
令和 4年 6月 8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（6/3）【障害者福祉施設等、市町村向け】虐待防止の手引き、研修資

料等   
 障害者福祉施設等及び市町村における障害者虐待防止の対応・取り組みにあたり、以下の手引

きやマニュアルをご活用ください。 
 

HTML  https://www.pref.nara.jp/item/89220.htm#itemid89220 
 

 

〇（5/30）令和 4年度「ねむの木賞」「高木賞」の候補者の推薦について  
 社会福祉法人日本肢体不自由児協会では、肢体不自由児事業振興のため「ねむの木の子守歌」

歌詞著作権を御下賜された上皇后陛下の御意志を永く記念するため「ねむの木賞」を、またわが

国で初めて肢体不自由児療育の体系をたてられ療育事業に偉大な貢献をされた故高木憲次博士

の御遺徳を記念するため、「高木賞」をそれぞれ設定し、優秀な成績をおさめられている方々に

昭和 42 年より両賞を贈呈しています。 
推薦される場合は、下記リンクから詳細をご確認の上、推薦書等を事務局へご提出ください。

（提出期限：７／２９） 
 

HTML https://www.pref.nara.jp/item/267472.htm#itemid267472 
 

 

〇（5/30）第 41回 肢体不自由児・者の美術展／デジタル写真展の作品

募集について   
 社会福祉法人日本肢体不自由児協会では、本年 12 月の「障害者週間」にちなんで開催される、

「第 41 回 肢体不自由児・者の美術展／デジタル写真展」の作品を下記のとおり募集していま

す。 
応募作品については、直接日本肢体不自由児協会へご提出ください。（提出期限：９／１６） 
 

HTML  https://www.pref.nara.jp/item/267446.htm#itemid267446 
 

 

〇（5/25）知事定例記者会見 
  

HTML https://www.pref.nara.jp/item/267373.htm#itemid267373 
テキスト https://www.pref.nara.jp/61056.htm 
  質疑応答 ○新型コロナウイルス感染症にかかる屋外でのマスク着用について 
映像  https://www.youtube.com/watch?v=PyEB2TIDCZ0 
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〇（5/24）はたらく障害者応援フェア「にぎわい市」出店事業所の募集 
 障害者就労施設において生産される商品等の販売拡大とブランド力向上を図るため、県内の

大規模ショッピングモールの協力を得て、販売会を開催しています。また、障害理解に関するイ

ベントも同時に開催し、訪れる多くの皆様に障害のある人への理解を深めていただくことにも

取り組んでいます。 
 ついては、販売会に出店いただく事業所を募集いたします。希望される場合は、下記リンクか

ら詳細をご確認の上、申請書等を事務局へご提出ください。（提出期限：６／１０(金)） 
 

HTML  https://www.pref.nara.jp/item/248593.htm#itemid248593 
 

 

〇（5/24）障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業(令和 3 年度

第一次補正予算分)(令和 4年度への繰越分)に係る希望調査 
標記につきまして、障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業(令和 3 年度第一次補正予

算分) (令和 4 年度への繰越分)に係る希望調査を行いますので、補助金の交付申請をお考えの法

人様については、下記のとおり書類の提出をお願いします。 
 なお、今回はあくまで希望調査であり、ご提出いただいた法人全てに本事業による補助を実施

することを確約するものではありませんので、あらかじめご了承の上ご提出ください。補助対象

となった法人には、当課から改めてご連絡差し上げます。 
※奈良市指定の事業所は補助対象外となりますので、詳細は奈良市障がい福祉課へ問合せい

ただきますようお願いいたします。（提出期限：６／９(木)）  
 

HTML https://www.pref.nara.jp/item/270620.htm#itemid270620 
 
 

 

以下は前回の情報提供時から変更ありません。 
（リンク先の修正、情報修正などは行っています） 

 

〇（5/12）知事定例記者会見  新型コロナ対策の経過報告   
  

HTML  https://www.pref.nara.jp/item/266743.htm#itemid266743 
資料  https://www.pref.nara.jp/secure/265871/20220420_naracorona33.pdf 
映像  https://www.youtube.com/watch?v=LPkMFiKM49w 

 

 

〇県民だより奈良（2022年４月号） 
発達障害かも？と思ったら…、 まずは相談しませんか？ 
 

HTML  https://www.pref.nara.jp/60603.htm 
PDF     https://www.pref.nara.jp/secure/264352/p15-2.pdf 
音声   https://www.pref.nara.jp/secure/264352/10spot1.mp3 
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〇（4/20）第 33回 新型コロナウイルス感染症対策本部会議・知事定例

記者会見  第 7波に備える対策について   
  

HTML https://www.pref.nara.jp/60806.htm 
資料  https://www.pref.nara.jp/secure/265871/20220420_naracorona33.pdf 
映像  https://www.youtube.com/watch?v=ClVPr_hj5Qs 

 

