
令和 3年 8月 11日 

奈良県障害福祉課  

 

奈良県のコロナ関連情報・障害者関連情報を提供します。 

 

最新情報 

〇 新型コロナウイルス感染症対策 奈良県緊急対処措置 経過報告

8.11    

 
    HTML http://www.pref.nara.jp/59082.htm 

PDF  http://www.pref.nara.jp/secure/252841/20210811naracoronakaiken.pdf 

映像  準備中（作成次第、上記 HTML に掲載します。） 

 

〇 社会福祉施設コロナ感染対策「こんな時はどうする？」解説集（動

画付き） 

 
 文字が主のマニュアルでは、「消毒をどのタイミングで実施する必要があるか」などにつ

いて、対策の基本でありながら、具体的に示すことが困難です。 

 

 そこで、マニュアルでは示しにくい基本事項を、入所系施設の生活場面ごとに具体的に解

説する、まさに「こんな時はどうする？」が分かる動画付きの解説教材を作成しましたの

で、ご活用ください。（入所者の入れ歯をまとめて管理する場合の手順などもあります。） 

 

（奈良県立医科大学 感染症センター 笠原センター長 による監修・音声解説） 

    HTML http://www.pref.nara.jp/54673.htm 

全体版 PDF  http://www.pref.nara.jp/secure/251764/zentaiban.pdf 

分割版 HTML  http://www.pref.nara.jp/58962.htm 

 

〇 新型コロナワクチン接種状況等について 
 

・新型コロナワクチン接種状況等について 

    HTML http://www.pref.nara.jp/57762.htm 

PDF   http://www.pref.nara.jp/secure/243695/0811.pdf 

 

〇 新型コロナワクチン接種後の副反応に対応する協力医療機関につ

いて 
 

・新型コロナワクチン接種後の副反応に対応する協力医療機関について 

    HTML  http://www.pref.nara.jp/58959.htm 

 

○ １０／２～２／５第 6回盲ろう者向け通訳・介助員養成講座の受講

者募集（９／１０申し込み〆切） 

・奈良県聴覚障害者支援センターでは、目と耳の両方に障害のある「盲ろう者」向けの通訳・
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介助員を養成する講座を開催します。「盲ろう者」を正しく理解し、コミュニケーション

手段・方法等の基礎知識の習得を目指します。 

    HTML   http://www.pref.nara.jp/item/252501.htm 

 

以下は前回の情報提供時から変更ありません。 

〇 第 26回 新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（令和３年８月４日） 
コロナ関連情報について下記の記事を掲載しています。 

 

・奈良県緊急対処措置 

HTML  http://www.pref.nara.jp/59047.htm 

PDF  http://www.pref.nara.jp/secure/252445/20210804__naracorona26.pdf 
映像  

https://www.youtube.com/watch?v=VZCZDnnZR9I&form=MY01SV&OCID=M

Y01SV 

 

〇 【重要】奈良県広域ワクチン接種特設ページ 

 
・希望するすべての県民が、早期に接種を完了することができるよう、従来の市町村等での

接種に加え、県で集団接種会場を設置することで、接種の加速化を図ります。 

 

①  ８月７日～８月１７日まで、優先予約期間を設定し、 県内に所在する施設等に従事す

る福祉・医療・教育関係者（同居家族を含む）の予約受付を実施します。優先予約の対

象となる施設等は、下記資料をご覧ください。（上記期間は、予約状況により延長、短縮

する可能性があります。） 

優先予約の対象となる施設には、障害者入所施設、障害福祉サービス事業所、障害児入

所施設、障害児通所支援事業所、相談支援事業所、地域生活支援事業の実施事業所、聴

覚障害者支援センター(手話通訳者、要約筆記者、盲ろう通訳介助員も含まれます。)等

も含まれます。 

② ①の受付期間終了後、県内在住の一般の方々の予約を開始します。 

 

    HTML http://www.pref.nara.jp/59054.htm 

スケジュール PDF  http://www.pref.nara.jp/secure/252521/0804syousaisukezyu-ru3.pdf 

優先予約の対象となる施設 PDF 

  http://www.pref.nara.jp/secure/252521/0804yuusensessyutaisyousisetuitiran.pdf 

聴覚障害者の方で接種の際の情報保障を希望する場合の申込みフォーマット PDF 

http://www.pref.nara.jp/secure/252521/tyoukakusyougaisyayou.pdf 

 

