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第２号

入間市から
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
市民の皆さまへ

手指消毒に使える弱酸性除菌水を無料配布します！

こまめな消 毒 が
大 事 です！

配布日

問い合わせ

市内企業から提供がありました「弱酸性次亜塩素酸水溶液」を市民の
皆さまにご利用いただけるよう無料配布します。この「弱酸性次亜塩素
酸水溶液」は、現在不足しているアルコール消毒液の代わりとして、手
指消毒や食器の洗浄に使用できる安全な除菌液です。
配布日時、配布場所は以下のとおりです。
配布時間

5 月 29 日（金）
6月

6 日（土）

危機管理課

配布場所

健康福祉センター（上藤沢 730-1）
9：00 ～ 15：00

6 月 12 日（金）

市民会館（豊岡 3-10-10）
市民会館（豊岡 3-10-10）

※今後の配布につきましては、市公式ホームページ等でお知らせいたします。

配布方法
市内在住の市民を対象に、1 世帯 500ml を上限に配布します。
来場する際は、マスクの着用にご協力をお願いいたします。持参
していただいた、空の容器（500ml のペットボトル等）に次亜塩
素酸水溶液を入れて配布します。
※事業所等への配布はいたしませんのでご了承ください。

容器は必ず、洗浄済みの
よく乾いた空の容器を
ご持参ください。

使用上の注意
・塩素濃度 200ppm の次亜塩素酸水溶液を配布しますので、水道水で 4 倍に薄めること
により、手指消毒や食器の洗浄に使用できる塩素濃度 50ppm の除菌水になります。
・直射日光を避けて冷暗所に保管し、1 か月を目安にご使用ください。
・子どもの手の届かない所に置き、誤って飲まないようにご注意ください。
・水以外の液体と混ぜて使用しないでください。

妊婦中の方へ

妊娠中の方へマスクを配布しています
問い合わせ

妊婦の皆さまの感染を防ぐため、不織布マスクを配布しています。
配布方法 すでに妊娠届出をされている方には郵送にて配布済み
数

※今後も、妊娠届出時に配布します
量 不織布マスク10枚入り袋を2セット

※厚生労働省からの布製マスクについては、順次配布いたします。

地域保健課

事業者の方へ

ご活用ください！
入間市小規模事業者等追加支援事業給付金
問い合わせ

商工観光課

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が 20％以上減少している市内小規模企業者に対し、
事業の継続を支援するための給付金 10 万円を支給します。

●対象は、入間市内に本社または主たる事業所を有する小規模企業者

小規模企業者とは、
おおむね常時使用する従業員の数が 20 人以下（商業またはサービス業〈小売業、
卸売業、サービス業等〉に属する事業者は５人以下）の事業者のことです。
※事業を開始した日から３カ月未満の場合は対象となりません。

●給付額は、１事業者につき 10 万円
支給条件 令
 和２年１月～令和２年 12 月のいずれかの月の売上が、前年同月と比較して、20％以上
減少していること
※事業を開始した日から３カ月以上１年１カ月未満であっても、別に定める条件を満たす
場合は支給を受けられます。
申請方法 令和２年 12 月 25 日までに必要書類を郵送で商工観光課
※必要書類の詳細については、市公式ホームページをご覧ください。

事業者の方へ

ご活用ください！
入間市飲食事業者宅配・テイクアウト等支援事業費補助金
問い合わせ

商工観光課

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している市内飲食事業者が、新たに宅配やテ
イクアウトなどを始める際の経費を補助します。

●対象は、入間市内に主たる事業所を有し、新型コロナウイルス感染症の影響による
売上の減少を理由として、宅配やテイクアウトなどを始める（始めた）飲食店業者
事業に必要な許可等を取得していて、３カ月以上継続する場合に限ります。

●対象経費の 10 分の 9 以内（限度額 10 万円）を補助
対象経費 宅配やテイクアウトなどの事業に必要な経費

※広告宣伝費、消耗品費、人件費、器具・備品購入費
申請方法 令和２年 12 月 25 日までに、必要書類を郵送で商工観光課
※必要書類の詳細については、市公式ホームページをご覧ください。

市民の皆さまへ

ご相談ください！
こころと生活支援の包括的相談（事前予約制・無料）

生活費にお困りの方・不安な気持ちが
続いている方・これからの暮らしが不安
定な方、飲酒問題、うつ症等の悩みを抱
える方、ぜひご相談ください。精神科医・
社会福祉士等の専門職種がお答えします。

