
クローズアップ２  新型コロナウイルス感染症関連

　いよいよ春本番！春の陽気に誘われて、お出かけしたい気分が
高まります。
　しかし感染対策を忘れてはいけません。今回は外出時に押さえ
ておくべき感染対策のポイントを紹介します。イベントや外出を
楽しむためにも、しっかり感染対策を取りましょう。

問   危機管理室／℡674-7314

ポイントを押さえて
かからない！うつさない！

お出かけの時はしっかりと…

感染対策忘れずに！

お出かけ時の
感染対策
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健康状態を
確認

　体調が優れない（発熱、
風邪症状があるなど）、濃厚
接触者である場合は、外出
はやめましょう。また日頃か
ら検温など、健康チェックを
習慣付けておきましょう。

マスクと手洗いは
こまめに

　マスク着用時は鼻まで
しっかり覆いましょう。
　また手すりやドアノブ
など共用物に触れたとき
や公共交通機関の利用後
などは、手洗い、手指消
毒をこまめにしましょう。

対策している店を
リサーチ

　利用するお店や施設は、
感染対策をしているとこ
ろを事前に調べておきま
しょう。支払い時に電子
決済を利用すると、接触
を減らすことができます。

屋外でも 
距離を取る

　列に並ぶときは、前後
の距離をしっかり取りま
しょう。
　また屋外でも十分に人
との間隔を取りましょう。

空いている時期、
時間帯を選ぶ

　外出する日は、密を避
けるために、空いている
時期や時間帯を選びまし
ょう。入場制限や予約制
の施設もあるので、出発
前に調べておきましょ
う。

移動時は 
換気を心がけて

　車での移動時は、窓を
開けて車内の空気を入れ
替えるなど、常に換気を
心がけましょう。
　公共交通機関だけでな
く、徒歩や自転車なども積
極的に利用しましょう。

大声を出さずに
静かに楽しもう

　音楽鑑賞やスポーツ観
戦などでは、大声を出さ
ずに静かに楽しみましょ
う。また周囲の人と十分
に距離を取りましょう。

マスク会食と
パーティション

　食べるとき以外はマス
クを着けましょう。また
座席の間隔を空けるか、
パーティションがある席
を選びましょう。

※観光庁ホームぺージを参考に作成

咳、熱、鼻水など風邪症状がある場合、まずは電話で相談を
①かかりつけ医のある人＝かかりつけ医
②かかりつけ医のない人＝新型コロナ受診相談センター

℡661-9335（平日9:00～17:15）�
FAX661-1800（聴覚障がいのある人など向け）

③�夜間や休日＝夜間・休日帰国者・接触者相談センター
℡050-3531-4455（平日17:15～翌9:00と土・日曜、祝日24時間）

家族に風邪症状がある場合…
家庭内で注意したい8つのポイント
□部屋を分ける
□感染者の世話をする人を限定する
□マスクを着ける
□こまめに手を洗う、アルコール消毒をする

□定期的に換気をする
□手で触れる共用部分を消毒する
□�手袋とマスクを着けて�
汚れたリネン、衣服を洗濯する

□ゴミは密閉して捨てる

気を付けるポイント
外出前・移動編

気を付けるポイント
外出先編

ID �002585 ID �002582
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4/25～5/5
ID  029434
こいのぼりフェスタ1000
　芥川上空を約1,000匹のこいのぼり
が元気に泳ぐ景色は圧巻。写真スポッ
トとしても人気のイベントです。
日時　4/25㈪～5/5㈷
場�所　芥川桜堤公園（駐車場なし）
4/29㈷イベント開催
　楽器演奏、ダンスなどのステージシ
ョーなど。　※飲食店の出店なし
日�時　4/29㈷　10:00～16:00
料�金　入場無料
問合　 こいのぼりフェスタ1000推進協議会事務局／℡675-9374