〇 県の広報誌「県民だより奈良」（2021年８月号） 
コロナ関連情報・障害者関連情報について下記の記事を掲載しています。 

 

・新型コロナウイルス感染症対策 

HTML  http://www.pref.nara.jp/58984.htm 

PDF  http://www.pref.nara.jp/secure/251742/p06.pdf 

       音声  http://www.pref.nara.jp/secure/251742/03news.mp3 
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・奈良県みんなでたのしむ大芸術祭 

HTML  http://www.pref.nara.jp/58992.htm 

PDF  http://www.pref.nara.jp/secure/251742/p14.pdf 

       音声  http://www.pref.nara.jp/secure/251742/11spot1.mp3 

 

・（8/5～8/14）第 9 回 キラリと輝く!特別支援学校アート展 

HTML  http://www.pref.nara.jp/58994.htm 

PDF  http://www.pref.nara.jp/secure/251742/p17.pdf 

       音声  http://www.pref.nara.jp/secure/251742/13info-title.mp3 

 

〇 関西３府県に緊急事態宣言等の適用が決定されたことに関する知

事コメント 

コロナ関連情報について下記の記事を掲載しています。 

 

・関西３府県に緊急事態宣言等の適用が決定されたことに関する知事コメント 

PDF  http://www.pref.nara.jp/secure/228522/0730naratiji.pdf 

 

〇 ８／２１支援者のための発達障害理解啓発講演会-ライフステージ

に応じた理解と対応-の開催のお知らせ（８／１３申し込み〆切） 
    HTML   http://www.pref.nara.jp/item/252451.htm 

         PDF   http://www.pref.nara.jp/secure/252451/chirasi.pdf 

 

○ ９／１７～１１／１９中途失聴・難聴者手話講習会を開催します

（９／６申し込み〆切） 

・中途失聴・難聴者とその家族、支援者等に対して手話を学ぶ機会を提供し、コミュニケー

ションの手段を増やしていただくための手話講習会を開催します。 

    HTML   http://www.pref.nara.jp/item/240236.htm 

         PDF   http://www.pref.nara.jp/secure/240236/R3tirashi.pdf 

 

〇 農業に関する専門家派遣先募集について（８／１３申し込み〆切） 
 

・本県では、農業分野での障害者の就労を支援し、障害者の工賃向上及び農業の担い手の拡

大を図るため、障害者就労施設等に対する農業に関する専門家派遣や農福連携マルシェの

開催などを行う農福連携の取組を実施しています。このたび、下記の通り農業に関する支

援アドバイザー派遣先を募集いたしますのでぜひご応募ください。 

    HTML   http://www.pref.nara.jp/item/233495.htm 

         PDF   http://www.pref.nara.jp/secure/233495/R3 農福連携専門家派遣募集.pdf 

 

〇 身体障害者補助犬(介助犬・聴導犬)貸与希望者の追加募集について 

  （９／３０申し込み〆切） 
 

・県では身体障害者の自立と社会参加の促進を図るため、「身体障害者補助犬貸与事業」を

実施しています。現在、盲導犬 2 頭の貸与が決定しましたが、介助犬・聴導犬 1 頭分が決

定しておりませんので、追加募集を行います。身体障害者補助犬貸与（介助犬・盲導犬）

を希望される方は、下記の書類を市町村障害福祉担当課へご提出ください。 

    HTML   http://www.pref.nara.jp/item/251753.htm 
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〇 ８／２１・８／２４オストメイトの方への個別相談会について 
 

・人工肛門・人工膀胱を持つようになり、1 人で悩んだり苦労されている方を対象とし、専

門の看護師や同じ立場にあるオストメイトに相談することで悩み等を解消し、日常生活や

社会生活を元気に過ごして頂くため、個別相談会を開催しています。 

HTML  http://www.pref.nara.jp/item/251852.htm 

 

〇 令和 3年度医療的ケア児等支援者・コーディネーター養成研修の実

施について（８／３１申し込み〆切） 

 

・人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児

童や重症心身障害児（者）（以下「医療的ケア児等」という。）が地域で安心して暮らして

いけるよう、医療的ケア児等に対する支援が適切に行える人材を養成することを目的とし、

研修を開催します。 

HTML  http://www.pref.nara.jp/item/241201.htm 

 

