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令和２年４月２８日記者会見資料

新型コロナウイルス感染症対策・第１弾

（令和２年度一般会計補正予算（第２号）

支援事業の内容を含む）



～これまでの施策について～
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新型コロナウイルス感染症
「相談窓口」の開設・運営

令和２年３月３０日より開始

相談数 ２６７件
（令和２年３月３０日～

令和２年４月２７日）
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住民に対する広報手段の拡充

町ホームページ、安全安心メール等
で逐一情報を発信しています

デジタル、アナログ方式を駆使し、住民の皆さま
に情報を発信しています。

町ホームページでは、
新型コロナウイルス感染
症に関する情報をまとめ、
トップページからすぐに
アクセスできるようにし
ています。

広報たわらもと号外を発行

紙媒体による情報発信も逐一行っており、
その一つとして広報たわらもとの号外を発行
し、住民の皆さまに周知しています。

令和２年４月６日
号外第１号発行

町主催の行事・イベント、

町施設等の自粛・閉館・閉鎖、
小・中学校、幼稚園の臨時休
校・休園の延長、相談窓口や
注意喚起等を掲載。

令和２年４月１７日
号外第２号発行

新型コロナウイルス感染症に伴う支援策等

の相談窓口、その他注意喚起等を掲載。
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高齢者に対する見守り
令和２年４月７日以降、６５歳以上の一人暮らしの人
（施設入所、要介護２以上を除く）に、下記のお知らせ・チラシ等を送付

また、町社会福祉協議会、町老人クラブ連合会（友愛会）とも連携を図り、
見守り活動を進めています。

新型コロナウイルス感染症予防に関する相談・対策や、
在宅での健康維持等について周知。
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庁舎の換気
（窓開け）の励行

消毒用アルコール
の配備

庁舎内の対策

庁舎の入口、窓口
カウンターや、会議
室前など。

２時間ごとに庁
舎内の窓を開放。

庁舎及び関連施設窓口に
「アクリル板ついたて」を設置

計５４基を設置予定

（内訳）
本庁舎４５基
保健センター・青垣生涯学習センター９基

飛沫感染等
の防止のため、
令和２年４月
１０日より順
次設置開始
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取り置き済みの予約本の
貸出について

令和２年４月２８日現在、図書館は休館中となって

いますが、本の貸し出しについては、事前に予約して
いただいた本に限定して貸出を継続しています。

３密、クラスターが
発生しないよう、細心
の注意を払って事業を
行っています。

事業について
・令和２年４月１４日から、事前に予約された
本に限定して貸出を行う。

・本の返却はブックポストを利用してもらう。
・館内での閲覧・本の調査・図書館利用カード
の登録などは行わない。

・館内での感染リスクを下げるため、必ず、
図書館から連絡をした後に受け取りに来て
もらう。
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微酸性次亜塩素酸水作成装置の購入

令和２年４月２１日より、
保育園などの各事業所、介護
施設などに配布しています。

次亜塩素酸水給水の様子(阪手保育園)

導入日… 令和２年４月１７日
台数… ２台
性能… ４リットル／分の作成が可能
効果持続期間… 約３週間
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給付金対応プロジェクト班の設置
副町長を長とした部課横断的な組織の編成

令和２年４月２０日より活動を開始した給付金対応プロジェクト班。各部課を横断したチーム

を編成し、今後の対応に備えています。
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職員について
（健康管理・業務等）

出勤前の検温

令和２年４月９日開始

町外在職職員の時差出勤

令和２年４月９日開始

妊婦職員の職免扱い（自宅待機）

令和２年４月１７日開始

役場窓口の職員体制の縮小

・人と人との接触の機会を削減。
・職場内の３密（密閉・密集・密接）の減少。
・職員が感染者となった場合でも、業務体制の維持、
行政サービスの継続ができる環境の構築。

期間：令和２年４月２４日～令和２年５月６日

※今後、奈良県の緊急事態宣言の終結まで延長予定。

以上を目的として、職場への
交替制での出勤、出勤日割り振
り等による交代制勤務を行い、
職員の職場への出勤を３～５割
削減させることを目標とする。
なお、職場に出勤しない職員は、
在宅での勤務。
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妊婦へのマスク配布について

町では、新型コロナウイルス感染症の予防対策と

して、マスクの入手が困難な状況を踏まえ、町内に
お住まいの妊娠中の方々に安心して生活を送ってい
ただくために、下記のとおりマスクを配布します。

対象者
田原本町に住民登録のある妊婦
里帰り出産のために田原本町に居住している妊婦
（申込が必要）

配布期間
令和２年４月２７日～令和２年７月３１日

配布内容
サージカルマスク３０枚

（１人１回限り）

配布方法
条件により、窓口での配布、もしく

は郵送での配布となります。

マスクについて
配布するマスクは輸入代行サービス

「海外仕入れのさくら代行」より町に
寄贈いただいた不織布３層マスクです。
※令和２年４月１７日に寄贈いただき
ました。
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職員によるマスク作成

