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コロナの流
行を
ストップさせ
よう！

広報

ときがわ

新型コロナウイルスの影響による役場関連の情報
（令和 2 年 4 月 24 日現在）

かわらばん

小特集

本庁舎・第二庁舎ともに開庁

役場業務
３ 密 を避けるため、
混雑状況をみて手続きを行いましょう！

新型コロナウイルスの感染リスクを減らすには、人との接触を避け、家に居ることが一番です。それ
でも必要となってしまう用事や手続きがあると思います。その際、人の多いピーク時を避けて訪れる

（水道課の土日祝日の料金収受窓口は休止）

職員の感染による役場機能の停止を防ぐ対策として、交代勤務を行っているため、担当職員が不在
となることがあります。また、来庁された方同士の感染の可能性もあることから、感染拡大が一段
落するまで、お急ぎの手続き以外ご来庁をなるべくお控えください。各種相談の際は事前にお電話
でご確認の上、ご来庁くださるよう、ご協力をお願いします。 ときがわ町役場 ☎ 65-1521 ㈹

ことができるよう、不特定多数の方が訪れる 3 つの施設について、混雑状況を聞いてみました。
Ｑ1 混み合いやすい時期、時間帯は？

Ｑ2 今、利用される方へ

役場（住民票や戸籍の請求、福祉の申請等）
Ａ1 月曜日は終日混み合っています。ほか、金曜日の午後は混み
合うことが多いです。火曜日は 19 時まで窓口延長をしていま
すのでご利用ください。
Ａ2 混んでいるときはお待たせすることがあります。交代勤務で職
員数が少ないため、お急ぎのお手続き以外はお控えください。

埼玉縣信用金庫都幾川支店
Ａ1 「ごとおび」という 5 の倍数の日が混みます。1 週間のうちでは、
月曜日と金曜日です。時間帯は 9 〜 10 時、12 時前後と営業
時間終了前の 15 時前が混み合います。

施設

学校

当分の間利用休止

※予約も不可

トレッキングコー
ス駐車場（西平）

温泉スタンド
三波渓谷駐車場

イベント等

・玉川公民館

・都幾川公民館
（図書室含む）

・町立図書館

・文化センター

・体育センター

・健康広場館

・玉川運動場

・玉川トレーニング
センター

・本郷第 1 球場

・西平運動場

・本郷第 2 球場

個別胃がん検診

・親水公園グランド
ゴルフ場

和の祭典

（テニスコート含む）

・子 育 て 支 援 セ ン
ターたまがわ

中止
集団健診（特定健診・いきいき健診・若
もの健診・前期大腸がん検診・肺がん検診・
肝炎ウイルス検診）

（夜間照明含む）

・小中学校運動場・
体育館

Ａ2 皆様、マスクを着用して、手指の除菌もきちんとしてくださり、
とても協力していただいています。

町立小中学校は 5 月 6 日㈬まで臨時休校

比企郡民体育大会（全種目）

・活き生き活動セン
ター

・ときがわ町ワンデーウォーク

・建具会館加工所

・さと山まつり
・釣り交流会

玉川郵便局

・星空観望会

当分の間営業自粛

Ａ1 年金の支給日である偶数月の 15 日や、給料日の 25 日が混み
合います。1 週間のうちでは月曜日と金曜日です。時間帯は
10 時頃と 14 時頃の来客者が多いです。
Ａ2 交代勤務を行っており、出勤人数が少なくなっていますので、
お待たせすることがあります。

37.5 度以上の発熱が 4 日間以上続いた場合は、
埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンターへ！

都幾川四季彩館
（バーベキュー広場
含む）

・やすらぎの家
・くぬぎむら体験交
流館
・川 の 広 場 バ ー ベ
キュー場

・ときがわ花菖蒲まつり

大野特産物販売所
（4 月 27 日〜）

・いこいの里大附

サービス

・木のむらキャンプ場
・星と緑の創造セン
ター

休止中
・温泉利用補助券の交付（福祉課）
・せせらぎホール内レンタサイクル

☎ 0570-783-770
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新型コロナウイルスに関連する相談窓口
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新型コロナウイルスに便乗した振り込め詐欺にご注意ください
被害に遭わないために

住民の方への支援
ひとり一律10万円の給付 …………………
（特別定額給付金事業）
現在、申請を受け付けるための準備を進めて
います。原則、世帯主の申請に限ります。
問 企画財政課 ☎ 65-0404
・地方税の猶予……………………………………
問 税務課 徴収担当 ☎ 65-0811
・浄化槽使用料の猶予……………………………
問 建設環境課 環境担当 ☎ 65-0814
・水道料金の猶予…………………………………
問 水道課 ☎ 65-1555
・休業者・失業者へ貸付…………………………
問 社会福祉協議会 地域福祉担当
☎ 65-1536

