
新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症に関する市からの情報をお知らせします。
各施策について、実施に向けて取り組んでいます（4月17日現在）。
最新の情報はホームページ「緊急情報」でご確認ください。

　学校の休校によって生じる昼食代などの負担を軽減するため、義務教育である小・中学生
の子どもがいるご家庭の皆さんに対し、お子さん1人につき1万円を給付します。
対市内在住の小・中学生（公立・私立は問いません）

１．小・中学生1人につき1万円を給付

　新型コロナウイルス感染症の影響で経営の安定に支障が生じている中小企業などを支援
するため、信用保証料補助制度を開始しました。
　これは、経済産業省が実施する「セーフティーネット保証制度（経営安定関
連保証および危機関連保証）」や大阪府が実施する「新型コロナウイルス感染
症対応緊急資金」による融資を受けた際に支払う信用保証料に対して、上限
10万円を補助する制度です。詳しくはホームページをご覧ください。

4．市内中小企業などを支援

　子育て世代の負担を軽減するため、令和2年度1学期の間、公立小・中学校の給食費を無償
化します。

２．公立小・中学校の給食費を無料に

　子育て世代の負担を軽減するため、令和2年4～7月までの4か月間、保育所・認定こども園、
小規模保育施設を利用する0～2歳児の保育料を無償化します。
対市内在住の0～2歳児（所得に関係なく）

３．0～2歳児の保育料を無料に

新型コロナウイルス感染症
に関する取り組みを行っています

特 集
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市施設を臨時休館、
イベントを中止、延期します

　3月31日に開催された特別議会で、令和2年度の一般会計補正予算に予備費として2億
2千万円の追加が決定し、合計3億円となりました。2以外の事業に活用します。今後の取り
組みについては、随時ホームページおよびフェイスブックでご案内していきます。

　2月19日～5月6日まで（期間延長の可能性あり）にキャンセルをした場合、一部を除き
キャンセル料は不要です。返金手続きについては、各施設にお問い合わせください。

5．公共施設のキャンセル料を無料に

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、多数の人が利用する市施設について臨時
休館、または、施設利用を中止します。また、イベントや集会を、原則、開催中止または延期と
します。「だいとう」2～4月号に掲載済みの中止・延期イベントは次のとおりです。

　感染拡大による非常事態を想定し、国の動きなどに柔軟に対応するための費用とします。
以下のような項目への活用を予定しています。
・空気清浄機の購入
・産後6か月までの人（令和元年11月1日～令和2年4月30日に出産した人）にマスクを配布
・小規模事業者経営改善資金融資（マル経）に対する利子の補填
・テレワーク導入企業への機器などの費用の補助

