
 

 

 

 

 事業名 支援内容 
問合せ窓口 

TEL 

1 新生児特別定額給付金 

給付事業 

★町独自事業★ 

特別定額給付金支給対象外である令和 2年 4月 28日から

令和 3年 3月 31日までに生まれた新生児を対象に、特別定

額給付金と同様な給付を行うことで子育て世帯を積極的に支

援します。 

※詳細については、決定次第ホームページ等でお知らせ

します。 

子育て支援課 

☏81-6181 

2 子育て世帯応援給付金 

給付事業 

★町独自事業★ 

令和 3年 3月 31日までに生まれた新生児から中学 3年生ま

での子ども１人当たり 2万円を給付し、子育て世帯を積極的

に支援します。 

※詳細については、決定次第ホームページ等でお知らせ

します。 

子育て支援課 

☏81-6181 

3 オンライン保健指導環境 

整備事業 

オンラインによる保健指導や個別相談等が実施できるよう環

境を整備し、妊産婦、保護者、児童等に積極的に寄り添い、

安定した子育てを支援します。 

子育て支援課 

☏81-6181 

4 新型コロナウイルス感染拡

大防止対策事業 

（保育所等分） 

感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していく

ために必要な備品等を整備します。私立保育園に対しては感

染症対策に係る費用に対して、1施設あたり上限５０万円、1

事業あたり上限５０万円の補助を行います。 

子育て支援課 

☏81-6181 

5 新型コロナウイルス感染拡

大防止対策事業 

（放課後児童クラブ） 

放課後児童クラブ運営に際して、新型コロナウイルス感染症

拡大防止対策に必要な物品の購入や、時間外の消毒等業務

増大に対する手当を支援します。 

・1 支援単位あたり５０万円 

学校教育課 

☏72-1221 

内線 273 

6 オンライン介護予防支援 

事業 

★町独自事業★ 

新しい生活様式に対応した介護予防を推進するため、いきい

き百歳体操等の会場で、オンライン介護予防の説明会を行い

ます。また、公民館等で介護予防に関する出前講座も実施し

ます。 

・いきいき百歳体操等の会場で説明会：介護予防サポー

ターと相談し、9 月以降に実施します。 

・出前講座開始時期：９月１日から 

・出前講座受講対象者：全町民 

※介護予防に関する出前講座ですが、１０代～５０代の

受講も大歓迎です！ 

長生き支援課 

☏74-2323 

新型コロナウイルス感染症情報 Vol.4 

～新型コロナウイルス感染症対応として、次の事業を実施します～ 

令和２年 8 月 1 日発行 

小川町役場 

＜町民生活の安全・安心の確保＞ 

 



 

 
事業名 支援内容 

問合せ窓口 
TEL 

8 プレミアム付おがわ元気 

アップ商品券発行事業 

★町独自事業★ 

小川町独自のプレミアム付商品券を販売し、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けた飲食店や地元商店を応援します。 

