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平群町独自

第２弾‼

新型コロナウイルス感染症に対する支援策
ひとり２冊まで！

町民の
皆さんへ

準備中

プレミアム付商品券

町内店舗で使用可能な「プレミアム付商
品券」を発行し、町内消費を喚起します。
■商品券の額面：5,000 円
■購 入 額 ：2,500 円
観光産業課 ☎ 45-1017

新生児

新生児特別定額
給付金

子育て世帯へ

国の「特別定額給付金」の基準日を過ぎて生ま
れた子どもに支給します。
■対象者：令和 2/4/28 生～令和 3/3/31 生
■支給額：1 人当たり 10 万円
総務防災課 ☎ 45-1001

町民の
皆さんへ

コロナ対策
自治会応援補助金

１人当たり
１．５万円 を支給
コロナ禍における自治会活動を応援
するため支給します。
■支給額：自治会運営費補助金額を上限
政策推進課 ☎ 45-1002

コミュニティバス
無料で乗車できます

■実施期間：令和３年３月末まで
お気軽にご利用ください。
■その他：利便性向上のためＩＣカードシス
テムを導入します。
総務防災課 ☎ 45-1001

自治会
活動に

小中学生
世帯へ

約 2 ヶ月分！

学校給食費の無償化
学校臨時休業に伴う夏期期間中の学校
給食費を無償化します。
■対象期間：７月～８月相当分
学校給食センター ☎ 45-1723

小中学校へ

ＩＣＴ教育の強化

子ども達の学びを保障するため、
ＩＣＴ教育
機器の整備を進めます。
■大型モニターの整備
■オンライン学習用の環境整備
教育委員会総務課 ☎ 45-2101

中小企業
個人事業者へ

事業継続
支援金の対象拡充

家賃や運転資金など幅広く活用できる町独自の
支援金の対象者を拡充します。
■給付額：法人 10 万円、個人事業者５万円
■対象拡充：
「持続化給付金」など他制度におい
て事業継続に係る補助認定を受けて
いる事業者
観光産業課 ☎ 45-1017

図書館へ

読書活動支援
住民の読書活動の推進や生涯学習を
支援するため蔵書整備を推進します。
図書館 ☎ 46-1120

その他「新しい生活様式」に向けて

「学校・こども園等」「避難所」の

感染症対策
平群町役場

政策推進課

など

令和 2 年 8 月 26 日現在

+ 平群町独自

第 1 弾‼

新型コロナウイルス感染症に対する支援策
小・中
学生へ

オンライン学習用に

パソコンを整備

オンライン学習の環境整備として、自宅にイ
ンターネット環境やＰＣ端末等がないご家庭
に対し、貸出用パソコンを整備します。
教育委員会総務課 ☎ 45-2101

子育て
世帯へ

生活支援給付金
１人当たり １．５万円 を支給

児童手当受給者(特例給付は除く)に、児童
１人当たり 1.5 万円の給付金を支給します。
福祉こども課 ☎ 45-5872

検針の
お知らせ票には
免除前の料金で
表示されます

高齢者
世帯へ

ひとり親
世帯へ

生活支援給付金
１人当たり １．５万円 を支給

児童扶養手当受給者に、児童１人当たり
1.5 万円の給付金を支給します。
福祉こども課 ☎ 45-5872

上水道
加入者へ

３ヶ月間（6・7・8 月請求分）

水道「基本料金」を免除
６月１日時点で開栓中の方を対象に、水道料金の内
「基本料金」(使用月 4・5・6 月)を免除します。
※「使用料金」等は非対象。
上下水道課 ☎ 45-1004

特殊詐欺通話録音装置
の費用を助成（上限１万円）

悪質商法等に対する生活支援として、町内在住の 65 歳
以上の方を対象に、家庭用「特殊詐欺通話録音装置」の
購入設置費用を助成します。(１世帯につき１台)
観光産業課 ☎ 45-1017

中小企業・
個人事業者へ

事業継続支援金
法人:10 万円、個人事業者:５万円 を支給
セーフティネット４号・５号および危機関連保証のい
ずれかの認定を受けた事業主を対象に、10 万円または
５万円を助成します。
観光産業課 ☎ 45-1017

希望者へ

除菌水の配布

感染防止対策を充実させるため、除菌水(次亜
塩素酸水)を「プリズムへぐり」にて配布します。
(７月以降となる予定)
プリズムへぐり ☎ 45-8600

実施時期など詳細は
「７月号広報」または
各担当課までお問い
合わせください。

平群町役場

政策推進課

令和 2 年 5 月 15 日現在
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その他

新型コロナウイルス感染症に対する

実施済（実施中）の支援策〔平群町独自〕

にも！

独自
保育料・給食費
の減免

こども園
保護者へ

対象 家庭保育に協力し登園を自粛して頂いた方に、
日数分を日割り計算で減免。
期間 ３月～５月保育分
福祉こども課 ☎ 45-5872

学童保育
利用者へ

保育料の返金

対象 家庭保育に協力し登所を自粛して頂いた方
に、日数分を日割り計算で返金。
期間 ３月～５月保育分
教育委員会総務課 ☎ 45-2101

小中学校
保護者へ

就学援助制度

世帯へ

対象 休業・売上減少などで収入が著しく減
少した方に、学校給食費相当の昼食経
費を援助。
期間 学校の臨時休業期間
教育委員会総務課 ☎ 45-2101

小学校へ

手洗い場等の蛇口に

抗菌コートを実施
「法隆寺青年会議所」の協力により、手洗い場
やトイレ水道蛇口など、子どもたちが手に触れ
る場所に抗菌コートを実施。
教育委員会総務課 ☎ 45-2101

小中学校
児童・生徒へ

1186 名 全員に！

手づくりマスク配布
教育委員会フェイスブック等で呼びかけし、
全国各地からご寄付頂いた手づくりマスクを、
学校再開までに全校児童生徒に配布。
教育委員会総務課 ☎ 45-2101

妊婦の方・
医療機関へ

サージカルマスク
配布（訪問による手渡し）

コロナに
負けるな！

・町内の妊婦さんの各ご家庭を訪問し、手渡し配布。
合計 4,900 枚(３月:49 人、４月:46 人、５月:41 人)
・町内医療機関に延べ 39 回、合計 2,100 枚を配布。
プリズムへぐり ☎ 45-8600
平群町役場

政策推進課

令和 2 年 5 月 15 日現在

