
 

 

 

 事業名 支援内容 
問合せ窓口 

TEL 

4 小川町国民健康保険傷病

手当の支給 

・小川町の国民健康保険に加入している方 

・給与等の支払いを受けている方 

・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状が

あり感染が疑われ、療養などで仕事を欠勤し、給与の

全部または一部を受けることができない方 

・連続した３日間の待機を満たしたうえ、４日目以降も

労務不能である方 

町民課 

☏72-1221 

内線 147～149 

5 小川町後期高齢者医療傷

病手当金の支給申請書の

受付 

・小川町の後期高齢者医療制度の被保険者の方 

・給与等の支払いを受けている方 

・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状が

あり感染が疑われ、療養などで仕事を欠勤し、給与の

全部または一部を受けることができない方 

・連続した３日間の待機を満たしたうえ、４日目以降も

労務不能である方 

町民課 

☏72-1221 

内線 147～149 

 事業名 支援内容 
問合せ窓口 

TEL 

1 小川町事業者応援給付金 

★町独自事業★ 

・新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少し

ている小川町内の中小企業・個人事業主の方 

・給付金額 １事業者につき１０万円 

・申請期間 令和２年６月２２日～９月３０日まで 

（原則、郵送による申請） 

にぎわい創出課 

☏72-1221 

内線 231・232 

2 小川町「新しい生活様式」 

協力飲食店応援給付金 

★町独自事業★ 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための取

り組みを実施し、かつ感染拡大を予防する取り組みを実施す

る小川町内の飲食店の方 

・給付金額 １店舗につき５万円 

・申請期間 令和２年６月２２日～９月３０日まで 

（原則、郵送による申請） 

にぎわい創出課 

☏72-1221 

内線 231・232 

3 病院・介護施設等応援事業 

★町独自事業★ 

病院・診療所等、介護施設、障害者施設の社会的機能を維

持・確保を図り、現場で働いている方が安心して働けるよう、

最前線で暮らしを支える病院等に応援金を支給します。 

病院等 100 万円～300 万円／診療所 10 万円～20 万円 

 障害者施設 1 万円～10 万円（サービス種別・利用実績等に応じ） 

介護施設  1 万円～80 万円（サービス種別・定員に応じ） 

健康福祉課 

☏72-1221 
〔病院等〕 
保健衛生担当 
内線 157・158 
 
〔障害者施設〕 
障害福祉担当 
内線 156 
 
長生き支援課 
介護保険担当 
☏74-2323 

〔介護施設〕 
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 事業名 支援内容 
問合せ窓口 

TEL 

7 国民健康保険税の減免 【減免の対象となる方】 
 ① 主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世

帯の方 ⇒保険税を全額免除 
 ② 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方⇒

保険税の一部を減額 
〇要件 
 世帯の主たる生計維持者について、（1）～（3）のすべ
てに該当する世帯 

（１）事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のい
ずれかが、前年に比べて 10 分の３以上減少する見
込みであること 

（２）前年の所得の合計額が 1000 万円以下であること 
（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所

得の合計額が 400 万円以下であること 
○減免額の計算式 
 減免対象保険税額に減免割合（前年の合計所得金額により

10 分の 2～10 分の 10 の割合）をかけた金額になります 
※詳細は広報 7 月号・町ホームページでご確認ください。 

税務課 

住民税担当 

☏72-1221 

内線 131～133 

8 町税等の徴収猶予 事業等に係る収入に相当の減少があった方は、１年間、町税

等の徴収を猶予します（税額は変わりません）。担保の提供は

不要です。延滞金もかかりません。 

【適用条件】①②の両方に該当する方 
①令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）におい
て、収入が前年同期に比べて概ね 20％以上減少してい
ること。 

②一時に納税を行うことが困難であること。 
※申請書の様式やその記載例など、詳しくは町ホームペ
ージを御覧ください。税務課窓口でも配付していま
す。郵便でもお送りします。 
町ホームページの掲載場所⇒トップページから「新型
コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ」をク
リックしてください。 

