
緊急事態宣言の解除を受けての町長メッセージ 
 

 本日５月２５日、埼玉県は緊急事態宣言が解除となりました。４月７日に

指定されて以来の新型コロナウイルス感染症対策による発症患者数の減少

によるものです。町民、事業者、医療機関の皆様のご協力とご尽力に心から

感謝申し上げます。 

 緊急事態宣言は解除されましたが、感染の可能性がゼロになったわけでは

なく、また感染の第２波、第３波も想定されています。 

 皆様におかれましても、新しい生活様式を実践していただくなど、引き続

き、共に感染拡大の防止に取り組んでいただきますようお願いいたします。 

 町といたしましては、今後とも町民の健康と暮らしを守るため、国や県、

関係機関等と連携し各種対策に万全を期してまいります。 

 

 

小川町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症情報 Vol.2 
令和２年 6 月 1 日発行 

健康福祉課 

新型コロナウイルス感染症についての相談窓口 

埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター 

電話 ０５７０－７８３－７７０ 

受付時間：24 時間（土日・祝日も実施） 

新型コロナウイルス感染症に関連して不当な差別や偏見をなくしましょう 

 

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者

等に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。 

公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動をお願いします。 



（１）一人ひとりの基本的感染対策 

感染防止の３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い 
 ・人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。 
 ・遊びにいくなら屋内より屋外を選ぶ。 
 ・会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。 
 ・外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用。 
 ・家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。 
 ・手洗いは 30 秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）。 
 

 ※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。 

移動に関する感染対策 
 ・感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。 
 ・帰省や旅行はひかえめに。出張はやむを得ない場合に。 
 ・発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモする。 
 ・地域の感染状況に注意する。 

 ・まめに手洗い・手指消毒  ・咳エチケットの徹底  ・こまめに換気 
 ・身体的距離の確保  ・「３密」の回避（密集、密接、密閉） 

 ・毎朝の体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養 

（３）日常生活の各場面別の生活様式 

買い物 
 ・通販も利用 
 ・１人または少人数ですいた時間に 
 ・電子決済の利用 
 ・計画をたてて素早く済ます 
 ・サンプルなど展示品への接触は控えめに 
 ・レジに並ぶときは、前後にスペース 

娯楽、スポーツ等 
 ・公園はすいた時間、場所を選ぶ 
 ・筋トレやヨガは自宅で動画を活用 
 ・ジョギングは少人数で 
 ・すれ違うときは距離をとるマナー 
 ・予約制を利用してゆったりと 
 ・狭い部屋での長居は無用 
 ・歌や応援は、十分な距離かオンライン 

公共交通機関の利用 
 ・会話は控えめに 
 ・混んでいる時間帯は避けて 
 ・徒歩や自転車利用も併用する 

食事 
 ・持ち帰りや出前、デリバリーも 
 ・屋外空間で気持ちよく 
 ・大皿は避けて、料理は個々に 
 ・対面ではなく横並びで座ろう 
 ・料理に集中、おしゃべりは控えめに 
 ・お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて 

冠婚葬祭などの親族行事 
 ・多人数での会食は避けて 
 ・発熱や風邪の症状がある場合は参加しない 

（４）働き方の新しいスタイル 

 ・テレワークやローテーション勤務  ・時差通勤でゆったりと  ・オフィスはひろびろと 

 ・会議はオンライン  ・名刺交換はオンライン  ・対面での打合せは換気とマスク 

（２）日常生活を営む上での基本的生活様式 

出典：厚生労働省 

「新しい生活様式」の実践例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新型コロナウイルス感染症流行期における 

熱中症予防３つの備え 

熱中症の危険性が高まっています！ 

⚠まだ体が暑さに慣れていない 

⚠マスク着用で熱がこもりやすく、喉の渇きに気づきにくい 

「熱中症予防３つの備え」で熱中症を防ぎましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☀屋内での備え 

①生活リズムを整え、食事・睡眠をしっかりと 

②上手にエアコンを使い、こまめな換気を 

忘れずに 

③喉が渇く前からこまめに水分補給を 

 

☀屋外での備え 

①外出は暑い日・時間を避けて 

（天気予報を参考に） 

②早め早めの水分補給。マスク着用時は 

要注意 

③日傘、帽子を使い、涼しい服装を 

 

☀体調不良時の備え 

①めまい、立ちくらみ、手足のしびれは 

熱中症の危険サイン 

②涼しい場所に避難して、服を緩めて体を 

冷やす 

③我慢せず周りのひとにＳＯＳ 

＃７１１９へ相談を 

 

