
広報西和賀（お知らせ版臨時号） 令和 2年 5月 15日 

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内 
 

【ひとり 10万円の給付金、来週 5/21から給付開始】 

 １人につき 10万円の「特別定額給付金」の申請受付がはじまります。 

  ① 5月 15日（金）から、給付金の対象世帯へ申請書類が郵送されます。 

  ② 申請手続きは、申請書に必要書類を貼って、返信用封筒で郵送してください。 

  ③ 5月 21日（木）から、申請された給付金の口座振り込みがはじまります。 

 

   ※ 必要書類のコピーが必要です。両庁舎の窓口でコピー(無料)できます。 

   ※ 5月 17日（日）に両庁舎窓口を臨時で開放し、その場で受付いたします。 

               問い合わせ先：町民課（沢内庁舎）℡0197-85-2111 
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子育て世帯 

【子育て世帯への臨時特別給付金】 
対象：3･4月の児童手当(特例給付を除く)の受給者 
内容：対象児童 1人につき 1万円を支給（1回のみ） 
   ※6月中旬から順次給付予定 
申請：必要ありません 
   （公務員の方は申請が必要です。所属庁からの案内を確

認し、10月 15日までに申請してください。） 

健康福祉課 
（沢内庁舎） 
℡0197-85-3412 

収入減で町税 
等が払えない 

【町民税等の支払期限の延長等】 
対象：収入減で町税等が払えない人 
内容：支払期限の延長等 

税 務 課 
（湯田庁舎） 
℡0197-82-3282 

当面の生活資 
金が無いため 
困っている 

【生活福祉資金（緊急小口資金）特例貸付】 
対象：休業などで生活資金に困っている人 
内容：1世帯につき 10万円以内の貸付 

社会福祉協議会 
（太田 2-81-1） 
℡0197-85-3225 
 

（川尻 40-73-82） 

℡0197-84-2161 

収入減で住居 
を失うおそれ 
がある 

【住居確保給付金】 
対象：収入減など一定条件を満たしている人 
内容：家賃相当額を 3カ月間支援 
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低金利の融資 
制度について 
知りたい 

【新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策緊急資金利子補給金】町 
対象：事業継続に影響を受ける法人、個人事業者 
内容：月商 1カ月以内の貸付への利子補給 
   （上限 500万円・北上信用金庫特別融資） 

観光商工課 
（湯田庁舎） 
℡0197-82-3290 

家賃補助制度 
について知り 
たい 

【地域企業経営継続持続支援事業費補助金】町・県 
対象：小売・飲食・宿泊・サービス業の中小企業 
   売上が前年同月比で 50％以上減少 
内容：4月以降の 3カ月分の店舗家賃 50％を補助 

休業手当など 
の支援制度を 
知りたい 

【新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急雇用助成金】町・県 
対象：事業活動を縮小し、休業などで雇用を維持 
内容：休業手当を助成（国 90％・町県 10％） 

売上が半分以 
下で国の給付 
金を知りたい 

【持続化給付金】国 
対象：売上が前年同月比で 50％以上減少 
内容：法人 200万円以内、個人事業者 100万円以内 

を支給（売上減少分が上限） 

西和賀商工会 
(川尻 40-73-11) 
℡0197-82-2270 

 
※次回の新型コロナウイルス感染症対策に関するお知らせ版臨時号は、6月 1日の発行予定です。 
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〇施設利用上の注意とお願い（5月 15日時点） 

町立西和賀 

さわうち病院 

・熱がある場合は、病院に電話してから来院してください。 
・来院の際は、マスクの着用をお願いします。 
・入院患者への面会は、家族も含めて全面禁止とします。 
・入院患者へご用がある場合は、病院に電話して用件をお伝えください。 