（木・土・日曜、祝日除く10:00～15:30）

5/1
ID  029318
ファミリーハイキング
　成合までみんなで歩いて、山の中のアスレチ
ックで遊ぼう。
日時　 5/1㈰　9:20～15:00

※ 雨天決行。荒天時は5/8㈰に順延

場�所　高槻フィールドアスレチック（成合）
※集合　�9:20JR高槻駅南側人工デッキ、

10:20古曽部防災公園

料�金　700円（中学生以下無料）
問�合　市スポーツレクリエーション協会
　　　℡671-3761

5/15
ID  029333

みどりのカーニバル

　模擬店や体験コーナー、ステージショーなど子どもたちに人気のプログラム
がたくさん。
日�時　5/15㈰　10:30～15:00
場�所　安満遺跡公園東の広場　　料�金　入場無料
問合　�こどもの月間実行委員会事務局 

℡674-7654（地域教育青少年課内）

対策ポイント
�  密にならない

 �長時間滞在しない

対策ポイント
�  距離を取って観覧

 大声を出さずに静かに楽しもう

3年ぶりの、あのイベントへ
　春は、高槻の名物イベントが目白押し。特に注意したい感染対策と合わせて、
概要を紹介します。詳細は各ホームページで最新情報をご確認ください。
※掲載している内容は新型コロナウイルス感染症の影響により変更になる場合があります

5/3・4
ID  029418
高槻ジャズストリート
ID  029420
富田ジャズストリート
　街がジャズに染まる２日間。市内各所
で、ライブ演奏が開催されます。
日時　5/3㈷・4㈷
場所　�高槻＝阪急高槻市駅・JR高槻駅周

辺ほか約50会場
富田＝阪急富田駅・JR摂津富田駅
周辺ほか約15会場

問合　�高槻ジャズストリート実行委員会
℡662-7222（平日15:00～18:00）
富田ジャズストリート実行委員会
℡694-6947

対策ポイント
 大声を出さずに静かに楽しもう�

 �人と人との距離をとって�
鑑賞

 �マスク会食または、�
テイクアウトで

ボランティア＆フリマ出店者を募集
ボランティア
　5/2㈪～5/5㈷に活動。
説明会　当日直接、会場へ
　　　　① 高槻＝4/10㈰　13:00～15:00 

（高槻現代劇場南側会議室）
　　　　② 富田＝4/3㈰　15:00～17:00（富田公民館）
申込　　 HPで。当日はボランティア受付テント（①第一

中学校グラウンド②筒井池公園）

フリーマーケット出店者
　当日10:00～15:00に実施。
会場　① 高槻＝高槻城公園　② 富田＝筒井池公園
料金　１日１ブース（①3m×2m　②2m×2m）1,000円
定員　申込順①１日50ブース　②１日10ブース
申込　 ①4/17㈰　13:00～15:00（高槻現代劇場南側会議室）
　　　②4/3㈰　13:00～15:00（富田公民館）
　　　※いずれも料金を持って申込会場へ
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3/15現在

新型コロナワクチン
全年代で接種進む�
　新型コロナワクチン接種の追加接種（3回目）につ
いて、3/11現在で、接種券を送付した市民のうち、
約6割が3回目の追加接種を終えています。
　ワクチンは、5月までに18歳以上の全ての対象者が
追加接種できる量が供給される見込みで、昨年10月
末までに2回目を接種した人への接種券は4月下旬ま
でに送付する予定です。また、5～11歳のワクチン接
種も始まっています。
　状況によりスケジュールなどは変更になる可能性が
あります。最新情報は市ホームページをご確認くださ
い。
　なお接種後も引き続き、感染対策をお願いします。

副反応など医学的知見が必要となる専門的な相談
府新型コロナウイルスワクチンに関する

専門相談窓口 24時間

℡0570-012-336

市新型コロナワクチンコールセンター

℡0120-090-555
8:45～17:15（土・日曜、祝日含む）

FAX648-3350（聴覚障がいのある人など向け）

ワクチン差別などの相談先
人権 110 番（人権・男女共同参画課内）

子どもの人権110番（全国共通人権ダイヤル／法務省）
℡674-7110

℡0120-007-110
　ワクチン接種は任意で強制ではありません。ワクチンを受けている、
受けていないといった理由で、職場や学校などで、周りの人を悪く言っ
たり、ワクチンを強制するようなことは、絶対にあってはなりません。

