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町の人口 6 月 末 現 在
登 録 人 口 人口合計 人

男性 人3,084女性 人3,6586,742 世帯数 世
帯3,200

住民のみなさまからの投稿ページ ＃24

―よしのコレクション―

私の写真を紹介します私の写真を紹介しますよし
コレ

　日常の何気ない出来事や、お祭りなどのイベントご
と、風景写真など、投稿内容は何でもOKです。写真の
電子データと内容の説明文（150文字程度）を右記メ
ールアドレスまでお送りください。（先着順で掲載）
（ただし、公序良俗に反する内容や営利目的の広告等は掲載
できませんのでご了承ください。）

「よしコレ」に掲載する投稿記事を募集しています
 応 募 方 法
●メールアドレス　cvy@town.yoshino.lg.jp  へ
●住所・氏名・日中連絡の取れる電話番号 明記
●ペンネームでの掲載希望の場合はその旨明記
●吉野町にゆかりのある方。個人・団体問いません。
問　吉野町 総務課 広報広聴室　℡（32）９０９０

　昨年７月２０日から８月３１日まで、立野町内会

でラジオ体操を行いました。集会所の庭で輪に

なり、楽しく体操しました。（写真は昨年の写真

です。）

　時には、家庭で採れた野菜を持ち寄り、無料

の朝市をしました。日に日に、カードにスタンプ

がたまり、次の日が待ち遠しくなり、休まず参加

できました。８月２５日（昨年）の運動公園でのラ

ジオ体操にも参加でき、良い思い出になりまし

た。簡単に始められて地域のコミュニケーショ

ンと健康づくりに役立つラジオ体操はなかなか

魅力的でした。今年も頑張ろうと思います。

稿稿稿稿稿稿稿稿者者者者者者者者 立立野立野野立野在住在住住住住在住住住住在住在 中中中中中中中中島島島島島島島島島島島 吉隆吉隆吉隆吉吉 さんさんささんさんんさんんささ

吉
野
町

コ
ロ
ナ

ま
と
め
→

よしの

投投投

＃吉野・立野
＃令和ラジ

オ体操 ＃立野集会
所

＃立野町内
会 ＃朝市 ＃野菜 ＃夏

written by
written bythetheresidents
residents

国勢調査は、令和2年10月１日現在、日本に住んでいる全ての人及び世帯が対象です。

令和2年国勢調査は、少子高齢化社会における日本の未来を描く上で欠くことのできない

データを得る為に実施します。調査結果は、さまざまな法令にその利用が定められている

ほか、社会福祉、雇用政策、生活環境の整備、防災対策など、私たちの暮らしのために役立

てられます。

９月10日頃から、調査員が書類及び紙の調査票をお配りします。今回の調査では、イ

ンターネットもしくは郵送回答を主として実施しますのでご協力の程、よろしくお願

いします。

問総務課

ＮＴＴ…℡（32）３０８１

ＩＰ直通…℡（39）９０68

町中央公民館で開催された「防災マップに関する説明会」の様子（７月１３日）

新型コロナ感染症と向き合い
ながら

求められる自助・共助・公助の力

特集　コロナ対策関連情報
①熱中症予防×コロナ対策
②コロナ対策を含めた災害対策
③事業所支援「補助金制度」
④「１０万円給付」出産支援特別定額給付金
⑤経済・観光活性化の取り組み
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1
広報よしの７月号で「『新しい生活様式』における熱中症予防行動のポイント」についてお知らせしました。
今月号では熱中症予防行動のポイントのおさらいと追加情報をお知らせします。

マスク着用時は・・・
●激しい運動は避けましょう。

●のどが渇いていなくてもこまめに水分補給を
しましょう。

●気温・湿度が高い時は特に注意しましょう。

屋外で人と２ｍ以上離れている時は
マスクをはずしましょう

ウイルス
感染対策は
忘れずに

十分な距離

２ｍ以上

２
●窓とドアなど２か所を開ける（開ける窓やドアは、対角にある方が望ましい）
　※同じ方向しか窓やドアがないとき・・・天井や壁の高い位置にある窓を追加で開けると
　風が流れやすくなります。

●扇風機や換気扇を併用する。

●換気後はエアコンの温度を再設定する。

注意 一般的な家庭用エアコンは、室内の空気を循環させるだけで
換気は行っていません

エアコン使用中もこまめに換気を  （エアコンを止める必要はありません）・・・・・・・・

のどが渇いていなくてもこまめに水分補給を３・・・・・・・・・・・

１時間ごとにコップ１杯 入浴前後や起床後も

まずは水分補給を

●１日あたり1.2ℓを目安に

ペットボトル
５0０㎖ 2.5本

コップ
約６杯分

参考：環境省、厚生労働省
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●大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

