
令和 3年 11月 1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 県の広報誌「県民だより奈良」（2021年 11月号） 
 

コロナ関連情報等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 

 新型コロナウイルス感染防止対策を取っている飲食店・喫茶店、宿泊施設を利用しましょ

う！ 

HTML  https://www.pref.nara.jp/30222.htm 

PDF  https://www.pref.nara.jp/secure/256243/p13.pdf 

       音声 https://www.pref.nara.jp/secure/256243/10spot1.mp3 
 

〇 「第 6波に備えるための奈良県の障害者施設におけるコロナ感染対

策の要注意事例集」について 
  

・平素より、新型コロナウイルス感染症対策の推進にご尽力いただき、厚く御礼申し上げま

す。 

    この度、必ず来るであろう「第 6 波」に備えるために、特に近時の第 5 波の中で、感染

発生施設に見受けられた「要注意事例」を別添のとおり取りまとめました。第 6 波に入る

前に、第 6 波に備えておくことが極めて重要ですので、まずは下記をご覧ください。 

   なお、ワクチン接種により発症や重症化を予防する効果が期待されることから、施設関

係者（利用者・入所者や職員）で未接種の方がおられる場合は、感染対策の一環として、

接種をご検討いただきますようお願いいたします。接種を希望される場合は、所在地の市

町村担当課へご相談ください。 

  ただし、ワクチン接種後においても感染する可能性がありますので、施設関係者全員が

接種済であっても、感染対策は怠らないようお願いいたします。 

    HTML  https://www.pref.nara.jp/item/256542.htm 

       PDF     https://www.pref.nara.jp/secure/256542/kansenjireisyu.pdf 

 

〇 11月 11日 商品アドバイス会の参加者募集 

 

・ 県では、障害者就労施設において生産される商品の、商品力・販売力の強化に関する研

修会を実施することにより、授産商品の品質及び認知度を高め、今後の販売拡大につなげ

ることで障害のある方の工賃向上を図っています。 

   つきましては、下記のとおり、マドレーヌづくりを学ぶことのできる講座を開催いたし

ます。事業所で作っておられる商品をご持参いただき、商品改良などのアドバイスを受け

ることもできます。ぜひご応募ください！ 

HTML  https://www.pref.nara.jp/item/241979.htm 

 

〇 11月 6日・7日 はたらく障害者応援フェア開催!! 

 

・障害者就労施設で作られた授産商品の認知度向上、売上拡大のため、「はたらく障害者応
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援フェア特選市」を開催します。障害のある人がつくった無添加、手作り、自家栽培の商

品などを出品しますので、どうぞお越し下さい。 

HTML  https://www.pref.nara.jp/item/256434.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   https://www.pref.nara.jp/secure/243695/1029.pdf 

 

以下は前回の情報提供時から変更ありません。 

〇 奈良県モデルナワクチン接種センターの設置について 
  

・1１月以降、県が奈良県健康づくりセンター内に「奈良県モデルナワクチン接種センター」

を設置し、転居等の事情により、モデルナ社製ワクチンの２回目接種が困難な方への接種

機会の確保を図ることとなりましたので、お知らせします。 

  それに伴い、その接種予約を令和３年１０月２０日（水曜日）９時から開始しています。 

  なお、接種にあたっては、県内の市町村が発行した接種券が必要になります。 

 

    HTML  https://www.pref.nara.jp/item/255951.htm 

 

〇 （11/19～11/25）みんなでたのしむ大芸術祭「奈良を感じる感覚展」

開催のお知らせ 
  

    HTML  ｆhttps://nara-arts.com/event/kankakuten2021/ 

 

〇 県の広報誌「県民だより奈良」（2021年 10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。 

 

・8/14〜10/10 ワクチン接種の早期展開! 