6．その他

開催日 イベント名
4月25日～ 5月6日 親子で楽しむぬりえ

4月25日～5月31日 春季展
「慈眼寺の歴史と寺を彩る自然」

5月1日 キャンプリーダー
オリエンテーション

5月1日～ 8日 のざきまいり

5月3日 三好長慶をテーマにしたお茶会
大東オープンラージボール卓球大会

5月6日､30日､6月28日 未来のオリンピック選手を応援
～ふれあいスポーツチャレンジ～

5月9日 お花のメッセージカードを作ろう！
卓球土曜講習会

5月9日･10日 本のリサイクル展
公民館ふれあいまつり

5月16日 ハンドフェス＆癒しフェアDAITO
5月16日･17日 プロ野球ウエスタン・リーグ公式戦

5月17日 シドニー・アテネの銀メダリスト巽
樹理さんが語るシンクロの楽しみ方

5月17日､ 5月～ 9月
第2日曜コース、第4
土曜コース

アクロス歴史文化カレッジ

開催日 イベント名

5月23日
市民活動支援事業 令和2年度団体募
集・説明会
子育て支援フェスタ

6月6日 ヒモトレ講座
6月7日 名作オペラ・ハイライトコンサート

6月13日･8月2日
アマチュアミュージシャンライブフ
ェス　
出演者募集

6月14日
花と緑のまつり
だいとうクリーンウォーク&環境フ
ェア

6月20日 チェロデュオコンサート

6月28日
サーティホール自主事業公演
ビッグバンドジャズ名曲コンサート
「ムーンライト・スウィング・オーケ
ストラ」

8月30日
サーティホール自主事業公演
ファミリー人形劇「あっちこっちサ
バンナ」

̶ 大東アドベンチャークラブ
ジュニアリーダー講習会
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　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、不要不急の外出は
控え、こまめな手洗いと咳エチケットを徹底してください。拡大防
止への取り組みにご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症に関するQ&A
 （厚生労働省ホームページから一部抜粋）

A.発熱などのかぜ症状がある場合は、仕事などは休んでください。
発熱などのかぜ症状について、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気による場合が圧
倒的に多い状況です。風邪やインフルエンザなどの心配がある時には、これまでと同様に、かかり
つけ医などにご相談ください。

以下のいずれかに該当する人は、新型コロナ受診相談センターへお問い合わせください。
①風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合（解熱剤を飲み続けなければならないとき
を含みます）

②強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合
※ 高齢者をはじめ、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患［慢性閉塞性肺疾患など］）がある人や透
析を受けている、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている、妊娠中の人は、①②が2日以上続く
場合

A.大阪府から、感染者の住所などは公表されません。根拠のない話や、出どころのはっきりしない
情報に惑わされることなく、冷静に行動してください。

A.手作りマスクの作り方などをホームページや「だいとう」（6ページ参照）に掲載しています。

A.濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は二つあり、①距離の近さと②時間の長さです。
必要な感染予防をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離（目安とし
て2㍍）で一定時間以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。身内や知人に新型コロナ
ウイルス感染者が出た時、濃厚接触者の場合は保健所から連絡があります。保健所の指示に従って
ください。

新型コロナ受診相談センター（365日･24時間）
☎06･7166･9911　 FAX 06･6944･7579

Q. 大東市内の感染者の詳細な情報を教えてもらえますか？

Q. 濃厚接触者だと思う。検査はどうしたらよいですか？

Q. 熱や咳があります。どうしたらよいですか？

Q. マスクが売っていない。どうしたらよいですか？
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５
月

例 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日

○

氏　名
年　齢

ニックネーム
歳

住　所 〒

電話番号 目　標

※提出締め切り日：5月29日㈮記 録 欄
キリトリ線

「#大東エール飯」を開催中
（5ページをご覧ください）

対市内飲食店

最新情報は、市ホームページで確認を！市内での新型コロナウイルス感染症
の発生状況や市施設の休館情報、事業者向け情報などをお知らせしています。

　家や庭などでできる1日の運動の目標を立て、達成できたかどうかを
記録（○、×）してダイトン缶バッジをゲットしましょう！
　目標の例：ストレッチ、ラジオ体操、足踏み、ダンス、なわとび、家事

（庭の手入れ・片づけ）など
●期間＝5月11日㈪～24日㈰　●参加資格＝市内在住・在勤
● 参加方法＝1.目標を立て、達成の有無を記録
　　　　　　2.記録用紙を提出（郵送・ファクス・記録欄の写真を撮ってメールで送信）
　※ 取り組み目標とニックネームを広報誌などに掲載させていただく場合があります
● 参加特典＝参加者全員にダイトン缶バッジ、抽選で10人にプレミアム缶バッジを郵送
問〒574-0528幸町8-1すこやかセンター3階
　地域保健課☎874･9500 FAX 874･9529　 kenkouikigai@city.daito.lg.jp

お家で作ろう「手作りマスク」
（6ページをご覧ください）

https://book.nunocoto-fabric.
com/15460.html

飲食店のお手軽レシピを募集
　簡単に作れるメニューのレシピと完成写真を市
ホームページや広報誌などで紹介します。
対市内飲食店
● 応募方法＝店名、レシピ、完成写真、連絡先を書
いてメールか郵送