COVID-19 Infomation 新型コロナ対策関連情報

「新しい生活様式」で健康に過ごしましょう！
熱中症予防 × コロナ感染防止感染予防
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防災マップに関する説明会 開催

７月１３日から１５日の３日間、各地区の防災リーダーとしての役割を担う方々

を対象に、防災マップの内容説明や避難所における新型コロナウイルス感

染症対応についての説明会を実施しました。町内６地区を、隣接する地区同

士、上市と吉野、中荘と国栖、龍門と中竜門で３つに分けて開催し、それぞれ

の地区の特徴に合わせて説明を行いました。

災害に強いまちを目指して・・・
●「自助」・・・自分の身は自分で守る

●「共助」・・・自分の次は家族・周辺、地域へ支えあいをつなげる

「災害“ゼロ”リスク」はありえません。今、あらためて「自助」「共助」のあり方が問

われています。地域コミュニティのしっかりしている吉野町では、皆さんの力を借

りればより強固な防災体制ができると思っています。町は皆さんの「自助」「共助」

を支える公助の役割を全力で果たすことが責務です。ご協力をお願いします。

避難所運営で心がけていただきたいこと
①避難者同士のフィジカルディスタンスの確保

②十分な換気

③こまめな手洗い・うがいを行う

体調不良の方が避難したときの対応
①町に連絡を。町から職員を派遣します。

②体調不良者は職員が到着するまで、別室もしくは

　他の避難者と離れて待機してください。

③ご本人・ご家族の意向により、特定の場所へ移動

　をしていただく場合もあります。

避難する前に・・・
避難所は「密閉した空間」「密集場所」「密接した会話」の

いわゆる３密が起こりやすい場所です。そのため、避難

所となる施設ではできる限り感染症拡大の予防を実施

します。また、避難時は下記のことをお願いします。

住民避難と感染症対策について

①非常用持出し袋に感染症予防グッズを追加
　マスク・消毒液（除菌シート）・体温計など

②自宅の危険性を確認。“多様な避難”を考える。
避難所へ行くことだけが避難ではありません。
■在宅避難（垂直避難）　■安全な親戚や知人宅
■車中避難　　■青空避難（テント泊）

③避難する前に体温を計っておく。

※避難所に入る前に体調チェックを行います。

地域コミュニティがしっかりした吉野町ならではの防災体制を

総務課参与（防災担当）  藤本恭二

コロナ禍での避難 その時 何が必要か防災
ウィズコロナ

災害への備え

災害発生の
可能性高まる

町（災害対策本部）
から各区長等へ連絡

各大字等
避難所開設

自主避難受け入れ開始
住民は安全を確保して避難
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COVID-19 Infomation 新型コロナ対策関連情報

