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緊急要請

　新型コロナウイルスの感染が全国的に拡大しています。国は４月７日に兵庫県を含む７都府県を対象に「緊急事態宣言」を発令し
ました。また、兵庫県は４月 13 日に緊急事態措置として、法律に基づく事業所への休業または営業時間短縮の要請を行い、感染拡
大防止の強化を図っていますが、その後も都市部を中心にウイルスの感染拡大の勢いは衰える気配はなく、最も避けなければならな
い医療崩壊が懸念されています。また、事業所・店舗の営業自粛により、地域経済も苦境に立たされています。

　丹波市においても、すでに小中学校・高等学校の臨時休業、飲食店を中心に多くの事業所・店舗が休業または営業時間短縮に協力
いただいています。この多くの努力を無駄にせず、速やかに市民の健康・経済・くらしの日常を取り戻すため、市民の皆さん、事業
者の皆さんへ、次の５点の要請と市の取組方針についてお伝えします。

１　都市部からの利用が多い公の施設の利用を休止
　道の駅丹波おばあちゃんの里、丹波悠遊の森、たんば黎明館など、都市部からの利用が多い市の公の施設については、５月６日（水）
までレストランなどの一部の利用を休止しています。市民の皆さん・指定管理者・関係者の皆さんには、大変ご迷惑をおかけします
がご理解をお願いします。

２　外出のさらなる自粛、都市部からの帰省自粛
　大型連休中の感染拡大を防止し、一日も早い収束を迎えるため、密閉・密集・密接の「３つの密」を避けることを心がけ、生活の
維持に必要な場合を除き、不要不急の外出は控えてください。また、ふるさとへの帰省を楽しみにしておられることと思いますが、
大切なご家族を守るため、感染者が多い都市部からの帰省につきましては自粛していただくようお願いします。

３　医療従事者の皆さんへの感謝表明と感染しない行動の徹底を
　新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、医療現場では、医師・看護師をはじめとする多くの医療従事者の皆さんに、危険と隣
り合わせの中、日夜尽力いただいています。市民の皆さんも、過酷な環境の中、医療現場で勤務されている皆さんの状況をご理解
いただき、様々な機会・場面で感謝の気持ちを伝えていただきますようお願いします。一人ひとりが「感染しない」「感染させない」
行動をとることが、医療崩壊の危機を救うことにつながります。

４　善意の行動に感謝
　マスクが不足する中、手作りマスクを作って配布する、温かい善意の活動が始まっています。また、市役所にもマスクや消毒液の
寄付が寄せられています。市は、多くの皆さんがこのような取り組みに参加いただくことを願うとともに、奉仕活動を積極的に応援
していきます。

５　近日中に支援策をお知らせします
　多くの市民の皆さんや事業者の皆さんに、感染拡大防止のための自粛にご協力いただいています。市では、市民・事業者の皆さん
に対して、①感染予防対策、②生活安定への支援、③産業経済への支援の３本柱の支援策を近日中に取りまとめ、市議会とも相談の
うえ、発表させていただきますので皆様のご理解と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問い合わせは、国・県・市の相談窓口へ
相談してください。市民一丸となってこの困難を乗り越えましょう！

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた緊急要請

最新の情報、詳細情報などは、
市のホームページを確認してく
ださい。

丹波市

丹波市から市民の皆さんへのお願い・お知らせ

新型コロナウイルスに関する相談窓口

厚生労働省
午前９時～午後９時

☎（0120）565653
※フリーダイヤル

兵庫県
24 時間対応
コールセンター
予防・医療・検査について

☎ 078（362）9980
Ｆ078（362）9874

兵庫県
平日午前９時～
午後６時

緊急事態措置について

☎ 078（362）9921

丹波健康福祉事務所

平日午前９時～
午後５時 30 分

予防・医療・検査について

☎ 0795（73）3765

丹波市新産業創造課
平日午前８時30分
～午後５時 15 分
経営相談について

☎ 0795（74）1464



丹波市の取り組み

問新産業創造課（春日庁舎内）☎74‐ 1464

事業者の皆さんへ

経営相談窓口を開設中です

問自立支援課（本庁第２庁舎内）☎88‐ 5272

生活支援が必要な皆さんへ

生活支援 電話相談窓口はこちら

■新型コロナウイルス感染症の影響による生活の困りごと相談窓口
→福祉まるごと相談窓口　☎0800‐ 200‐ 3393　※フリーダイヤル
　※大型連休中の５月２日（土）～６日（水）午前９時～午後５時も開設
します。

■母子父子寡婦福祉資金貸付、児童手当、児童扶養手当、児童相談など　
→自立支援課　家庭児童相談係　☎88‐ 5271

■生活福祉資金の緊急小口資金等特例貸付の相談窓口（平日）
→丹波市社会福祉協議会各支所で相談に応じます。
　　氷上支所　☎82 ‐ 4613　　青垣支所　☎87 ‐ 0084
　　柏原支所　☎72 ‐ 1236　　山南支所　☎77 ‐ 2359
　　春日支所　☎74 ‐ 0477　　市島支所　☎85 ‐ 0517

５月６日（水）まで

施設は休止・イベントは中止（延期）
　国・県の対処方針に基づき、５月６日（水）まで、市内の社会教育施設
などは休館します。ただし、屋外施設は一部利用可能です。
　また、市主催のイベントは一部の事業を除いて中止または延期します。
詳しくは、市ホームページなどで確認してください。

