
令和 4年 8月１６日 

奈良県障害福祉課 

 

奈良県のコロナ関連情報・障害者関連情報等を提供します。 

 

最新情報 

 

〇（８／１０）知事定例記者会見 
  

HTML  https://www.pref.nara.jp/item/281167.htm#itemid281167 

テキスト https://www.pref.nara.jp/61438.htm 

映像   https://www.youtube.com/watch?v=KPYEEHcOiW0 

第３４回 奈良県新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料 

     HTML https://www.pref.nara.jp/61511.htm 

PDF https://www.pref.nara.jp/secure/281167/shiryou1.pdf 

 

○（10/18、11/2）奈良労働局主催 令和 4 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。 

  なお、面接会に参加希望の方は、事前にハローワークでの求職登録・職業相談・紹介状の発行が必

要です。 

 https://www.pref.nara.jp/item/233881.htm#itemid233881 

 

○令和 4年度あいサポートメッセンジャー養成研修の開催について 
奈良県では平成 25 年度より、障害のある人もない人もともに理解しあい、支えあう地域社会の構築

を目指して、まほろば「あいサポート運動」を実施しています。 

今回「あいサポーター研修」行っていただく講師である「メッセンジャー」を養成する研修開催します。 

（申込締切９／８） 

HTML https://www.pref.nara.jp/item/281358.htm#itemid281358 

 

○中途失聴・難聴者手話講習会を開催 
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。（申込締切９／８） 

HTML https://www.pref.nara.jp/item/280964.htm#itemid280964 

 

○高次脳機能障害WEB研修会を開催 
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  当事者・家族・支援関係機関職員の方々、及び高次脳機能障害者に関心をお持ちの皆様を対象に

高次脳機能障害オンライン研修会（ハイブリッド開催）を開催します。（申込締切９／９） 

HTML https://www.pref.nara.jp/item/281166.htm#itemid281166 

 

 

 

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（7/20）知事定例記者会見 
  

HTML  https://www.pref.nara.jp/item/279990.htm#itemid279990 

テキスト https://www.pref.nara.jp/61416.htm 

映像   https://www.youtube.com/watch?v=-Yq4TiX7OCY 

新型コロナウイルス感染症に関する経過報告   

https://www.pref.nara.jp/secure/279990/040720houdou2.pdf 

 

〇（7/7）知事定例記者会見 
  

HTML  https://www.pref.nara.jp/item/279344.htm#itemid279344 

テキスト https://www.pref.nara.jp/61326.htm 

映像   https://www.youtube.com/watch?v=U6QStWWLVh8 

 

○熱中症にご注意ください。 
各団体様におかれましては、熱中症に十分ご注意いただきますようお願いいたします。 

 

環境省と気象庁は、熱中症予防対策に資する効果的な情報発信として「熱中症警戒アラート」の運

用を開始しました。 

「熱中症警戒アラート」は、熱中症の危険性が極めて高くなると予想された際に、危険な暑さへの注

意を呼びかけ、適切な行動をとっていただくよう促すための情報で、発令時は予測気温や暑さ指数だけ

でなく、具体的な取るべき熱中症予防行動の情報も含まれています。また、熱中症警戒アラートメール配

信サービスに登録することで、メールにて受信することが可能となりますので、各団体様におかれまして

は、積極的な登録をお願いします。 

 

○関係リンク 

・環境省 HTML https://www.wbgt.env.go.jp/sympo.php 

・気象庁 HTML https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html 
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新型コロナウイルス感染防止のため、マスク着用は基本的な感染防止対策として重要ですが、熱中

症防止の観点から、屋外では、人との距離（2m以上を目安）が確保できる場合や、距離が確保できなく

ても、会話を行わない場合は、マスクを外しましょう。 

 

＜熱中症予防のためのお願い＞  

〇暑さを避けましょう。 

〇外出時は涼しい服装で、日傘をさしたり、帽子をかぶりましょう。 

〇いつも以上に、こまめな水分補給をしましょう。 

〇室内でも、昼夜を問わず、エアコンなどで室温を調整し、こまめに換気しましょう。 

○日頃から体調管理をしましょう。 

○暑さ指数（WBGT)外部サイトへのリンクを調べて行動しましょう。 

○「熱中症警戒アラート」発表時はなるべく外出を控えましょう。 

 

○奈良県地域療育支援ネットワーク研修申し込みについて  
奈良県が地域療育支援ネットワーク推進事業において実施する、ペアレントトレーニングに関する研修に

ついて、申し込み締め切りを延長します。 
HTML  https://www.pref.nara.jp/item/280618.htm#itemid280618 

 

 

 

〇（6/24）障害者スポーツ振興に係る寄贈について 
 この度、奈良県の社会福祉の向上と発展に寄与する活動の一環として寄付活動に取り組んでおられる

公益財団法人森田記念福祉財団より、本県の障害者スポーツ振興に役立てていただきたいとのお申し

出をいただき、奈良県障害者スポーツ協会（磯城郡田原本町宮森 34-4 奈良県心身障害者福祉セン

ター内）に物品を寄贈いただきましたので、お知らせします。 

 

HTML  https://www.pref.nara.jp/item/278526.htm#itemid278526 

 

 

〇（6/22）第 50回障害者作品展の開催について 
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、中南和展（奈良県立万葉文化館会場）と北和展（奈良県文化会館会場）では開催時期が異な

りますので、ご注意ください。 

 

HTML  https://www.pref.nara.jp/item/278220.htm#itemid278220 

 

 

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

https://www.pref.nara.jp/item/280618.htm#itemid280618
https://www.pref.nara.jp/item/278526.htm#itemid278526
https://www.pref.nara.jp/item/278220.htm#itemid278220


マニュアルをご活用ください。 

 

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

 
 

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 
 

 

○（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
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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（3,4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。 

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 

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。 

・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。 

 

 

 

 

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 