さわうち病院 

℡0197-85-3131 

おでかけバス ・バス運転手席の後ろの席は、利用中止しています。 
・手洗いや咳エチケットなど、感染予防へ協力願います。 

企 画 課 

℡0197-82-3284 

地区公民館・分館 ・徹底した感染防止対策をしたうえで、ご利用ください。 
 【手洗い、咳エチケット、換気、３密を避けるなど】 
・館内で飲食を伴う利用は、控えてください。 

生涯学習課 

℡0197-82-3283 

 

〇中止する行事・イベント（5月 15日時点） 

5月 30日（土） 錦秋湖湖水まつり 
錦秋湖湖水まつり実行委員会事務局 

（観光協会内）：℡0197-81-1135 

5月 31日（日） 河北新報錦秋湖マラソン、川内優輝選手記念講演 
錦秋湖マラソン実行委員会事務局 

（観光商工課内）℡：0197-82-3290 

6月中旬 西和賀町消防操法競技会 総 務 課：℡0197-82-3281 

6月中旬 きらめく女性体育祭 生涯学習課：℡0197-82-3240 

6月下旬 西和賀町山開き 観光商工課：℡0197-82-3290 

 

〇利用を中止・制限する手続きなど（5月 15日時点） 

乳児健診・幼児健診 5月中は対象児を限定して開催 健康福祉課：℡0197-85-3411 

まちづくり懇談会 5月 31日（日）まで開催を中止 企 画 課：℡0197-82-3284 

まちづくり出前講座 5月 31日（日）まで開催を中止 生涯学習課：℡0197-82-3283 

英会話教室「にしわが E-カフェ」 当面の間、開催を見合わせます。 学 務 課：℡0197-85-2337 

高齢者大学ほのぼの学園 学園生の募集を延期します。 生涯学習課：℡0197-82-3240 

 

〇利用を中止・制限する公共施設等（5月 15日時点） 

ほっとゆだ・砂ゆっこ・穴ゆっこ・ゆう林館・ 

丑の湯・真昼温泉・巣郷老人憩の家「福寿荘」 

5月 31日（日）まで土日曜日のみ時間短縮 
土日のみ 午後 4時～各施設の閉館時間 

※砂風呂・休憩室は、利用中止 

各施設へお問い

合わせください。 

 
※5/15以降の営業時
間変更については、
各施設への掲示等で
お知らせします。 

沢内バーデン 
5月 31日（日）まで土日曜日のみ時間短縮 
土日のみ 午後 4時～午後 9時 30 分 

※5月 31日まで宿泊・宴会は休業 

ふれあいゆう星館 当面の間、休館 
農業振興課 

℡0197-85-3415 

雪国文化研究所 5月 31日（日）まで施設見学中止 
企 画 課 

℡0197-82-3284 

北上信金スタジアム、沢内多目的広場野球場 

湯田農業者トレセン、沢内農業者トレセン 

志賀来ドーム、湯川体育館 

学校開放施設（旧川尻小・旧川舟小） 

5月 31日（日）まで休館・休止 
 
※5月 20日～31日まで町内小中学生 
（部活・スポ少）に限り利用可 

生涯学習課 

℡0197-82-3283 
学校開放施設（湯田小・沢内小） 当面の間、開放しません（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ含む） 

湯本屋内温泉プール、川尻体育館、青年女性会館 5月 31日（日）まで休館 

銀河ホール、川尻図書室、沢内庁舎図書室 

民俗資料館、川村美術館、川村デッサン館 
5月 31日（日）まで休館 

銀河ホール 

℡0197-82-3240 

焼地台公園 
5月 31日（日）までキャンプ場、ジャンボス
ライダーは、利用中止 

各施設へお問い

合わせください。 

道の駅錦秋湖、湯夢プラザ 
5月 31日（日）まで開館時間を短縮 
開館時間：午前 9時～午後 5時 

レストハウスゆのさわ 
5月 31日（日）まで開館時間を短縮 
開館時間：午前 11時～午後 5時 

峠山パークランド 
5月 31日（日）までグラウンドゴルフは、団
体利用中止 
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