
 
  

新型コロナウイルス感染症収束に向けてのお願い 

町では感染拡大防止のため、町内医療機関や福祉施設、妊産婦等へマスク 
を配布しましたが、未だ収束がみえず、マスク不足の状況も変わらないこと 
から、この度、各ご家庭へマスクを配布いたしました。 

町⺠の皆さまには、引き続き、感染予防に努めてくださいますようお願い 
いたします。                 五霞町⻑ 染谷 森雄 

一つでも該当する方は帰国者・接触者相談センターへ相談しましょう 
①息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状のいずれかがある場合 
②高齢者や基礎疾患がある方で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪症状がある場合 
③上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 
 

 

 

人との接触を 8 割減らす 10 のポイント 
緊急事態宣言の中、誰もが感染するリスク、誰でも感染させるリ

スクがあります。新型コロナウイルス感染症から、あなたと身近

な人の命を守れるよう、日常生活を見直してみましょう。 

新型コロナウイルス感染症に関する町の相談窓口 

相談・受診の目安が変わりました 

【 帰国者・接触者相談センター 】           

古河保健所 受付時間 平日９：００～１７：００   茨城県庁内 ２４時間対応 

☎０２８０-３２-３０２１        ☎０２９-３０１-３２００ 

感染症に関する一般的な相談に 

ついて 

健康福祉課 健康支援室 

☎８４-０００６ 

事業者支援に関する一般的な 

ご案内について 

産業課 地域振興グループ 

☎８４-２５８２ 

町税等の猶予について 
町民税務課 税務グループ 

☎８４-１９６６ 
町立小・中学校の対応について 

教育委員会 学校教育グループ 

☎８４-１４６２ 

上下水道料金の猶予について 
上下水道課 

☎８４-３０００ 

幼児教育・保育施設・放課後児童 

クラブについて 

健康福祉課 社会福祉グループ 

☎８４-０００６ 

五霞町新型コロナウイルス感染症対策本部 

連絡先 総務課・健康福祉課 ☎８４-１１１１（代表） 

 



 

新型コロナウイルス対策の⽀援制度 

■五霞町役場 まちづくり戦略課 
TEL.0280-84-1111 

＼家計への⽀援を⾏うための給付⾦／ 
特別定額給付⾦ 

⼀律 1 人 10 万円の現⾦給付 
 
郵送申請は 5 月 18 日(月)発送予定 
オンライン申請（マイナンバーカード所持
者）は 5 月 1 日(⾦)から可能 

■休業要請・協⼒⾦相談窓口 
TEL.029-301-5375 

＼子育て世帯の生活を⽀援／ 
臨時特別給付⾦ 

児童手当受給者に 1 人 1 万円の⽀給 
 
原則、申請は不要 
対象児童は令和 2 年 3 月 31 日までに生まれ
た児童で、令和 2 年 3 月まで中学生だった児
童（新高校 1 年生）も含みます 

国からの給付・⽀援 県独自の給付・⽀援 

＼感染防止のためのウイルス消滅対策／ 
介護施設・社協・道の駅に 

消毒用アルコールを配布 
 
消毒用アルコールを介護施設・社会福祉協議
会・道の駅ごかに配布 
※町へ寄附をいただいた方 
 キユーピー㈱五霞工場様 40 リットル 
 ㈱ヨシダ様       16 リットル 

＼休業・失業で家計が維持できない／ 
緊急⼩口資⾦・総合⽀援資⾦ 

 
休業等で⼀時的な資⾦が必要な⽅ 
貸付限度額 10〜20 万円以内 

 
失業等で⽣活の⽴て直しが必要な⽅ 
貸付限度額月 20 万円以内(2 人以上) 
※原則 3 ヶ月以内 

■五霞町社会福祉協議会 
TEL.0280-84-0765 

■茨城県 福祉指導課 
TEL.029-301-3164 

■持続化給付⾦事業 コールセンター 
TEL.0120-115-570 

■五霞町役場 健康福祉課 
TEL.0280-84-0006 

■茨城労働局又はハローワーク 
TEL.029-224-6219（茨城労働局） 

■学校等休業助成⾦・⽀援⾦、 
雇用調整助成⾦コールセンター 

TEL.0120-60-3999 

■茨城県労働政策課 
TEL.029-301-3645 

＼離職等で住宅を失うおそれがある／ 
住宅確保給付⾦ 

3 ヶ月間の家賃相当額を給付 
 
休業等に伴う収⼊減少により、離職や廃業に
⾄っていないがこうした状況と同程度の状
況にある方に一定期間家賃相当額を⽀給 

＼大きな影響を受ける事業者に⽀給／ 
持続化給付⾦ 

中⼩企業・各種法人 最大 200 万円 
個人事業者 最大 100 万円 
 
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひ
と月の売上が前年同月⽐で 50％以上減少
している事業者 