埼玉県保健医療部健康長寿課 

TEL 048(830)3585 

埼玉県公式ＨＰより 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/net

suchusyo/index.html 

特別定額給付金の振込予定について 

返送していただきました申請書については、順次振込

手続きを進めており、振込予定は以下のとおりです。 

なお、申請内容に不備があった場合は、これよりも遅

れることがあります。 

振込予定日 対象（郵送申請等） 

6 月 2 日(火) 5 月 18 日(月)到着分の一部 

6 月 4 日(木) 
5 月 19 日(火)到着分 

6 月 9 日(火) 

6 月 11 日(木) 5 月 20 日(水)～22 日(金)到着分 

6 月 16 日(火) 5 月 25 日(月)～29 日(金)到着分 

6 月 18 日(木) 6 月 1 日(月)～10 日(水)到着分 

6 月 23 日(火) 6 月 11 日(木)～16 日(火)到着分 

6 月 25 日(木) 6 月 17 日(水)～18 日(木)到着分 

6 月 30 日(火) 6 月 19 日(金)～23 日(火)到着分 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/


緊急事態宣言の指定区域から解除されたことに伴う町の施設の対応は下記のとおりです。 

再開する施設においても、感染拡大防止のため一部施設の使用制限や利用の制限を行う場合があります。 

また、新型コロナウイルスの感染拡大状況によって、再度、休止・制限する場合があります。最新情報は 

町ホームページ上で随時更新いたします。 

今後も新型コロナウイルスの感染拡大の防止に努めてまいりますので、利用者の皆様にはご不便をおか

けいたしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 

施設等を御利用の際には、検温、マスクの着用、消毒についてご協力をお願いいたします。 

         （更新日：令和 2 年 6 月 1 日） 
施設名 利用再開日 問合せ 備考 

公民館 
（中央、大河、竹沢、八和田） 
大塚コミュニティセンター 

令和 2年 6月 1日 
中央公民館 
☎72-0342 

各部屋の利用人数・活動内容・利用時
間に制限があります。 

リリックおがわ（町民会館） 令和 2年 6月 1日 
町民会館 
☎73-2711 

各部屋の利用人数・活動内容・利用時
間に制限があります。 
なお、リリック学院については、10月
再開を目途に調整中。 

図書館 令和 2年 6月 2日 
町立図書館 
☎72-5965 

予約本の貸出再開。 
イベント、会議室等の貸出は休止。 

総合運動場 
町営八幡台グラウンド 
武道館（弓道場） 

令和 2年 6月 16日 
生涯学習課 
☎72-1221 

利用制限を設け利用再開 
受付開始（生涯学習課窓口のみ） 
 6月 8日より。 
 ※施設により受付開始時間が異な

ります。 

学校開放施設（体育館、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ） 
運動場照明、武道館（柔剣道場） 

未 定 
利用再開日時が決まりましたらＨＰ
等でお知らせいたします。 

パトリアおがわ 令和 2年 6月 1日 
長生き支援課 
☎74-2323 

各部屋の人数・活動内容・利用時間に
制限があります。 

ふれあいプラザおがわ 
準備が整い次第、 
再開します。 

ふれあいプラザ 
☎71-6868 

トレーニング施設・貸館の再開日程等
の詳細が決まりましたら、ＨＰでお知
らせいたします。 

子育て支援センター（ココット内） 
児童館（パトリアおがわ内） 

準備が整い次第、段
階的に再開します。 

子育て支援課 
☎81-6181 

子育て支援センターは予約制。 
詳細が決まりましたら、ＨＰでお知ら
せいたします。 

分校カフェ MOZART 
準備ができ次第、段
階的に再開します。 

政策推進課 
☎72-1221 

詳細は、ＨＰでご確認ください。 
mozart.shimozato.jp 

仙元山見晴らしの丘公園 
カタクリとオオムラサキの林 
展示館兼休憩所 

令和 2年 5月 30日 
にぎわい創出課 
☎72-1221 

仙元山見晴らしの丘公園の木製遊具
は利用制限があります。 
カタクリとオオムラサキの林展示館
兼休憩所は再開未定 

町内すべての都市公園 令和 2年 6月 16日 
都市政策課 
☎72-1221 

詳細は、ＨＰでご確認ください。 

埼玉伝統工芸会館 
（有料展示、体験施設、食堂、 
物産館） 

令和 2年 5月 30日 
埼玉伝統工芸協会 
☎72-1220 

食堂 5月 30日再開。 
物産館 6月 2日から、時短（10:00～15:00）
で再開予定。 
有料展示、体験施設は、6月 20 日から、時
短（10:00～15:00）で再開予定。 

和紙体験学習センター 令和 2年 5月 30日 
和紙体験学習センター 
☎72-7262 

事前予約が必要です。電話でご確認く
ださい。詳細は、ＨＰでご確認くださ
い。 

町立小中学校 令和 2年 6月１日 
学校教育課 
☎72-1221 

分散登校や授業を徐々に増やすなど
段階的に再開します。給食は 6/8開始 

※詳細につきましては、各問合せ先へお願いいたします。 

町公共施設等の利用の再開について 

 