事業者の方への支援
中小企業者向け融資の追加・更新情報（県HP）
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/
seidoyushi/07j-corona.html
新型コロナウイルス感染症の影響により受ける
ことができる支援制度のまとめ（町 HP）
地方税の猶予・資金繰り支援（融資制度・信用
保証・セーフティネット貸付・マル経融資）・社
会福祉施設への融資・時間外労働等改善助成金
（テレワーク新規導入の助成金・特別休暇の規定
整備の助成金）
https://www.town.tokigawa.lg.jp/forms/
info/info.aspx?info̲id=46478
https://www.town.tokigawa.lg.jp/forms/
info/info.aspx?info̲id=46335
中小企業者等相談窓口（町 HP）
https://www.town.tokigawa.lg.jp/forms/info/info.
aspx?info̲id=46482

在宅中でも留守番電話を設定する。ナンバーディスプレイで相手を確認してから電話に出るように
し犯人と話さない。
ATM に誘導してお金を振り込ませようとするが、この場合は絶対に ATM へ行かない。
キャッシュカードの番号や暗証番号、マイナンバー等の個人情報を聞かれても絶対に教えない。
このような電話があった場合には、その場で対応せず、以下へ電話してください。

問い合わせ先

小川警察署 ☎ 74-0110

◆家族相談支援センター ☎ 66-0222

小川地区衛生組合（ごみ処理施設）へのごみの自己搬入の自粛にご協力を
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当分の間、処分を急がないごみや後日の持込でも問題
のないごみの場合は、自己搬入をお控えいただきますようお願いします。なお、ごみステーションに
おけるごみ収集車でのごみ収集は、通常どおり実施しています。ご不便をおかけしますが、ごみ処理
施設を継続して運転させるため、ご理解とご協力をお願いします。

担当課（問い合わせ先） 建設環境課 環境担当 ☎ 65-0814

路線バスのゴールデンウィーク中における運行変更のお知らせ
過日、発出された緊急事態措置から、外出自粛を要請される一方で、公共交通としての路線バスは社

新型コロナウイルスに関連する町からのお知らせ
（令和 2 年 4 月 24 日現在）

会安定維持から事業継続を求められているところです。しかしながら、路線バスは３密（密閉・密集・
密接）を回避することが困難であり、乗務する路線バス運転手への影響が大変懸念されています。公
共交通の継続的維持のためには、運転手の確保は重要であることから、ゴールデンウィーク中にある

希望者へ体温計配布のご案内（感染で重篤になりやすい方への優先配布）
「瓦版第 1 号」にて、体温計の寄附をお願いしたところ、約 30 本の体温計が寄せられました、ありが

平日４日を『休日ダイヤ』として運行し、利用者皆様への影響を最小限に留めながら、公共交通とし
ての路線バスを維持します。皆様のご理解ご協力をよろしくお願いします。

担当課（問い合わせ先） 企画財政課 ☎ 65-0401

とうございました。ご寄贈いただいた体温計の消毒・動作確認をし、配布準備を進めていますので、
体温計をご希望の方は保健センターへ電話でお申し込みください。「感染により重症化しやすい方」か
ら優先的に配布します。体温計の寄附は今後も受け付けていますので、
引き続きご協力をお願いします。
町民の皆様には、毎日の体温測定や体調の変化について記録をお願いします。

担当課（問い合わせ先） 保健センター ☎ 65-1010

集団健診等の中止（胃がん検診以外の医療機関における個別検診は、予定どおり実施しています）
5 月 27 日から 6 月 2 日に予定していた「集団

いきいき健診（後期高齢者医療加入者）

対象となる方にはご迷惑をおかけしますが、ご
集団健診

担当課（問い合わせ先）
（特定健診・いきいき健診）町民課 ☎ 65-0812
（がん検診）保健センター ☎ 65-1010
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ダイヤ
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休日

平日⇒

ダイヤ

ダイヤ

5/9
休日
ダイヤ

その他のお知らせ

特定健診（国民健康保険加入者）

健診等」について、中止とすることとします。
理解いただきますようお願いします。

日
4/26
休日

前期大腸がん検診

令和２年３月に、ときがわ町内で捕獲されたイノシシから豚コレラに感染している個体が確認されま

肺がん検診

した。豚コレラは、豚、イノシシの病気で、人に感染することはありません。死亡したイノシシを発

肝炎ウイルス検診
個別検診

死亡したイノシシを発見したらご注意を！

若もの健診

胃がん検診（胃内視鏡検査）

見した場合は、手に触れず担当課へご連絡ください。。

担当課（問い合わせ先） 産業観光課 ☎ 65-1532

発行

ときがわ町新型コロナウイルス感染症対策本部（ときがわ町役場総務課）☎ 65-1521 ㈹