 
〇（4/11）中途失明者等生活訓練希望者の募集について 
 県では、視覚障害者の自立と社会参加の促進を図るために、「中途失明者等生活訓練事業」を

実施します。 
中途失明者等生活訓練を希望される場合は、必要書類を市町村福祉担当課へご提出ください。 

（希望者が予定人数を上回った場合は、新規受付の方を優先させていただきますので、ご了承く

ださい。） 
 

詳しくはホームページでご確認ください 
HTML https://www.pref.nara.jp/item/264836.htm#itemid264836 

 
 
〇（4/7）令和 5 年度整備向けの社会福祉施設等施設整備費補助金に関

する要望調査について 
 令和 5 年度における障害者(児)施設整備に係る標記補助事業の国への協議案件を選定するた

め、要望調査を実施します。（提出期限：６／１０(金)17:00【必着】） 
 

詳しくはホームページでご確認ください 
HTML https://www.pref.nara.jp/52433.htm 

 
 

〇（4/4）知事定例記者会見 

 第 7波に備える対策の確立について   
 奈良県内における新型コロナウイルス新規感染者は、ピークを脱したものの、今なお下がりき

らない水準にあり、感染力が高いオミクロン株の系統株への置き換わりが懸念されるなど、ウイ

ルスの特性とこれまでの経験を踏まえて、第 7 波に備えた対策を確立しておくことが必要です。 
奈良県では、これまで、オミクロン株による感染状況を分析するとともに、それに対応した対

策について、事例研究を行い、医療・福祉関係者と意見交換を重ねており、それを基に第 7 波に

備えた奈良県独自の対処方針を今月中に決定し、実践に移したいと考えています。 
 

HTML https://www.pref.nara.jp/60723.htm 
資料  https://www.pref.nara.jp/secure/265071/20220404_知事定例記者会見資料.pdf 
映像  https://www.youtube.com/watch?v=mEsahSa0xbw 

 

 

○（3/22）社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策マニ

ュアル（令和 4年 3月改訂版) 
 入所系施設の感染対策の決定版！ 

 施設内にウイルスを「持ち込まない」、そして、仮に持ち込まれても「早期発見・拡大防止」

するために、施設職員に実施していただきたい感染対策を「平時」と「感染発生時」に分けて示
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しています。 

 また、通所系施設に必要な感染対策も網羅されましたので、ぜひご活用ください。 
 

（奈良県立医科大学 感染症センター 笠原教授 監修） 

HTML https://www.pref.nara.jp/54673.htm 
資料  https://www.pref.nara.jp/secure/263708/manual0318.pdf 

 

 

〇奈良県心身障害者歯科衛生診療所について 
奈良県心身障害者歯科衛生診療所では、一般の医療機関での受診が困難な障害者（児）に対す

る歯科診療を行っています。 
令和 3 年度 4 月より新しく常勤医を配置し、診療日及び時間を変更しました。 
また、治療内容について、通常の治療の他に、静脈内鎮静法による治療方法を取り入れ、不安

や緊張を和らげリラックスした状態で治療を受けることができ、患者さんの身体への負担も少

なく、一度に複数箇所の治療を安全・安心に受けていただくことができるようになりました。 
障害者の歯科診療についてお悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。 
また、一般社団法人奈良県手をつなぐ育成会の広報誌「瓦版「げんき」特別号」に歯科衛生診

療所についての記事を掲載していただきました。 
診療方法や診療所の様子、診療の流れや、育成会会員様からの治療の体験談などが掲載されて

います。是非ご覧ください。 
 

HTML  https://www.pref.nara.jp/24646.htm 
PDF     https://www.pref.nara.jp/secure/67208/genki-sika1.pdf 

   https://www.pref.nara.jp/secure/67208/genki-sika2.pdf 
         https://www.pref.nara.jp/secure/67208/genki-sika3.pdf 
                     https://www.pref.nara.jp/secure/67208/genki-sika4.pdf 
 
 

〇県民だより奈良（2022年３月号） 
新型コロナワクチンの接種について 
 

HTML  https://www.pref.nara.jp/60212.htm 
PDF     https://www.pref.nara.jp/secure/261740/p13.pdf 
音声   https://www.pref.nara.jp/secure/261740/11spot1.mp3 

 

 

〇（2/25～実施）広域ワクチン接種会場（追加接種） 特設ページ 
県内市町村での集団接種や医療機関における個別接種、職域接種に加えて、接種の加速化を図

るため、県が 2 月 25 日から追加接種（3 回目）の接種会場を設置します。 
 

HTML  https://www.pref.nara.jp/60224.htm 
 
 