勉強動画を募集
　塾などが掲載している動画（授業の内容など）を
市ホームページでもご紹介します。
対市内の塾など
● 応募方法＝塾名、YouTubeの埋め込みコードを
書いてメール

問広報広聴グループ☎870･0403　 kohokocho@city.daito.lg.jp

メールアドレス
二次元コード

緊急企画

新型コロナウイルス感染症に負けず、大東市が元気になるよう企画を実施します。
皆さんのご参加をお待ちしています。

コロナに負けるな！

大東元気になろう！キャンペーン
～お家で健康づくりにチャレンジ！～
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toto kitchen
☎₃₈₀・₀₇₂₃
所�深野₄丁目2-１₀
☆�事前のご予約で日替わり弁当・定番
メニューもテイクアウト可。一部デ
リバリー可

アメツチ
☎₈₇₃・₈₈₈₇
所�氷野１丁目₈-2
☆�事前のご予約でパスタランチもテイ
クアウト可

cafe ねむの木堂
☎₀₅₀・₂₀₃₆・₂₀₁₀
所�大野2丁目₆-１₄
☆�事前のご予約でキッシュやサンドイ
ッチもテイクアウト可

みにかっぽう膳
☎₈₇₁・₀₀₄₄
所�住道2丁目サンメイツ2番館2階
☆�お惣菜詰め合わせパックなどをテ
イクアウト可

和創diningわんぐり
☎₈₇₅・₁₀₀₁
所�諸福₄丁目5-１₀
☆�日替わり弁当などをテイクアウト
可

インド料理ミラン
☎₈₇₁・₆₁₀₀
所�幸町22-₉
☆�ナンやカレーなどをテイクア
ウト可

新型コロナウイルス感染症の影響で営業を縮小している飲食店を盛り上げるための企画です。
みんなで大東市を応援しましょう。

いち早く「＃大東エール飯」を付けて投稿いただいた飲食店を一部ご紹介！
投稿のあった飲食店は随時ホームページや「だいとう」6月号でも掲載予定です。

5 だいとう　2020（令和2）年5月号



㌢

用意するもの
●表布：型紙通りにカットした
布を１枚ずつ
●裏布：型紙通りにカットした
布を１枚ずつ
●マスク用ゴム：25㌢程度を2本

作り方
①布をカットする。
表布を型紙に合わせてカットす
る。裏布の型紙を裏地カットラ
インの線で折り、裏布を合わせ
てカットする。
②表布同士・裏布同士を中表で
合わせ、カーブの部分を縫いし
ろ１㌢で縫い合わせる。
③表布と裏布を縫い合わせる。
カーブ部分の縫いしろに１㌢間
隔で切れ目を入れる。縫い目か
ら2㍉程度離れたところまで切
れ目を入れる。縫いしろをアイ
ロンで形をつける。表布と裏布
を中表で合わせてまち針でとめ
る。上下を縫いしろ１㌢で縫い
合わせる。
④表に返し、アイロンで形を整
える。表布の両側を１㌢→2㌢
の三つ折りで内側に折り、アイ
ロンをかける。三つ折りしたと
ころにステッチをかけ、ゴム通
しを作る。
⑤ひもを通し、玉結びをする。
立体マスクが完成！
※�ホームページでは写真つきで紹介
しています

©nunocoto fabric

参照：nunocoto fabric
https://book.nunocoto-fabric.
com/15460.html

立体マスクの
作り方

※�

縫
い
し
ろ
込
み
の
寸
法
で
す
。
記
載
寸
法
の
通
り
に

裁
断
し
て
く
だ
さ
い
。原寸型紙（大人女性サイズ）

※�男性は約110％、小学校低学年は約90％に
拡大・縮小してください。小学校高学年は、
ゴムの長さの調整で可能です。
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