新型コロナ関連支援施策

最新情報は市ホームページへ

　新型コロナの影響を受けた住民税非課税世帯、家計急変世帯を支援するため、１世帯あたり10万円を
給付します。また、DVなどで市内に避難している人も対象となる場合があります。
①住民税非課税世帯
　2月中に確認書を発送しています。確認書に記載している期限までに返送してください。なお返送期限
は確認書の発行日から3カ月以内です。
②家計急変世帯
　令和3年1月以降家計が急変し、住民税非課税相当となった世帯を対象に、申請を受け付けています。
申請書が必要な人は、下記コールセンターまでご連絡ください。申請期限は9/30㈮です。
※①②とも、書類の送付先は、受付事務を委託している「ナカバヤシ株式会社」宛です。
●DVなどで市内に避難している人
　配偶者や親族からの暴力などを理由に、市内へ避難している人も、高槻市から同給付金を受給できる場
合があります。詳細は、市ホームページへ。
問合　非課税世帯等給付金コールセンター／℡0120-380-090

臨時特別給付金
住民税非課税世帯、家計が急変した世帯の申請を受け付け中　 ID  032938

（対象期間☆：3/7～21）
　まん延防止等重点措置に伴い、営業時間短縮に応じた飲食店などに協力金を支給します。申請方法など
詳しくは府ホームページをご確認ください。
支給要件
ゴールドステッカー認証店舗
　同一テーブル4人以内で、次の①または②を満たす。①営業時間が21:00まで、酒類提供は11:00～
20:30②営業時間が20:00まで、酒類提供は自粛
その他の店舗
同一グループ・同一テーブル4人以内で、営業時間が20:00まで、酒類提供は自粛

支給額…1店舗あたり以下のいずれか
●中小企業、個人事業主など（売上高に応じて）
①25,000円～75,000円/日
②30,000円～100,000円/日　※その他の店舗は②と同じ

●大企業（売上高減少額に応じて）
　上限200,000円/日
　☆ まん延防止等重点措置の延長などに伴い、対象期間が変更となる可能性あり

営業時間短縮に応じた飲食店に協力金　 ID  004184

その他新型コロナ関連の相談先

集団接種は金・土・日曜に
　グリーンプラザたかつき1号館3階の集団接
種は、4/1㈮から金・土・日曜の週3日に変更
する予定です。

4/1からの集団接種

金曜 13:00～21:00
（予約枠は20:00まで）

土・日曜、
4/29㈷

9:00～17:00
（予約枠は16:00まで）

ワクチン追加接種（3回目）

予約は早めに
　接種を希望する人は、お手元に届いた接種券に沿って、早
めに予約をお願いします。個別接種を行っている最新の医療
機関一覧は、市ホームページでご確認ください。
※接種券の同封の一覧から内容に変更がある場合があります

追加接種実施医療機関
ID  031409

市の予約システム
ID  031417

FAX06-6641-0072（聴覚障がいのある人など向け）

℡06-6635-2047
または

ID  005178
新型コロナウイルス後遺症の相談先（府）

新型コロナウイルス受診相談センター
℡06-7166-9911

8:00～21:00

℡050-3531-5598
21:00～翌8:00

　呼吸苦や味覚・嗅覚の異常などの後遺症につい
て、情報提供や受診可能な医療機関の案内。

ID  040308

ID  042798（小児接種の留意点）
ID  042802（小児接種のメリット・デメリット）
5～11歳の接種　メリットとデメリット 十分理解を
　5～11歳の子どもへの接種については、予防接種法上
の努力義務の規定が適用されていないことを踏まえて、
効果や副反応の情報を市ホームページでご確認いただ
き、メリットとデメリットを十分理解した上で、接種の
判断をしてください。
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