〇 ７／２０知事定例記者会見 新型コロナウイルス感染症対策の新

たな展開について 
 

・新型コロナウイルス感染症対策の新たな展開について 

 

    HTML   http://www.pref.nara.jp/58964.htm 

PDF   http://www.pref.nara.jp/secure/251798/coronachijikaiken_0720.pdf 

映像  https://www.youtube.com/watch?v=3q6gSCnwJ2c 

 

〇 ９／１１高次脳機能障害 WEB 研修会を開催します。（９／３申し込

み〆切） 
 

障害者関連情報について下記の記事を掲載しています。 

 

・９／１１高次脳機能障害 WEB 研修会を開催します。（９／３申し込み〆切） 

HTML  http://www.pref.nara.jp/item/251518.htm 

 

〇 ９／４奈良県みんなでたのしむ大芸術祭「オープニングフェスティ

バル」観覧者募集！(８／１７申し込み〆切) 

○ 奈良県みんなでたのしむ大芸術祭 「まほろば あいのわ コンサ

ート」出演者募集！（９／５申し込み〆切） 
 

障害者関連情報について下記の記事を掲載しています。 

 

・９／４奈良県みんなでたのしむ大芸術祭「オープニングフェスティバル」観覧者募集！(８

／１７申し込み〆切) 
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HTML  https://nara-arts.com/2021opening_fes_accepting/ 

 
・奈良県みんなでたのしむ大芸術祭「まほろば あいのわ コンサート」出演者募集！（９

／５申し込み〆切） 

 

HTML  https://nara-arts.com/r3-ainowa-inv/ 

 

 

〇 （８月～３月）視覚障害者のための講習会開催のお知らせ 
・（８月～３月）視覚障害者のための講習会開催のお知らせ 

    HTML  http://www.pref.nara.jp/item/251116.htm 

 

〇 県の広報誌「県民だより奈良」（2021年７月号） 
コロナ関連情報について下記の記事を掲載しています。 

 

・コロナ感染防止 × 熱中症予防 これからの季節の新型コロナウイルス感染対策  

これからの季節、熱中症に気を付けながら、 新型コロナウイルスの感染対策をしましょう。 

 

HTML  http://www.pref.nara.jp/58817.htm 

 

これからの季節の新型コロナウイルス感染対策 

PDF  http://www.pref.nara.jp/secure/250377/p12.pdf 

       音声  http://www.pref.nara.jp/secure/250377/09spot1.mp3 

 
違いを豊かさとして認め合う～多文化共生と包摂の社会づくり～ 

PDF  http://www.pref.nara.jp/secure/250377/p13.pdf 

       音声  http://www.pref.nara.jp/secure/250377/10spot2.mp3 

 

〇 （１１／３～９）第 49回奈良県障害者作品展（中南和展）の開催に

ついて 
 

・今年度も奈良県障害者作品展を開催することになりました。開催要綱及び出品要領をご確

認のうえ、出品頂きますようお願いします。なお、北和展（奈良県文化会館会場）と中南

和展（奈良県万葉文化館会場）では開催時期が異なりますので、ご注意ください。 

 

    HTML  http://www.pref.nara.jp/item/250706.htm 

 

〇 （１２／４～９）第 49回奈良県障害者作品展（北和展）の開催につ

いて 
・今年度も奈良県障害者作品展を開催することになりました。開催要綱及び出品要領をご確

認のうえ、出品頂きますようお願いします。なお、北和展（奈良県文化会館会場）と中南

和展（奈良県万葉文化館会場）では開催時期が異なりますので、ご注意ください。 

    HTML  http://www.pref.nara.jp/item/250711.htm 

 

〇 ８／２４「もうろうをいきる」上映会を開催します！ 
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・８／２４「もうろうをいきる」上映会を開催します！ 

    HTML  http://www.pref.nara.jp/item/250449.htm 

 

〇 「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間のポスター」を募集し

ます。（９／３〆切） 
 

・「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間のポスター」を募集します。（９／３〆切） 

    HTML  http://www.pref.nara.jp/item/249703.htm 

 

〇 手話動画「新型コロナワクチン接種について」の公開 
 

コロナ関連情報について下記の記事を掲載しています。 

 

