020　9:00～ 20:00
　 ▶市長公室 特別定額給付金事業推進チーム 　☎072-947-0115（直通）
　　 9:00～ 17:30（㈯㈰㈷を除く）

■■問問   問問市長公室 特別定額給付金事業推進チーム
　 ☎072-947-0115（直通）
　 9:00～ 17:30（㈯㈰㈷を除く）
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熱中症予防行動熱中症予防行動熱中症予防行動熱中症予防行動 「新しい生活様式」における予防ポイント

新型新型コロナコロナウイルスウイルス接触確認接触確認アプリアプリ

CCOOCOACOA （厚生労働省）（厚生労働省）
ココアココア

新型コロナウイルス感染症の感染者と接触
した可能性について、通知を受け取ること
ができる、スマートフォンのアプリです

● 利用者は、陽性者と接触した可能性が分かる
ことで、検査の受診など保健所のサポートを
早く受けることができます。利用者が増える
ことで、感染拡大の防止につながることが期
待されます。

ウェブサイト［厚生労働省 COCOA］で検索

 ▲イメージ画面

● 利用者本人の同意を前提に、スマートフォン
の Bluetooth を利用して、お互いのプライバ
シーを確保して、新型コロナウイルス感性症
の陽性者と接触した可能性について、通知を
受けることができます。

1メートル以内、15分以上の接触した可能性

●接触に関する記録は、端末内で管理し、外部には出ません
●いつ、どこで、誰と接触したのかは、わかりません
  ※端末内のみで接触の情報（ランダムな記号）を記録します
  ※記録は 14 日経過後に無効となります
  ※連絡先、位置情報など個人が特定される情報は記録しません
  ※ Bluetooth をオフにすると情報を記録しません

厚生労働省・内閣官房　【問合せ】災害対策課　☎ 072-958-1111 内線 2713

　新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の３つの基本である ①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いや、「３密（密
集、密接、密閉）」を避ける等の「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントを紹介します。

※ 高齢者、子ども、障害者の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。３密を避け、周囲の方からも積極的な
声かけをお願いします。

環境省・厚生労働省　【問合せ】災害対策課　☎ 072-958-1111 内線 2713

①① 33つつのの「密「密」」ををさける！さける！ ③マスクを③マスクをつけよう！つけよう！

感染拡大防止のため、皆様の協力を感染拡大防止のため、皆様の協力を
お願いします！！ お願いします！！ 
詳細は、大阪府ウェブサイトを検索詳細は、大阪府ウェブサイトを検索
してください。してください。

②②ソーシャルソーシャルディスタンス！ディスタンス！

人との間隔は、できるだけ
　２m（最低 1m）あけよう！ 症状がなくても着用

在宅勤務、ローテーション勤務、
　時差勤務

問合せ：災害対策課
でんわ：072-958-1111（内線 2713）

 帰宅時、手洗い、顔洗い！
　　　　手洗いは石鹸で 30 秒！

２m

④④よよくく手洗い！手洗い！ ⑤⑤新しい働きかた！新しい働きかた！

⑥⑥「大阪コロナ追跡「大阪コロナ追跡システムシステム」」　　  
　　　　の活用の活用

つつぶぶたたんんと
 「新しい生活様式」を実践しよう！

密接

密集 密閉

　感染者発生に備えて
　　システムの登録・利用

ていねいに
 洗おうね。

1. 暑さを避ける ● 感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を確保し、エアコンの温度設定をこまめに調整
●暑い日や時間帯は無理をしない　●涼しい服装にする　●急に暑くなった日は特に注意

2. 適宜マスクをはずす
●気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意　●屋外で人と十分な距離を確保し、できる場合はマスク
をはずす　●マスク着用時は、負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、
適宜マスクをはずして休憩する

3. こまめに水分補給 ● 1 日あたり1.2リットルを目安に　● 大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに
4. 日頃から健康管理 ●日頃から体温測定、健康チェック　●体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養

5. 暑さに備えた体作り ●暑くなり始めの時期から適度な運動を　●水分補給は忘れずに、無理のない範囲で
●「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で毎日 30 分程度


