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新型コロナウイルス感染症関連情報

首相官邸ホームページを加工して作成（http://www.kantei.go.jp/jp/
content/000061868.pdf）

感染拡大防止に向けて

編集中です
政府から、緊急事態宣言が発出されました

対象期間　5月6日（水・振）まで

4月7日、政府から、新型コロナウイルス感染症
に対する「緊急事態宣言」が発出され、大阪府も対象
地域となっています。

生活の維持に必要な場合を除く外出の自粛、公共
施設の休館やイベントの中止の継続など、市民や事
業者の皆さんにはご不便をお掛けしますが、この難
局を乗り越えるためには皆さんのご協力が不可欠で
す。引き続き、ご理解とご協力をお願いします。

市民の皆さんにおいては、感染拡大防止のため、
職場への通勤、医療機関への通院、食料など生活
必需品の買い物など、生活の維持に必要な場合を
除き、外出を自粛いただくようお願いします。

特に、密閉・密集・密接の「3 密」の条件が重な
る場を避けましょう。人と人との接触を 8 割削減す
ることで感染が収束に向かうとする専門家グループ
の意見もあります。

また、一人ひとりが感染しない、感染させないた
めの行動をとり、こまめな手洗いや咳エチケットを徹
底しましょう。

対象 区分 担当課

国民健康保険料
徴収猶予

保険年金課
（1階②番窓口）
☎939・1183後期高齢者医療保険料

介護保険料 徴収猶予
高齢介護課

（1階③番窓口）
☎939・1164

地方税 徴収猶予
税務課

（２階�番窓口）
☎939・1066

水道料金 支払猶予 お客様コーナー
（4階�番窓口）
☎939・1316下水道使用料 納付猶予

貸付に関するご相談
緊急小口資金 藤井寺市社会福祉協議会

（ふれあいセンター内）
 ☎938・8220 総合支援資金

【生活支援費】

緊急事態措置コールセンター

　大阪府では、新型コロナウイルス感染症に
係る緊急事態措置について、府民・事業者か
らの問い合わせに応えるため、コールセンタ
ーを設置しました。
【コールセンター】
　☎ 06・4397・3299
　　 06・4397・3295
※番号をお間違えのないようお願いします。
【受付時間】
　9時～18時まで（土・日曜日、祝日を除く）

【市長メッセージ】　
市民の皆さんへ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受
け、4 月 7 日、政府から、新型インフルエン
ザ等特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が
出されました。

何より、これまで経験したことがないこの難
局を乗り越えていくには、市民や事業者の皆
さんのご協力が不可欠です。皆さんには、こ
れまで以上に危機意識を持って、命を守るた
めの行動を徹底していただくよう、切にお願い
します。

まさに今が正念場です。市民の皆さんの生
命と健康を守るため、私が先頭に立ち、市職
員ともども一丸となり、国や大阪府と連携を
図りながら、この難局を乗り越えるように全力
を尽くしてまいります。

藤井寺市長　岡田　一樹

職員の交代制勤務を実施
期間　5月6日（水・振）まで

市役所内での感染拡大のリスクを避ける観点から、
職員の交代勤務を実施しています。来庁時に待ち時間
が長くなるなど、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご
協力をお願いします。

窓口へのアクリル板設置など
市役所1階市民課窓口カウンターに飛沫

まつ
防止用のア

クリル板を設置しています。今後、各課の窓口にも順
次設置していく予定です。また、待ち合いのソファには、
間隔をあけてお座りいただくよう、注意書きを掲示して
います。各職員においては、マスク着用や各窓口の定
期的な消毒を励行しています。

一部の届出などは、
郵送での手続きができます。
市役所へ来庁せずにできる手続きもご活用いただき、
窓口の混雑緩和にご協力ください。
【一例】
・住民票、戸籍証明書等の請求、転出届の提出など

市役所の感染拡大防止対策

生活不安に対するための緊急措置など 小・中学校、幼稚園の臨時休業
　新型コロナウイルス感染症の発生により影響を
受けた方で、公共料金の納付が困難になった方は、
下記の担当課にお問い合わせ、ご相談ください。

緊急事態宣言が発出されたことに伴い、市立小・
中学校、幼稚園は5月6日（水・振）まで、臨時休業し
ています。臨時休業中に予定されていた登校日・登
園日も、当面の間、中止としています。
今後の小・中学校、幼稚園の再開については、
国・大阪府の動向を見ながら、再度検討し、決まり
次第、市ホームページなどでお知らせします。
問合先
・小・中学校について
　学校教育課（6階�番窓口）　☎939・1402 
・幼稚園について　
　保育幼稚園課（2階�番窓口）　☎939・1161 

