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☆ 新型コロナ感染拡大に係る神奈川県の新たな対応について
☆ スポーツ大会・スポーツイベントの中止について
☆ 賛助会員入会のお願い

新型コロナ感染拡大に係る神奈川県の新たな対応について
昨今の新型コロナウイルス感染症患者の急増により、医療機関では検査や受診に多くの時間を要す
る状況が発生していると共に、保健所等では疫学調査が逼迫し、患者への健康観察等の対応に遅れが
出ています。
川崎市を含む神奈川県内ではこうした事態に対応し、限られた医療資源をリスクの高い方へ重点的
に提供していくために1月28日（金）から新たな取り組みを始めています。

１．重点観察対象者について
陽性と診断され、療養される方（又はすでに療養中の方）のうち、優先して健康観察などのフ
ォローアップを行う療養者を「重点観察対象者」としています。

重点観察対象者に該当する方

重症化リスク因子とは

・年齢
⇒ 50歳以上もしくは5歳以下
・酸素飽和度 ⇒ SpO2値95以下
・リスク
⇒ 重症化リスク因子がある

・悪性腫瘍、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、慢性腎臓病、高
血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙歴などの疾患等がある
・臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用により免疫
の機能が低下しているおそれがある
・妊娠している

療養サービスの内容について

重点観察対象者となる方には以下の療養サービスの提供を受けることができます。
①
②
③
④

神奈川県療養サポートからパルスオキシメーター（酸素飽和度を測定する機器）の配送。
配食サービスの提供。（希望される方）
神奈川県療養サポート（LINE）またはAIコールによる1日1回の健康観察の実施。
状況に応じて電話による健康観察の実施。
➄ 健康観察の情報が確認できない方には電話による安否確認の実施。
⑥ 夜間や急な体調不良時にはコロナ119番へ連絡いただくことで医師等が対応。
⑦ 療養期間終了後に療養証明書を発行。（希望される方）

重点観察対象者に該当しない場合
パルスオキシメーター及び配食サービスの配送について
限られた医療資源をリスクの高い方へ重点的に配分するため、重点観察対象者以外の自宅療養
者の方については、「パルスオキシメーターの配送」は中断となります。このため、自宅療養中
に少しでも体調に異変を感じた場合は、療養開始時に伝えられる「コロナ119」の番号まで連絡
してください。
また、「配食サービス」についても同様に中断となります。このため、万が一に備え、あらか
じめ食料品や衛生用品、日用品をご家庭に備蓄をする等して備えるようにしましょう。
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２．自主療養について
自主療養とは
現在、流行しているオミクロン株の特性（若い方、基礎疾患のない方は重症化の可能性が低い
こと）を踏まえ、限られた医療資源をリスクの高い方へ重点的に提供するため、重症化リスクの
低い方で抗原検査キットや無料検査で陽性が判明した場合に、医療機関の診断や保健所のフォロ
ーアップを介さず、自ら療養を行うための仕組みです。
※「自主療養」は希望する方がご自身で選択していただく仕組みであり、該当する方の利用を義
務付けるものではありません。医療機関の診療や保健所によるフォローを希望される方は、セ
ルフテストまたは無料検査で「陽性」となった方の診療を受け付けている医療機関を受診して
ください。
また、セルフチェック等で陽性が判明した方で「50歳以上もしくは5歳以下」「重症化リスク
因子あり」「肥満（ＢＭＩ25以上）」に該当する方は医療機関を受診してください。
※医療機関での検査で陽性になった方は「自主療養」を選ぶことができません（自主療養届出シ
ステムで自主療養届を発行されません）。

自主療養届出システム利用の流れ
① 自主療養届出システムにアクセスし、必要事項を記入
自主療養届出システムにアクセスし、自主療養にあたっての注意事項をよくお読みください。
内容を理解し、同意頂ける場合に限り「上記内容を理解し回答する」という項目の「同意する」
にチェックを入れてください。続けて、必要事項を「届出条件の確認」「届出者情報」「検査
結果」の3段階で入力してください。最後のページで「確認」を押すと入力項目が表示されま
すので、内容に問題がなければ「回答」ボタンを押してください。
② 自主療養届を受け取る
フォームに必要事項を入力されてから翌営業日までに、登録されたメールアドレス宛に自主
療養届のダウンロード用URLをお送りします。受信拒否の設定をされている方は、
「pref.kanagawa.jp」及び「pref.kanagawa.lg.jp」のドメインからの受信を許可して頂くよ
うお願い致します。
なお、フォーム入力から数時間経っても届出完了メールが届かない場合、誤ったメールアド
レスを入力している恐れがあります。恐れ入りますが、再度ご登録いただき届出完了メールを
お待ちください。
③ 入力したその日から「自主療養」を開始
フォームを入力した翌日から、自主療養をの要件を満たしている場合はLINE又はAIコールに
よる健康観察が始まります。自主療養中の注意事項は、県のホームページをご確認ください。
自主療養は、原則症状が現れた日に10を足した日（無症状の場合は検査を行った日に７を足し
た日）まで行って頂きます。その時点で症状が残る場合は、症状が落ち着くのを待ち、その72
時間後まで自主療養を延長してください。（無症状の方が途中で症状が現れた場合、その日か
ら１０を足した日まで療養が必要です）