介護認定を受けていないものの持病があり、感染

に対し不安を持っている高齢者がいることから、地
域包括支援センター職員を中心に布マスクを作成し、
独り暮らし高齢者に届けます。

配布予定
令和２年５月１日～

対象者
田原本町在住の７５歳以上の独り暮らし
高齢者 ４９０人 ※認定保持者除く

マスク作成は、

簡易手袋を装着し、
３密が発生しない
よう注意を払いな
がら行います。

完成したマスク

は、丁寧に確認し
たうえで、個別に
包装します。
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各事業問い合わせ先について

秘書広報課：０７４４－３４－２０６９

新型コロナウイルス感染症等対策住民
相談専用ダイヤルについて

０７４４－３２－２９０１ 内線６７１／６７２

町ホームページ、広報について

取り置き済みの予約本の貸出について

図書館：０７４４－３２－０２６２

防災課：０７４４－３４－２０５９

長寿介護課：０７４４－３４－２１０４

高齢者に対する見守り

職員によるマスク作成

微酸性次亜塩素酸水作成装置の購入

庁舎及び関連施設窓口に
「アクリル板ついたて」を設置

庁舎管理について

総務課：０７４４－３４－２１１４

職員について（健康管理・業務等）

人事課：０７４４－３４－２０５６

妊婦へのマスク配布について

こども未来課：０７４４－３３－９０９５
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～今後の施策について～

（国の事業）

14



特別定額給付金給付事業

国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策で、迅速かつ的確に家計へ

の経済的支援を行うため、特別定額給付金が支給されます。

対象者について

令和２年４月２７日において、
住民基本台帳に記録されている
者を対象者とし、その人の属す
る世帯の世帯主に対して支給。

給付額

給付対象者１人につき１０万円

対象者数・事業にかかる費用
対象者数… ３１，８２８人
事業総額… ３，２１６，４０４千円

（内訳）
給付金額合計… ３，１８２，８００千円
給付事務費… ３３，６０４千円

補正額
３,２１６,４０４千円

申請について

申請書等を各世帯ごとに送付
します。
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子育て世帯への臨時特別給付金
給付事業

国の新型コロナウイルス感染症緊急経済

対策で、子育て世帯への生活支援を行うた
め、臨時特別給付金が支給されます。

対象者について

令和２年４月分の対象となる児童

（３月分の対象となる児童含む）に
係る児童手当の受給者に支給します。
＊３月まで中学生だった児童も対象

給付額

対象児童1人につき１万円

対象者数・事業にかかる費用
対象児童数… ４，０４３人
事業総額… ４６，７３０千円

（内訳）
給付金額合計… ４０，４３０千円
給付事務費… ６，３００千円

補正額：
４６，７３０千円
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各事業問い合わせ先について

特別定額給付金給付事業

特別定額給付金給付事業窓口
０７４４－３２－２９０１ 内線６７１／６７２

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業

こども未来課 ０７４４－３３－９０３６
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～今後の施策について～

（田原本町独自の事業）
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ひとり親家庭等への支援
給付金給付事業
新型コロナウイルス感染症による学校等の臨時休業、事業所等の休業等に伴い、

特に就業環境の変化による影響を受けやすい、ひとり親家庭等に対する経済的支援
のため、児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者に給付金を支給します。

対象者について
令和２年４月分の対象となる児

童に係る児童扶養手当、特別児童
扶養手当の受給者に支給します。
（所得制限による全部・一部支給
停止・生活保護世帯は対象外）

給付額

対象児童1人につき３万円

対象者数・事業にかかる費用
対象児童数… ４０３人
事業総額… １２，０９０千円

（内訳）
給付金額合計… １２，０９０千円

補正額：
１２，０９０千円
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保育料の免除（０～２歳）

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための外出自粛や就労者の自宅待機

など、様々な取り組みが社会経済活動に多大なる影響を及ぼしている現状から、
子育て支援を必要とする世帯に対する経済的支援のため、保育園を利用する保護
者が負担する保育料の免除を行います。

免除対象
保育料免除対象月… 令和２年４月分、５月分
免除対象者数… １２７人（０～２歳）

免除額

８，６００千円
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学童保育使用料の免除

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための外出自粛や就労者の自宅待機

など、様々な取り組みが社会経済活動に多大なる影響を及ぼしている現状から、
子育て支援を必要とする世帯に対する経済的支援のため、学童保育を利用する
保護者が負担する学童保育使用料の免除を行います。

免除対象

使用料免除対象月… 令和２年４月分、５月分
免除対象者数… ３２９人

免除額

２，４００千円
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水道料金（基本料金）の減免について

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける町民の生活や経済活動を支援

するため、全世帯の水道料金（基本料金）を２か月分免除します。

免除内容

町内約１４，０００件の水道料金の基本料金
６６０円（税込）を２か月分免除

免除期間

令和２年７月及び８月検針分の２か月

免除金額

１８，４８０千円（１４，０００栓×６６０円×２か月）
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田原本町新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金
奈良県から施設の使用制限の要請を受けて、施設の休止や営業時間の短縮に協