　問合先　藤井寺市新型コロナウイルス対策本部事務局（危機管理室）　☎939・1111

・放課後児童会について
　生涯学習課（6階�番窓口）　☎939・7802
・保育所について
　保育幼稚園課（2階�番窓口）　☎939・1161 

放課後児童会・保育所に関する問合先

FAX

人と人との接触を8割減らす努力を

市広報板に新型コロナウイルス対策の
ポスターを掲示
ホームページや facebookなどの SNSを普段利用

しない方々に向け、新型コロナウイルス対策に関するポ
スターを市広報板に掲示しています。

▲新型コロナウイルス感染症をみんなで乗り越えよう! という市長のメ
ッセージや感染症対策についての情報を掲載

▲ソーシャルディスタンシング（社
会的距離）をとりましょう。
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「新型コロナウイルス感染症」をかたった
詐欺に注意！

市内の高齢者宅に、「市役所職員」や「銀行員」などを名乗
って、「新型コロナウイルスの関係で、70 歳以上の高齢者
の方に支援金が出る」といった電話がかかる事例が発生して
います。
市役所職員や銀行員などがキャッシュカードを預かったり
暗証番号を聞いたりすることはありません。

このような不審な電話があれば、一度電話を切り、家族
や警察などに相談してください。

最新の情報は、市ホームページ
からご確認ください。

この記事は、4月17日時点の情報をもとに作
成しています。今後の情勢により、記事の内容
に変更が生じる場合があります。

最新の情報は、随時市ホームページにアップ
しています。

ご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解ご協力をお願
いします。

市主催の集会やイベントは、当面の間、
延期・中止します。
公共施設は、当面の間、臨時休館します。

休館している施設や、休館中でも行っている業務などの
詳細は、市ホームページに掲載しています。

今後については、決まり次第市ホームページなどでお知
らせします。

最新のイベント開催状況最新の施設の休館状況

次の症状がある方は、「新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談セン
ター）」にご相談ください。 

【注意】　医療機関（かかりつけ医）へ受診するにあたっては…

相談窓口の紹介

・風邪の症状や37.5℃前後の発熱が4日程度続
いている （高齢者・妊婦・基礎疾患がある方
は2日程度）

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある。
FAX

藤井寺市民の皆さんの
新型コロナ受診相談センター

（帰国者・接触者相談センター）

☎06・7166・9911
　06・6944・7579

※土・日曜日、祝日を含む24時間対応

FAX

・発熱やせきなど、体調不良を感じたら、医療機関（か
かりつけ医）にはまず電話で、受診のタイミングなど
を相談してください。

・受診する際は、マスクを着用してください。また、
現在、一般の医療機関ではＰＣＲ検査を受けることが
できない状況です。

※センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染
の疑いのある場合には、専門の「帰国者・接触者外来」
を紹介しています。

大阪府の休業要請について
4月13日、大阪府における「施設の使用制限
等の要請について」が決定され、「基本的に休止
を要請しない施設」、「基本的に休止を要請する
施設」の詳細が発表されました。詳しくは、大阪
府ホームページをご覧いただき、不明な点は、2
ページに記載の緊急事態措置コールセンターに
お問い合わせください。

企業や個人事業主向けの支援情報
新型コロナウイルス感染症の
発生により経営に影響を受けて
いる、中小企業者などに対する
支援情報を市ホームページにま
とめて掲載しています。
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■藤井寺市の人口
（令和2年3月末現在）
人口  64,384人

男30,668人
女33,716人

世帯数  29,396世帯

目次

【藤井寺市議会だより合併号】

大阪緑涼高等学校と
連携協力に関する協定を締結
　3月24日、市と大阪緑涼高等学校は、「藤井寺市と大阪
緑涼高等学校の連携協力に関する基本協定書」を締結しま
した。
　この協定をもとに、教育・子育て・福祉・まちづくり
などの幅広い分野において、相互に協力することにより、
知的・人的資源の交流、協働による調査研究及び事業の
実施、主催事業に対する協力・支援などについて連携協
力を行います。
問合先　政策推進課（6階�番窓口）　☎939・1171

5月31日（日）は「世界禁煙デー」
～5月31日（日）から6月6日（土）は世界禁煙週間～

　「改正健康増進法」により、4月から事業所や飲食店など
でも原則屋内禁煙となります。
　また、大阪府では4月から「大阪府受動喫煙防止条例」に
より、市庁舎などの行政機関は敷地内全面禁煙となるこ
とから、「藤井寺市公共施設等の受動喫煙防止対策ガイド
ライン」を改正し、6月から市役所（本庁）は敷地内全面禁
煙となります。　これを機に、受動喫煙や禁煙について
考えてみませんか。
問合先　
・ガイドラインについて
　健康課成人保健担当（2階�番窓口）　☎939・1112
・市役所（本庁）施設について
　総務課庁舎・車両管理担当（3階�番窓口）
　☎939・1037

▲左から岡田市長、星野学校長
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