また、町外にお住いの方にも販売することで、町来訪のきっか

けづくり、町内での消費拡大につなげます。 

・町内の登録店舗で使用可能な 3,000 円分の商品券が

2,000 円で購入できます（プレミアム率 50％です！） 

・登録店舗は、8 月上旬より募集開始 
 

詳細については 

９月の回覧・観光協会ホームページでお知らせします。 

にぎわい創出課 

☏72-1221 

内線 234・235 

9 キャッシュレス決済支援 

事業 

★町独自事業★ 

キャッシュレス決済の導入を検討している事業者向けに説明

会を開催します。また、決済事業者（複数社）による個別相談

会を 9月頃に予定しています。 
 

新規にキャッシュレス決済を導入した事業者へ支援金を支給

します。なお、原則、国の支援制度「マイナポイント事業実施

に伴うキャッシュレス決済端末導入支援事業」を活用した事業

者を対象とします。 

・給付金額 1 店舗につき 5 万円 
 

詳細については 

９月の回覧・町のホームページでお知らせします。 

にぎわい創出課 

☏72-1221 

内線 234・235 

10 雇用調整助成金等申請費

用補助金 

★町独自事業★ 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内の中小・小規

模事業者の方が、雇用調整助成金及び持続化給付金の申請

にあたって、専門家の支援を受けた際に係る費用（顧問料は

除く）の助成を行います。 

・給付金額 申請にかかった費用（上限 10 万円） 

 ※1社につき 1 回限り 

・申請期間 8 月中旬から令和 3 年 1 月 31 日まで 

にぎわい創出課 

☏72-1221 

内線 231・232 

 事業名 支援内容 
問合せ窓口 

TEL 

7 がん検診事業 

★町独自事業★ 

感染症対策として「集団がん検診」の受け入れ人数を制限す

る必要があります。そのため、医療機関で実施する「個別がん

検診」を実施します。 

検診内容：胃がん検診､肺がん検診､大腸がん検診､乳がん検診 

対象者：町内在住の 40 歳以上の方で、人間ドック等で同等の

検査を受ける方は除きます。（乳がん検診について

は、前年度乳がん検診を実施していない方） 

実施期間：10 月中旬～2 月 

申込み制：9 月から申し込みを予定しています 

※個別がん検診・集団がん検診の詳細については、 

広報９月号でご確認ください 

健康福祉課 

☏72-1221 

内線 157 

＜地域経済の活性化＞ 



 
 
 

 
 
 
 

   

 

 

 事業名 支援内容 問合せ窓口 
TEL 

10 ＧＩＧＡスクール環境整備 

事業 

小中学校ＧＩＧＡスクール構想を活用した遠隔授業実施に必要

な機器や､貸し出し用のモバイルＷｉ-Ｆｉルーターを整備しま

す｡ 

学校教育課 

学校教育グループ 

☏72-1221 

内線 271 

11 各小中学校新型コロナウイ

ルス感染症対策事業 

 

小中学校新型コロナウイルス

感染症対策用品購入事業 

学校再開に際して、感染症対策等を徹底しながら児童生徒に

学習保障をするために、必要な消耗品や備品を購入し学校に

整備します。 

学校教育課 

学校教育グループ 

☏72-1221 

内線 273 

 事業名 支援内容 
問合せ窓口 

TEL 

11 小川町事業者応援給付金 

★町独自事業★ 

支援対象を拡大します 

・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（２０％以上５０％未満）している町内の中小企

業・個人事業主の方へ支給しています。 

 この度、これまで対象となっていなかった、以下の事業者を

新たに対象とします。 

 ①令和２年１月から３月の間に創業した事業者 

 ②医療法人、社会福祉法人等の法人税法別表第二に規

定する公益法人及び特定非営利活動法人 

※ご不明点は、担当までお問い合わせください。 

にぎわい創出課 

☏72-1221 

内線 231・232 

12 よろず経営相談事業 

（無料） 

★町独自事業★ 

経営に関するご相談の他、新型コロナウイルス感染症に関連

した給付金等の支援策についてもご案内します。 

相談日：木曜日（要予約） 相談員：中小企業診断士 

にぎわい創出課 

☏72-1221 

内線 231・232 

 事業名 支援内容 
問合せ窓口 

TEL 

13 ＧＩＧＡスクール環境整備 

事業 

小中学校ＧＩＧＡスクール構想を活用した遠隔授業実施に必要

な機器や、貸し出し用のモバイルＷｉ-Ｆｉルータを整備します。 

学校教育課 

☏72-1221 

内線 271 

14 各小中学校新型コロナウイ

ルス感染症対策事業 

 

小中学校新型コロナウイルス

感染症対策用品購入事業 

学校再開に際して、感染症対策等を徹底しながら児童生徒に

学習保障をするために、必要な消耗品や備品を購入し学校に

整備します。 

学校教育課 

☏72-1221 

内線 271 

 事業名 支援内容 
問合せ窓口 

TEL 

15 

 

新型コロナウイルス感染症対応 

クラウドファンディング活用

推進事業 

★町独自事業★ 

新型コロナウイルス感染症に対応した民間が行う取組につい

て、幅広にクラウドファンディング手数料補助の対象事業とす

ることで、民間団体（個人）等に対してより柔軟な財源確保策

を用意することにより、コロナ禍に負けないまちづくりを支援し

ます。 

・対象：町内で活動する民間団体（個人）等 

政策推進課 

☏72-1221 

内線 221 

＜教育の充実＞ 

＜新しい生活様式への対応＞ 



 

出典：厚生労働省ホームページより引用 