＼従業員に休業等を⾏った場合／ 
雇用調整助成⾦ 

休業手当等の⼀部を助成 
1 人 1 日当たり 8,330 円が上限 

＼子どもの世話を⾏うため従業員が 

有休を取得させた企業へ助成／ 
⼩学校休業等対応助成⾦ 

有給休暇を取得した従業員に⽀払った賃⾦
相当額を助成 

1 日当たり 8,330 円が上限 
 

町独自の⽀援 

国または県からの貸付 

＼要請に応じて休業した事業者に協⼒⾦／ 
新型コロナウイルス感染症対策 

休業要請協⼒⾦ 
 
1 事業者 10 万円 
事業所賃借の場合は最大 30 万円 

＼感染防止のためのマスク不⾜に対応／ 
全世帯にマスクを配布 

 
1 世帯５枚 
5 月 8 日（⾦）から順次配布 

※町へマスクの寄附をいただいた方 
 茨城境ライオンズクラブ様 6,000 枚 

（3,000 枚を学校） 
 ㈱大塚工務店様      3,000 枚 
 

⼩学校全児童に手作りマスクを配布 
※町地域活動⽀援センター「太陽の家」から

寄附 384 枚 

＼感染防止のためのウイルス消滅対策／ 
医療機関・福祉事業所等に 

ウイルス除菌スプレー等を配布 
 
ウイルス除菌スプレーとマスク除菌スプレ
ーを医療機関、介護事業所、保育所等に配布 
※配布製品は㈱染め Q テクノロジｲ様から寄

附 
 ウイルス除菌スプレー 96 本 
 マスク除菌スプレー  508 本 

＼県制度の融資／ 
新型コロナウイルス感染症 

対策融資 
 

（融資限度額）8 千万円 
(期間)10 年（据置 5 年） 

売上が減少（△5%以上）した中小企業・
小規模事業者等に融資。3 年間無利子・無
担保。 
 

 

＼県制度の融資／ 
パワーアップ融資 

 
（融資限度額）5 千万円(3 年間無利⼦) 
（据置）3 年以内（保証料半額補助） 

売上が減少（△5〜20%以上）した中小
企業・小規模事業者等に融資。 

＼県と市町村の協調貸付制度／ 

中⼩企業事業継続応援貸付⾦ 
 

（貸付限度額）200 万円(無利⼦無担保) 
（期間）10 年（据置 5 年） 

売上が減少（△50%以上）しており、⾦
融機関などから借り⼊れが困難な中小企
業・小規模事業者等に貸付。 

税⾦・公共料⾦の⽀援策 

新型コロナウイルス感染症の影響により、
社会保険料のほか、税⾦や公共料⾦等の⽀
払・納付猶予等が認められる場合がありま
す。 
詳しくは、税務署・県税事務所・町担当窓
口・公共機関へお問い合わせください。 

■茨城県新型コロナウイルス感染症中⼩企業 
⽀援対策室又は五霞町商工会 

TEL.0280-84-0777（五霞町商工会） 

■茨城県新型コロナウイルス感染症中⼩企業 
⽀援対策室又は五霞町商工会 

TEL.0280-84-0777（五霞町商工会） 

■茨城県新型コロナウイルス感染症中⼩企業 
⽀援対策室又は五霞町商工会 

TEL.0280-84-0777（五霞町商工会） 

⽣活資⾦の貸付 

事業者 
向け 

個人向け 

事業者 
向け 

事業者 
向け 

事業者 
向け 

事業者 
向け 

事業者 
向け 

事業者 
向け 

個人向け 

個人向け 個人向け 

個人向け 

事業者 
向け 

※各制度には適用・利用条件や、今後の補正予算等での制度変更の可能性があります。随時、各ホームページ（国・県・町など）でご確認ください。 
なお、上記制度は、国・県の支援制度を抜粋して掲載しております。 

事業者 
向け 

＼従業員に休業等を⾏った場合／ 

雇用調整助成⾦の 
上乗せ助成 

 
休業手当等の⼀部を上乗せ助成 
1 人 1 日当たり 925 円を上限 

事業者 
向け 