力し、県から新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の給付決定を受けた町内
事業者に町独自で「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を給付します。

協力金について

中小企業： １０万円

個人事業主： ５万円

補正額
２１，０５９千円

補正額… ２１，０５９千円

（内訳）
中小企業… ７，０００千円

（１００千円×７０件）
個人事業主… １４，０００千円

（５０千円×２８０件）
事務費… ５９千円

申請について
町ホームページでお知らせします。
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医療・介護・障害・子育て支援関係
事業所へのマスク支給事業

町内の下記事業所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に細心の注意を
払いながら、支援が必要な方に全力で支援を提供いただいており、これらの事業
所に市場で供給不足が続く「使い捨てマスク」を支給し、事業・サービスの提供
の継続を支援します。

支給の対象

医療機関… ２０事業所
障害者支援事業所… ３５事業所
介護支援事業所… ３０事業所
子育て支援事業所… １５事業所

補正額
３，０００千円

配布数量
各事業所の従業者数、利用者数を総合

的に勘案して配布枚数を決定します。
※平均約５００枚を想定。

対象者事業所数… １００事業所
配布総数… ５０，０００枚
事業費… ３，０００千円
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その他今後の取り組み

タワラモトンタク
シー利用料金助成
事業の対象拡大

郵送請求手続きの
実施及び簡素化

タクシー事業者が日常生活の移動に

代わる役務提供を行ういわゆる「救援
事業」についても、タワラモトンタク
シー利用料金助成事業の助成の対象と
します。

役場の窓口での人と人との接触を可能

な限り限定するため、郵送による手続が
可能なものについては導入を進めていく
とともに、便箋等に必要事項を記載する
ことでも可能とするなど、手続の簡素化
にも努めます。
（タワラモトンタクシー利用券の申請手
続きなど）
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その他今後の取り組み

郵便入札の
実施

ガバメントクラウド
ファンディングの活用

現在の持参投函による方法を入札時

の入札参加者及び職員の接触機会を低
減するため、令和２年５月１日以降に
執行する全ての入札について、「郵便
入札」の方法で行います。

ガバメントクラウドファンディング

を用いた資金調達により、子どもたち
の学習支援に向けた施策の実施を検討
しています。
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その他今後の取り組み

たわらもとマスク
バンクの開設

いきいき百歳体操
（簡易版
YouTube配信）

マスクの入手が困難な状態が続く中、

「たわらもとマスクバンク」を開設し、
町民の皆さまから手作りマスク等の寄贈
を受け付け、高齢者や、障がいをお持ち
のマスクを必要とされている人へお届け
します。

イベントなどの自粛による活動場所の
減少に伴う足腰の衰えなど、心身機能の
低下が懸念されることから「いきいき百
歳体操～田原本版～」を引き続きYouTube
で動画配信し、新型コロナウイルスに負
けない体づくりを目指します。
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その他今後の取り組み

唐古・鍵考古学
ミュージアムの
展示紹介
（YouTube配信）

学習支援
オンライン
学習の検討

現在休館中の唐古・鍵考古学ミュー

ジアムを、ご自宅で少しでもご覧いた
だけるよう動画で紹介する予定です。
動画では、通常は見ることができな

い展示品のアングルや、学芸員ならで
はの視点で、分かりやすい解説などを
加えて紹介します。

小・中学校の臨時休校が延長され、
子ども、保護者が不安を抱える中、家
にいながら学べるオンラインでの学習
を活用し、少しでもストレスなく有意
義な時間を過ごせるように、基礎学力
や学習習慣を身に着けるための支援を
検討しています。
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各事業問い合わせ先について

こども未来課：０７４４－３３－９０３６

水道料金（基本料金）の減免について

水道課：０７４４－３２－２５１６

ひとり親家庭等への支援給付金給付事業

保育料の免除（０～２歳）

学童保育使用料の免除

田原本町新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金

地域産業推進課：０７４４－３４－２０８０

医療・介護・障害・子育て支援関係
事業所へのマスク支給事業

健康福祉課：０７４４－３４－２０９８
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各事業問い合わせ先について

企画財政課：０７４４－３４－２０８３

郵便入札の実施

総務課：０７４４－３４－２１０８

タワラモトンタクシー利用料金助成事業
の対象拡大

郵送請求手続きの実施及び簡素化

ガバメントクラウドファンディングの活用

いきいき百歳体操
（簡易版・YOUTUBEによる配信）

長寿介護課：０７４４－３４－２１０４

ミュージアム展示の紹介等
（YOUTUBEによる配信）

文化財保存課：０７４４－３４－７１００

学習支援・オンライン学習

生涯教育課： ０７４４－３２－６１９３
たわらもとマスクバンクの開設

町社会福祉協議会：０７４４－３４－２１１８
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