・手話動画「新型コロナワクチン接種について」の公開 

 耳が聞こえない、聞こえにくい方に、新型コロナワクチン接種について情報提供を図るた

め、奈良県聴覚障害者支援センターが手話動画を作成して、YouTube にて公開しておりま

す。 

HTML  http://www.pref.nara.jp/item/249145.htm 

映 像   https://www.youtube.com/watch?v=P1B41-

M8Q6Y&list=TLGGj8TXazgdLC8zMDA1MjAyMQ 
 

〇 県の広報誌「県民だより奈良」（2021年５月号） 
 

障害者関連情報について下記の記事を掲載しています。 

 

・県政スポット奈良 

重症心身障害者支援センター 

心身障害者歯科衛生診療所 

HTML  http://www.pref.nara.jp/58335.htm 

PDF  http://www.pref.nara.jp/secure/247169/p16.pdf 

       音声 http://www.pref.nara.jp/secure/247169/13spot2.mp3 

 

〇 「発熱外来認定医療機関」について 
 

奈良県では、発熱患者を診察する一般の医療機関を「帰国者・接触者外来（新型コロナウイ

ルス感染の疑いのある方を診察する医療機関）と同様の機能を有する医療機関」として県が

認定することで、一般の医療機関が独自の判断で PCR 検査や抗原検査を取り扱うことが可

能となる制度として、県独自の「発熱外来認定医療機関」という制度を設けています。発熱

外来認定医療機関は県内に３４４カ所あり、うち２４カ所が公表されています。 

発熱外来認定医療機関は下記ホームページをご覧ください。 

 

奈良県の発熱外来認定医療機関数について（市町村別）↓ 

http://www.pref.nara.jp/secure/229683/R30804itiran.pdf 

   発熱外来認定医療機関名簿（県が公表することを希望した医療機関のみ）について↓ 

http://www.pref.nara.jp/secure/229683/030811_hatsunetsunintei.pdf 
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〇 新型コロナウイルスワクチンの接種順位の上位に位置づける基礎

疾患を有する者の範囲について       
 

新型コロナウイルスワクチンの接種順位に位置づける基礎疾患の範囲に、以下を追加するこ

ととなりました。 

・重い精神疾患（精神疾患の治療のために医療機関に入院している、精神障害者保健福祉手

帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合） 

・知的障害（療育手帳を所持している場合） 

↓ 

https://www.mhlw.go.jp/content/000756902.pdf 

 

詳細につきましては、奈良県新型コロナウイルス接種対策室（TEL０７４２－２７－８３０

９、０７４２－２７－８１７５）または各市町村新型コロナウイルスワクチン接種担当課ま

でお問い合わせください。 

 

〇 発熱等の症状のある場合の相談や受診の流れについて 
 

http://www.pref.nara.jp/secure/226888/02_相談や受診の流れ 0515.pdf 

 

１．発熱等の症状のある方は、まず、 かかりつけ医等の身近な医療機関に電話相談してく

ださい。 

２．身近な医療機関がない方、又は聴覚に障害のある方などお電話でのご相談が難しい方は、

「新型コロナ・発熱患者受診相談窓口」に電話又は FAX で相談してください。 

３．発熱等の症状がない場合でも、感染の不安のある方は、「新型コロナ・発熱患者受診相談

窓口」に電話相談してください。 

４．検査の結果、感染が判明した場合には入院または宿泊療養となります。 

 

〇 「新型コロナ・発熱患者受診相談窓口」は下記連絡先です。 
 

  （電話番号）0742-27-1132（FAX 番号）0742-27-8565  24 時間対応（平日・土日祝） 

 

  新型コロナ・発熱患者受診相談窓口の詳細は下記ホームページをご覧ください。 

  http://www.pref.nara.jp/55410.htm#003 

 

  聴覚に障害のある方など、お電話でのご相談が難しい方は下記ホームページの様式を用い

て、FAX にてご相談ください。 

  http://www.pref.nara.jp/secure/228370/0714coronafaxsoudan.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/000756902.pdf
http://www.pref.nara.jp/secure/226888/02_相談や受診の流れ0515.pdf
http://www.pref.nara.jp/55410.htm#003
http://www.pref.nara.jp/secure/228370/0714coronafaxsoudan.pdf