〇障害者手帳アプリ「ミライロ ID」について 
障害者手帳アプリ「ミライロ ID」とは、障害者手帳に記載されている情報をスマートフォン

内に取り込み、同情報をスマートフォンの画面に表示させる機能を持つ無料のアプリで、全国的

に公共交通機関や公共施設において普及が進んでいます。  
県有施設でも、令和 4 年 2 月 7 日から、障害者手帳の代わりに、障害者手帳アプリ（ミライ

ロ ID）の提示による障害者に対する使用料減免が可能となりました。 
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障害者手帳アプリ（ミライロ ID）による障害者に対する使用料減免が可能な県有施設は、以

下のとおりです。 
 

なら歴史芸術文化村（令和 4 年 3 月 21 日～）、奈良県文化会館、奈良県橿原文化会館、 
奈良県立美術館、奈良県立橿原考古学研究所附属博物館、奈良県立万葉文化館、 
奈良県立民俗博物館、奈良県立図書情報館、奈良県立橿原公苑（陸上競技場、野球場他）、 

    奈良県社会福祉総合センター、奈良労働会館、中和労働会館、奈良県産業会館、 
    奈良春日野国際フォーラム、奈良県コンベンションセンター、 

第二浄化センタースポーツ広場、福祉住宅体験館、まほろば健康パーク、 
   平城宮跡歴史公園 

 
HTML  https://www.pref.nara.jp/41882.htm 

 

 

〇県の広報誌「県民だより奈良」（2021年 12月号） 

障害者関連情報等について下記の記事を掲載しています。 
 
人権コーナー 
まほろば「あいサポート運動」について 
皆さん、まほろば「あいサポート運動」をご存じですか。これは、障害のある人もない人

も暮らしやすい共生社会を県民とともにつくる運動のことです。 
県では、平成 28 年 4 月 1 日に「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会

づくり条例」を施行し、障害に対する理解を深め、障害を理由とした差別をなくすための取

り組みを行っています。 
まほろば「あいサポート運動」もその取り組みの一つです。障害を理由とする差別をなく

すには、まず障害を知ることが大切です。 
そのため、地域や職場での「あいサポーター研修」を行っています。この研修では、多様

な障害の特性を知り、障害のある方の困っていることや必要な配慮などを理解し、障害のあ

る方に対するちょっとした配慮や手助けなどを学びます。 
講師派遣については県が調整します。申込受付は県障害福祉課（ 電話 0742-27-8514、

FAX0742-22-1814）で行っていますので、お気軽にご相談ください。 
障害の有無に関わらず、誰もが安心して幸せに暮らせる社会の実現を目指し、あなたも知

ることから始めませんか。 
 

HTML  https://www.pref.nara.jp/59704.htm 
PDF  https://www.pref.nara.jp/secure/257289/p27.pdf 

       音声  https://www.pref.nara.jp/secure/257289/25jinken.mp3 
 

 
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 https://www.pref.nara.jp/60547.htm 
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全体版 PDF  https://www.pref.nara.jp/secure/263914/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 
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を市・郡ごとに病院・診療所に

分けて掲載しています。 
 
    HTML  http://www.pref.nara.jp/58959.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/ 
 

 

〇発熱外来認定医療機関に関する情報提供について 
 

HTML  https://www.pref.nara.jp/55615.htm#anchor_1632996544829 
 
感染のリスクがある方への検査が実施されています。 
ただし、実際に受診されるにあたっては、それぞれの発熱外来認定医療機関により「受診にあ

たっての留意事項」がございます。 
以下では、認定を受けた医療機関数を掲載しています。また、医療機関の希望がある場合は、

当該医療機関の情報についても以下で情報提供します。それぞれの留意事項等が掲載されてお

りますので、確認の上受診していただきますようお願い致します。 
発熱外来認定医療機関については、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） 

HTML  https://www.pref.nara.jp/secure/229683/R40316itiran.pdf （R4.3.16 現在） 
 
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 

HTML  https://www.pref.nara.jp/secure/229683/List_220419_hatsunetsugairai2.pdf  
（R4.4.19 現在） 

 
 

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 
 
・発熱等の症状のある方は、まず、 身近な医療機関に電話相談してください。 
・身近な医療機関がない方は、「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。 
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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
https://www.pref.nara.jp/55615.htm#anchor_1632996544829
https://www.pref.nara.jp/secure/229683/R40316itiran.pdf
https://www.pref.nara.jp/secure/229683/List_220419_hatsunetsugairai2.pdf


・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。 
・無症状の方で感染の不安のある方向けの PCR 検査等無料検査の情報は、下記のホームページ

で確認をお願いします。 
 
奈良県新型コロナウイルス検査促進事業の実施について（感染拡大傾向時の一般検査） 

HTML   https://www.pref.nara.jp/59958.htm 
 
 
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。 

HTML 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の様式を用いて、FAX にてご

相談ください。 
HTML http://www.pref.nara.jp/secure/228370/0714coronafaxsoudan.pdf 

https://www.pref.nara.jp/59958.htm
http://www.pref.nara.jp/55410.htm#003
http://www.pref.nara.jp/secure/228370/0714coronafaxsoudan.pdf