問い合わせ

と

地域保健課

き ６月４日（木）10：00 ～ 17：00（第 1 弾）

ところ

健康福祉センター

申

前日までに電話にて地域保健課

込

お気軽にご相談ください ☎ 2966-5513

ひとり親家庭

ひとり親家庭等の子どもを応援！臨時給付金を支給します
問い合わせ

こども支援課

新型コロナウイルス感染症の影響により、特に経済的負担が大きくなっているひとり親家庭等の皆
さまの家計を支援するため、臨時給付金を支給します。申請等の手続きは不要です。

●対象は、以下の２つの要件を満たす方

・令和2年3月31日を基準日とし、令和２年３月分または４月分の児童扶養手当を入間市から
受給する方（全部支給または一部支給の者に限る）
・令和2年5月15日時点で入間市に住民登録がある方
※対象者には、5月21日に通知を発送済みです

●給付額は、対象児童1人につき3万円（1回限り）
給付方法 児童扶養手当の受給口座への振り込み
給 付 日 令和２年５月29日（金）

新卒者へ

内定を取り消された新卒者を対象にした
入間市臨時職員を募集しています
問い合わせ

人事課

新型コロナウイルス感染症の影響により、採用の内定を取り消されたり、採用後に解雇されたりし
た新卒者を対象に、以下のとおり臨時職員を募集します。

対

象

次の要件をすべて満たす人（※その他詳細要件あり）
（1）市内に在住する高等学校、短期大学、大学等の新卒者
（2）新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、企業等から採用の内定を取り
消された人、または採用後に解雇された人

募集職種

嘱託事務員（会計年度任用職員）

勤務内容

各部門における事務補助

勤務場所

市役所または出先機関

採用人数

３人程度

任用期間

任用日から令和３年３月31日まで

提出書類

申

込

申し込みから
採用まで

（1）申込書（市公式ホームページからダウンロード）
（2）卒業証明書（最終学歴のもの）
（3）企業等から採用の内定を取り消された、または採用後に解雇された
       ことがわかる書類の写し
６月５日（金）までに持参または郵送（簡易書留に限る）で人事課
※持参の場合は平日のみ
※郵送の場合は令和2年6月5日（金）必着
申し込み後、6月中旬に面接による選考を行い、6月下旬に採用決定の予定。
※詳細については、追って申込者に通知

図書館予約取り置き済み資料の貸出再開
問い合わせ

図書館本館☎ 2964-2415

入間市立図書館では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館をしていましたが、5 月
26 日 ( 火 ) から予約取り置き済み資料に限り、全館で
貸出を再開します。
今後の状況により、段階的にサービス
開館時間 ９：00 ～ 17：00
の再開を進めていきます。新規の予約受
付などは６月上旬からの予定です。

取置期限 ７月 8 日（水）
※開館日については、各図書館へお問い合わせください

市立小・中学校の教育活動を再開します
問い合わせ

教育活動に関すること…学校教育課
学童保育室に関すること…青少年課

児童生徒の感染症拡大防止を最優先と考え、５月末日まで市立小・中学校を臨時休業していまし
たが、子どもの健やかな成長と学びを保障するため、６月１日（月）から教育活動を再開します。
再開にあたり、各学校で感染症対策を徹底し、感染およびその拡大のリスクを可能な限り低減し
て参ります。

■分散登校を実施します

■簡素な入学式を実施します

当面の間、各学級が概ね半数ずつに分かれ、午
前・午後で交替して登校する「分散登校」を実施
します。

～学童保育室の対応～
小学校の分散登校に合わせ、学童保育室では臨
時開室（一日保育）で対応します。
なお、学童保育室の密な状況を避けるため、可
能な限りの利用自粛をお願いしています。

入学という人生の節目に学校長からの入学お祝
いのことば等をとおして、今後の学校生活に希望
をもってもらうため、入学式を実施します。
なお、感染症拡大防止の観点から、参列者は新
入生と教職員のみとします。

■夏季休業の期間が変わります

授業日数を確保するため、夏季休業を８月８日
（土）～８月23日（日）に縮減します。

入間市緊急特別版番組「広報いるま」号外「感染症緊急対策 31 事業の解説」
は市公式 YouTube チャンネルからご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の最新情報は市公式ホームページから
市では、市民や事業者の方向けに、新型コ
ロナウイルス感染症関連情報をまとめて市公
式ホームページでお知らせしています。県や
国の最新の情報へのリンクもあり
ますので、ぜひご活用ください。

入間市

編集

◇入間市公式ＳＮＳでも最新情報発信中！
入間市公式ツイッター @_irumacity
入間市公式フェイスブック
http://www.facebook.com/city.iruma

入間市新型コロナウイルス感染症 総合TOP

発行

◇給付金や補助、融資の一覧はこちらか
らご覧ください
新型コロナウイルス感染症関係給付金・
補助・融資 総合TOP

危機管理課 新型コロナウイルス感染症対策担当

〒 358-8511 入間市豊岡 1-16-1

☎ 2964-1111