HTML  https://www.pref.nara.jp/59260.htm 

PDF  https://www.pref.nara.jp/secure/254465/p07.pdf 

       音声  https://www.pref.nara.jp/secure/254465/03kenmin.mp3 

 

・奈良県みんなでたのしむ大芸術祭 

HTML  https://www.pref.nara.jp/59266.htm 

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

       音声  https://www.pref.nara.jp/secure/254465/09spot3.mp3 

 

〇奈良県新型コロナウイルス感染症 9.29対処方針 

医療提供体制の確保、ワクチン接種の促進、正しい感染防止対策の継続

の 3本柱でコロナとの戦いを継続し、日常生活を取り戻す 

令和３年９月 29日 第 29回 新型コロナウイルス感染症対策本部会議 
コロナ関連情報について下記の記事を掲載しています。 
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・奈良県新型コロナウイルス感染症 9.29 対処方針 

HTML  http://www.pref.nara.jp/59301.htm 

PDF  http://www.pref.nara.jp/secure/255081/20210929_naracorona29.pdf 

映像  https://www.youtube.com/watch?v=xq9jjETNqIg 

 

〇 (11/27・11/28・12/4・12/5)初級障がい者スポーツ指導員養成講習

会の開催について(11/7〆切) 
・障がい者のスポーツ振興を図り、健康の維持増進に寄与するため、主に初めてスポーツに

参加する障がい者に対し、スポーツの喜びや楽しさを重視したスポーツの導入に必要な基

本的知識・技術を習得した指導員の養成を図ることを目的とした講習会を開催します。 

 

    HTML  http://www.pref.nara.jp/item/253350.htm 

 

〇 (11/7) 「聞こえの相談会」を開催します！(10/1～先着順) 
・奈良県聴覚障害者支援センターでは、自分の聞こえに不安を持っている県民の方に、専門

医師の講演や人工内耳装用者の話を聞いていただき、受診へ向けた一歩とする「聞こえの

相談会」を開催します。会場には、文字で情報を伝える要約筆記と補聴器に直接音を入れ

るヒアリングループを敷設します。聞こえに困っている方々の社会参加の一助となれば幸 

いです。 

 

    HTML  http://www.pref.nara.jp/item/254821.htm 

 

〇 （11/25・12/2）奈良労働局主催 令和 3年度「しょうがいしゃ就職

面接会」の開催 

・奈良労働局では、就職を希望する障害者の雇用促進を図るため、「しょうがいしゃ就職面

接会」を開催しています。令和３年度は、北和会場（奈良市）及び中南和会場（大和高田

市）において開催されます。なお、面接会に参加いただくためには、事前にハローワーク

での紹介状の発行が必要です。詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせください。 

 

    HTML  http://www.pref.nara.jp/item/233881.htm 

 

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 
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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 

 

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 （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 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 

http://www.pref.nara.jp/58959.htm
http://www.pref.nara.jp/item/251116.htm
http://www.pref.nara.jp/item/250706.htm
http://www.pref.nara.jp/item/250711.htm
http://www.pref.nara.jp/item/249145.htm
https://www.youtube.com/watch?v=P1B41-M8Q6Y&list=TLGGj8TXazgdLC8zMDA1MjAyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=P1B41-M8Q6Y&list=TLGGj8TXazgdLC8zMDA1MjAyMQ


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３７５カ所あり、うち８７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）↓ 

https://www.pref.nara.jp/secure/229683/R31014itiran.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↓ 

https://www.pref.nara.jp/secure/229683/List_hatsunetsugairai1028.pdf 

 

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、奈良県新型コロナワクチン接種推進室（TEL０７４２－２７－８３０

９、０７４２－２７－８１７５）または各市町村新型コロナ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。 

http://www.pref.nara.jp/58335.htm
http://www.pref.nara.jp/secure/247169/p16.pdf
http://www.pref.nara.jp/secure/247169/13spot2.mp3
https://www.pref.nara.jp/secure/229683/R31014itiran.pdf
https://www.pref.nara.jp/secure/229683/List_hatsunetsugairai1028.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


 

  （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 

http://www.pref.nara.jp/55410.htm#003
http://www.pref.nara.jp/secure/228370/0714coronafaxsoudan.pdf