税務課 

納税担当 

☏72-1221 

内線 123～126 

9 国民年金保険料免除等の

申請受付 

・国民年金の第 1号被保険者の方で、国民年金保険料の納

付が困難な、以下のいずれかに該当する方（学生の方も含みま

す。） 

①令和 2 年 2 月以降に、新型コロナウイルス感染症の影

響により業務が失われた等で収入が減少した方。 

②令和 2 年 2 月以降の所得の状況からみて、当年中の所

得見込額が国民年金保険料免除基準相当＊になること

が見込まれる方。 

＊国民年金保険料免除承認の基準については担当にお問合せください。 

町民課 

☏72-1221 

内線 146 

 事業名 支援内容 
問合せ窓口 

TEL 

6 一時的な資金の貸付 対象者：新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により

収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため

の貸付を必要とする世帯です 

「緊急小口資金」貸付金額：20 万円以内 
「総合支援資金」貸付金額：月 15 万円～月 20 万円以内

（世帯人数による） 
貸付期間：3 か月以内 

受付期間：令和 2 年 9 月 30 日まで 

小川町社会福祉

協議会 

☏74-3461 

＜支払い関係＞ 



 

 事業名 支援内容 問合せ窓口 
ＴＥＬ 

13 小中学校 GIGAスクール 

環境構築事業 

小中学校 GIGAスクール構想の実現に向けて通信ネットワー

ク環境と情報端末一人一台を整備します。 

 
学校教育課 
学校教育グループ 
☏72-1221 

内線 271 14 家庭学習応援事業 

★町独自事業★ 

学校休業中の家庭学習支援のために家庭学習応援給付金を

支給します。 

要保護・準要保護世帯 支給額 2 万円 

15 図書館いきいきサービス 

事業 

 ★町独自事業★ 

在宅での読書環境の充実を図るため、(1)図書消毒機によ

る図書の消毒、(2)郵送による図書の貸し出しの試験実

施、（3）児童書、ウイルス関連書籍の拡充を行います。 

生涯学習課 

図書館グループ 

☏72-5965 

 事業名 支援内容 
問合せ窓口 

TEL 

10 介護保険料の減免 

 

【減免の対象となる方】 

① 主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯

の方 ⇒保険料を全額免除 

② 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方 

⇒保険料の一部を減額 

※第 1号被保険者の保険料 

〇要件 
 世帯の主たる生計維持者について、（1）及び（2）の 2
つの要件に該当する世帯 

（1）事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいず
れかが、前年に比べて 10 分の 3 以上減少する見込み
であること 

（2）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得
の合計額が 400 万円以下であること 

※減免額の計算、申請方法等については、7 月に送付しま
す「令和 2 年度介護保険料（納入）通知書または特別徴
収開始通知書」の同封物に記載があります。また町ホー
ムページでもご確認いただけます。 

長生き支援課 

介護保険担当 

☏74-2323 

11 水道料金・下水道 

使用料の支払い関係 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、水道料

金等の支払いが一時的に困難になった方を対象に、次の支援

を行います。 

①料金支払いに関する相談を随時受付 

 （分納に応じる等の対応が可能） 

②給水停止措置の緩和 

【提出書類】 

①納付誓約書（納付計画を立てていただきます） 

②新型コロナウイルス感染症の影響に伴う状況調書 

上下水道課 

水道グループ 

☏72-1221 

内線 182・241 

12 農業集落排水処理施設 

使用料の支払い関係 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、農業集

落排水処理施設使用料等の支払いが一時的に困難になった

方を対象に、次の支援を行います。 

①料金支払いに関する相談を随時受付 

 （支払い猶予が可能） 

【提出書類】 

①新型コロナウイルス感染症の影響に伴う状況調書 

上下水道課 

下水道グループ 

☏72-1221 

内線 363 

＜教育関係＞ 



 

 

 

 

    

    

 事業名 支援内容 
問合せ窓口 

TEL 

16 健康ウオーキング事業 

★町独自事業★ 

埼玉県健康マイレージ事業を活用し、新しい生活様式の実践

の中でのウオーキングによる健康増進を推進します。 
一日 8,000 歩以上をひと月に 20 日以上達成した方に
1,000 円の地域通貨券を交付 
実施期間：令和２年７月～令和３年２月（１か月単位で

計８回実施） 
※令和２年度に埼玉県コバトン健康マイレージ事業に参加 
された方は、歩数計が届いた次の月から対象となります。 

健康福祉課 

保健衛生担当 

☏72-1221 

内線 158 

 

特別定額給付金のご案内 

申請期限は８月１８日（火）です。※当日消印有効 

申請期限までに手続きをお済ませください。 

問合せ 小川町役場 特別定額給付金室 直通 ☎53-6055 

または☎72-1221 内線 460～462 

＜その他＞ 

出典：厚生労働省ホームページ 