■社会教育施設等休止施設一覧
地域 施設名 設備 施設運営方針 備考

市内
全域

住民センター・ライフピアいちじま 貸館 休止 業務は継続
グラウンド・テニスコート・野球場 屋外 一部利用可 小中学生・市外の人は不可
体育館（武道場・柔剣道場・トレー
ニング室を含む） 全館 休止

図書館（全６館）・資料館（全４館）全館 休止 ５月７日（木）は休館日
児童館・子育て学習センター 全館 休止

柏原
地域

柏原福祉センター 全館 休止 社協は業務継続
丹波悠遊の森 全館 休止 テイクアウトのみ提供
たんば黎明館 全館 休止 テイクアウトのみ提供

氷上
地域

氷上文化センター 全館 休止 相談業務は実施
市民プラザ 全館 休止 相談業務は実施
氷上健康福祉センター 全館 休止 社協は業務継続
植野記念美術館 休止

青垣
地域

青垣総合運動公園

温水プール・ト
レーニングルーム 休止

グラウンド・テニ
スコート 一部利用可 小中学生・市外の人は不可

青垣いきものふれあいの里 休止 ５月７日（木）は休館日
丹波市俳人　細見綾子生家 休止
丹波布伝承館 休止

春日
地域

春日文化ホール 全館 休止
七日市会館 全館 休止 相談業務は実施
貝市会館 全館 休止
春日福祉センター 全館 休止 社協は業務継続
春日庁舎 市民ふれあいホール 休止

山南
地域

やまなみホール ホール 休止
丹波竜化石工房 全館 休止
山南福祉センター 全館 休止 社協は業務継続

薬草薬樹公園（リフレッシュ館）浴場・レストラン 休止 テイクアウトのみ提供
物産館・公園は利用可

川代公園キャンプ場 キャンプ場 休止 公園は利用可
市島
地域

大杉ダム自然公園 キャンプ場 休止 公園は利用可
ライフピアいちじま 大ホール 休止

学校 体育館・グラウンド 休止

※「一部利用可」の施設利用時は、感染防止対策を徹底してください。
※そのほかの施設についても、利用前に確認してください。

一人で悩まずに相談してください

DV・児童虐待相談

　新型コロナウイルス感染症対策に伴う外出自粛や休業、学校臨時休業によ
り不安やストレスがたまり、DV（ドメスティック・バイオレンス）や児童虐
待の増加や深刻化が心配されています。
　自宅で過ごす時間が増えている中、家族や親子関係、子育てに関すること
など、心配や悩みが多くなっていませんか？一人で悩まず相談してください。

◇配偶者からの暴力の相談は
■丹波市配偶者暴力相談支援センター / ☎ 86‐ 8730　※平日午前８時30
分～午後５時15分
■DV相談ナビ /☎ 0570‐ 0‐ 55210
■DV相談＋（プラス）/☎ 0120‐ 279‐ 889　※24時間受付。
メール・SNSでも相談可。メールは24時間受付、SNS（チャッ
ト）は正午～午後10時まで受付。５月１日（金）から、英語・
中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語など10か国語に対
応したSNS・メール相談も開始予定です。
詳しくは、右のQRコードから専用サイトにアクセスしてください。

◇児童に関する相談は
■丹波市家庭児童相談室 /☎ 88‐ 5271　※平日午前８時30分～午後５時15分
■児童相談所全国共通３桁ダイヤル /☎ 189（いち・はや・く）

日常生活を見直そう

人との接触を８割減らす 10のポイント
１．実家などへの帰省を避け、ビデオ通話によるオンライン帰省をする
２．スーパーでの買い物は、１人または少人数で、すいている時間帯に行う
３．ジョギングは少人数で、空いている時間に行う
４．急ぎでない買い物は通信販売を使う
５．飲み会はオンラインで行う
６．診療はオンラインによる遠隔診療で受ける
７．筋トレやヨガは自宅で動画を活用して行う
８．飲食は持ち帰りや宅配を利用する
９．可能なかぎり仕事は在宅勤務で行う
10．会話はマスクを付けて行う

密閉・密集・密接の「３つの密」を避け
る、手洗い・咳エチケットや換気も大切
です！

新型コロナウイルス感染症　　！便乗詐欺に要注意！　　　　　　　　　
■「マスクの無料配布」をかたる偽メールでサイトに誘導し、
個人情報がだまし取られる事案
■ 保健所や水道業者を装う電話
■ 高額でマスクや消毒液を売りつける訪問販売　など

新型コロナウイルスの感染拡大に便乗し、身に覚えのない現金を要求された
り、不審な電話やメールが届いたりする便乗詐欺や悪徳商法が多発していま
す。不審に思ったら、まず消費生活センター（☎82‐ 0996）や消費者ホッ
トライン（☎188）に相談してください。

　大型連休中において、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う経営相
談窓口を開設します。市の事業者支援策のほか、国・県の支援策について
も可能な範囲で相談に応じます。

■開設日 /大型連休中は５月２日（土）～６日（水）午前９時～午後５時
■開設場所 /丹波市役所春日庁舎　４階　新産業創造課
■相談予約/予約不要。相談件数によって待ち時間が発生する場合があります。

※信用保証協会への信用保証料を補助することで、円滑な資金繰りを支援する
「新型コロナウイルス対策中小企業信用保証料補助金」のほか、実質無利子無
担保をはじめとした低利の国・県融資制度が設けられています。持続化給付

エレベーターを降りて左手すぐ！

金（中小企業最大200万円・個人事業
主最大100万円）の申請方法などにつ
いては、詳細が分かりしだい、ホーム
ページなどでもお知らせします。詳し
くは、新産業創造課（☎ 74‐ 1464）
または丹波市商工会（☎ 82‐ 3476）
に問い合わせてください。