新型コロナウィルス感染症の感染拡大の時期が、観桜期と重なったことにより、町内の観光関連事業者にも大きな

影響が出ています。町では、感染症対策と社会経済活動の正常化と活性化の両立を目指して、観光関連事業者と協

力しながら取り組みを進めています。

今回は、町内の観光関連事業者の皆さんの取り組みや町内の名産品等の販売促進に関連する取り組みを紹介します。

町内の皆様には、町外のご親戚やお知り合い等へも積極的に、上記の取り組みをご紹介いた

だき、町内の観光事業の活性化にご協力をいただけたたら幸いです。今後も、町では積極的に

地域の基幹産業の活性化に向けて取り組みを進めてまいりますので、ご理解をお願いします。

観光関連事業者の皆さんと協力しています吉野を元気に経済・観光
活性化

ＹｏｕＴｕｂｅ動画で、元気な吉野をＰＲ！
吉野町の観光事業者が観光客の皆様に新型コロナウィルス感染症収束後

のお越しをお待ちしている気持ちを伝えるため、『おかえり よしの ～深呼

吸！水と緑と歴史、再生の郷　よしの～』をキャッチフレーズに、元気なよし

のをPRする動画を制作しました。

世界遺産や国立公園・自然公園の中でゆっくりと過ごす、密にならない吉野

の良さをPRしています。観光客の皆様に安心して吉野におかえりいただく体

制を整えつつ、いつの日か吉野に以前の賑わいが戻ることを願っています。

吉野VBでは、町内事業者の皆様の名産品やサービス

（宿泊や体験サービス）等を、インターネットで購入でき

るサイトを、オープンしました。食品や生活雑貨まで、幅

広く商品を取り扱っています。また、吉野町のふるさと納

税の取扱いサイトも併設しています。現在、オンラインシ

ョップに出品いただく事業者を、併せて募集しています。

詳しくは、吉野ビジターズビューロー ℡（３４）２５２２まで

吉野ビジターズビューロー  オンラインショップ「まるっと！吉野逸品ガイド」

オンラインショップ
「まるっと！吉野逸品
ガイド」はこちらから

WEBマガジン
「よしのーと」も
スタート。こちら
からアクセス。

町補助金による指定オンラインショップ
での割引販売開始  【２割引き】
町では、新型コロナの影響で来訪者の激減している
町内店舗の名産品やサービス（宿泊や体験サービ
ス）等の、販売促進を行なう補助金を創設しました。
感染リスクの低減を図りつつ、町内事業者の利益回
復を図るためインターネット販売サイトを活用し、
消費者の購買意欲を増進させるため、2割引きのキ
ャンペーン価格で販売を行うものです。
※町指定ECサイト（オンラインショップ）運営者（７月17日現在）
　吉野ビジターズビューロー「まるっと！吉野逸品ガイド」

　 割引きのイメージ
【例】10,000円の商品を購入の場合

問文化観光交流課　℡（39）9066

消費者の支払額 8,000円
（２割引で購入）

2,000円
（補助金）

消費者の支払額　10,000円

町指定ECサイト
（インターネット
販売サイト）

20％
割引

通常

補助金
あり

「おかえり よしの」の
PR動画はこちら▶

新型コロナウイルス感染症による売り上げ減少等の影響を乗り越えるため、感染症対策や新たな設備投資、新商品

開発、新規事業の展開を行うなど前向きな投資を行う中小企業・個人事業主に対して、補助金を交付することにより

事業主の負担軽減と事業継続を応援しています。問産業振興課℡（39）9064

“補助金制度”事業所継続応援事業事業所
支援

事業概要

補助対象

総額　23,000千円（予算の範囲内で補助金の交付を行います）

感染症対策企業応援補助金 生産性向上応援補助金

国や県の支援（補助金の交付）を受けずに感染症対策を

行う前向きな投資を行う事業主に対して、補助金の交付

を行います。

【対象事業の例】

■感染症予防対策に関する施設、設備の導入

■売り上げ増に向けた新たな取り組みに要する経費

■新商品開発、新規事業展開等に要する経費

■消耗品は対象外。備品については、１個２万円以上のも
のを対象

国や県の補助金を活用し感染症対策を行う前向きな投
資を行う事業主に対して補助金の交付（上乗せ補助）を
行います。

【対象とする（国・県）補助事業名】
国・・・生産性革命推進事業
　　　■ものづくり、商業、サービス補助金
　　　■持続化補助金　　　■IT導入補助金
国・・・農林漁業者経営継続補助金

県・・・奈良県の６月補正におけるコロナ対策関連補助金
(予定)■中小企業再起支援事業補助金

■感染症対策緊急支援事業補助金
■(観光関連)感染症対策観光振興補助金

町内に事業所を有する中小企業等

（中小企業、小規模事業者、個人事業主）
同左

補助対象事業費の４分の３を補助金として交付

■１企業等（個人事業主）の補助金交付限度額  300千円

（法人・宿泊業については 500千円）

総事業費から補助金（国・県）を除いた自己負担金の２分

の１を補助金として交付。

■町補助金交付限度額  200千円（上乗せ補助金上限額）

■令和２年２月１日以降に要した経費について、補助対象

とします。

■令和２年度限り

※詳しくは今月号に折り込みのチラシをご覧ください。

■国の令和元年度補正予算、令和２年度当初予算・補正

予算に係るもの

■奈良県６月補正予算に計上されたコロナ支援対策応

援事業に係るもの

■令和２年度限り

補助金額

予 算 額

そ の 他

吉野町独自

新型コロナウイルス感染症の拡大による影響のもと、町の次代を担う子どもの出産を支援するとともに、子どもの

健全な育成に資するために給付金を給付します。※出生届の提出時に申請していただけます。

“１０万円給付”出産支援特別定額給付金給付事業吉野町独自給付金
関連

◆給付申請に必要なもの
給付申請者の本人確認書類・通帳又はキャッシュカード・印鑑

問町民課　戸籍住民係
NTT…℡（３２）３０８１　IP直通…℡（３９）9０６１

◆給付対象者　
　町内に住所を有する令和２年４月２８日から令和３年４
月１日までの間に出生した子どもの父又は母
◆給付額　新生児１人につき、１０万円

※１企業（個人事業主）につき、いずれか一方の補助金交付となります。
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吸！水と緑と歴史、再生の郷　よしの～』をキャッチフレーズに、元気なよし
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