参

考

重点観察対象者・自主療養について
（川崎市ＨＰ）

自主療養届出システムについて
（神奈川県ＨＰ）
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川崎市内における新型コロナウイルス感染症相談窓口
川崎市新型コロナウイルス感染症・
ワクチン接種コールセンター
電話番号 044－200－0730
受付時間 24時間（土日・祝日含む）
既に発熱などの症状がある方については右のQRコード
から受診可能な医療機関に連絡し、医師による診断を
受けてください。
聴覚に障害のある方等、電話での相談が難しい方向け相談窓口
聴覚に障害のある方等、電話での相談が難しい方は、お住まいの地域の区役所衛生課までファック
ス・メールでお問い合わせください。
お問い合わせの際は、名前、ご住所、年齢、連絡先を明記の上、相談事項を記載してください。
※発熱等の風邪症状がある方は、まずかかりつけ医に相談・受診しましょう。
※手話通訳、要約筆記を希望する方は、川崎市聴覚障害者情報文化センターにお問い合わせください。
各区役所衛生課のファックス番号・メールアドレスはこちら
川崎区
044－201－3291
61eisei@city.kawasaki.jp
幸 区
044－556－6659
63eisei@city.kawasaki.jp
中原区
044－744－3342
65eisei@city.kawasaki.jp
高津区
044－861－3308
67eisei@city.kawasaki.jp
宮前区
044－856－3274
69eisei@city.kawasaki.jp
多摩区
044－935－3394
71eisei@city.kawasaki.jp
麻生区
044－965－5204
73eisei@city.kawasaki.jp
※ファックス・メールでのご相談は、聴覚に障害がある方、お電話でのご相談が難しい方専用です。
※回答に日数を要することがあります。また多数のお問い合わせがあった際には、緊急性の高いご相
談のみに回答させていただく場合がございます。ご了承ください。
川崎市聴覚障害者情報文化センター
ファックス番号 044-798-8803
メールアドレス kawasaki-joubun-haken@kanagawa-wad.jp

スポーツ大会・スポーツイベントの中止について
新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、下記の大会・イベントが中止となりました。参加を楽し
みにしていた皆様には心よりお詫び申し上げます。
障害者スポーツデー 障害者スポーツ体験⑧・・・日程：令和４年１月２９日（土）
会場：麻生スポーツセンター小体育室
川崎市身体障害者カローリング大会

・・・日程：令和４年２月５日（土）
会場：カルッツかわさき小体育室

障害者スポーツデー 障害者専用時間⑫

・・・日程：令和４年２月５日（土）
会場：多摩スポーツセンタープール

川崎市障害者スポーツ大会

ボウリング大会・・・日程：令和４年２月１９日（土）
会場：川崎グランドボウル
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賛助会員入会のお願い
川崎市身体障害者協会賛助会員
当協会は、川崎市内の身体障害者に対する援護と福祉に関する事業を行い、身体障害者の自立更生及
び社会参加と福祉向上に寄与することを目的として活動をしています。当協会の趣旨・活動にご賛同いただ
き、賛助会員（個人、法人、団体）としてご支援くださるようお願い申し上げます。
個人会費（年会費）
1口
5,000円
※何口でもご入会いただけます。
法人・団体会費（年会費） 1口 10,000円
※個人会員の方は、所得税の税額控除の対象に、法人・団体会員の方は、特定公益増進法人に対する
寄附金の対象になります。
◎賛助会員ご入会お申し込み方法
川身協事務局宛にご連絡をお願いします。折り返し｢賛助会員入会申込書｣を送付致しますので、
必要事項をご記入のうえ、下記までご返送下さいますようお願い致します。
会費の納入方法については、お申込みいただいた時点でご案内いたします。
《問 合 せ》 川崎市身体障害者協会 事務局
〒２１０-０８３４ 川崎市川崎区大島１-８-６
TEL 044-244-3975 FAX 044-246-6943
E-mail : zksk@nifty.com

川崎市障害者スポーツ協会賛助会員
川崎市障害者スポーツ協会では、事業活動の趣旨及び目的にご賛同いただける法人、個人又は団体の
皆さまに対して賛助会員制度を設けています。
当協会の事業活動にご賛同いただき賛助会員ご入会についてご協力をお願い申し上げます。
個人会費（年会費）
1口
法人･団体会費（年会費） 1口

1,000円
10,000円

※何口でもご入会いただけます。

◎会員サービス
（１）協会が定期並びに不定期に発行する刊行物の提供
（2）協会が所有する図書、資料等の閲覧及び貸し出し

等

◎賛助会員ご入会お申し込み方法
川崎市障害者スポーツ協会宛にご連絡をお願いします。
折り返し｢川崎市障害者スポーツ協会 賛助会員入会申込書｣を送付致しますので、必要事項をご記入
のうえ、下記までご返送下さいますようお願い致します。
会費の納入方法については、お申込みいただいた時点でご案内いたします。

《問 合 せ》 川崎市障害者スポーツ協会
〒２１０-０８３４ 川崎市川崎区大島１-８-６
TEL 044-245-8041 FAX 044-246-6943

発行人 神奈川県障害者定期刊行物協会
〒222-0035 横浜市港北区鳥山町 1752 番地
障害者スポーツ文化センター横浜ラポール 3Ｆ 横浜市車椅子の会内
編集人 公益財団法人川崎市身体障害者協会事務局
〒210-0834 川崎市川崎区大島 1-8-6 南部身体障害者福祉会館 3Ｆ

頒価 10 円

