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第１２回大和町新型コロナウイルス感染症対策本部会議における決定事項等 

令和２年７月１日（水） 

（１）国内及び県内の発生状況等について（報告） 

（２）支援策の実施状況について（報告） 

①特別定額給付金【総務課】 

ア 給付対象者 

     ２８，４３２人（１２，００７世帯） 

イ 申請受付（受付開始日） 

オンライン申請 令和２年５月 ２日（土） 

郵送申請    令和２年５月２２日（金） （５月２０日に申請書類を発送） 

ウ 申請受付状況 

オンライン申請     ３５４件 

郵送申請      ８，２４１件 

ドライブスルー ２，１３９件（大和町役場１，４０６件，杜の丘出張所７３３件） 

            ※５月２３日（土），２４日（日）に実施 

来庁持参        ９５６件 

合 計     １１，６９０件 

エ 給付決定 

１１，６９０世帯 （給付決定率９７.３６％） 

２７，９９９人  （給付決定率９８.４８％） 

オ 給付実績 

口座振込  １１，５９２世帯（２７，８３７人） 

現金給付  ５世帯（５人） 

（ア～オいずれも令和２年６月３０日までの受付、給付等の実績） 

 

②子育て世帯への臨時特別給付金【子育て支援課】  国・町 

ア 案内発送    令和２年５月２９日（金） 

イ 支給対象者   ２，３８８件（児童数４，０８９名） 

ウ 支給金額    ８１，７８０千円 

エ 支給日     令和２年６月２９日 

※公務員申請分については６月２９日以降随時支払い 
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③ひとり親家庭等への臨時特別給付金【子育て支援課】 町単独事業 

ア 支給対象者   ２１３件（児童数３５２名） 

イ 支給金額    ７，０４０千円 

ウ 支給日     令和２年６月２９日 

   ※教育総務課長：準要保護家庭分については、所得確定により今後書類発送し給付を行う 

 

  ④新型コロナウイルス感染症影響畜産農家支援交付金【農林振興課】 

   ア 事業概要  

     新型コロナウイルス感染症影響により大きな影響を受けている肥育牛農家に対して、 

令和２年４月１日の飼育頭数に応じて支援金を交付するもの。 

イ 支援策の実施状況 

     町内に住所を有する肉用肥育牛を飼育する肥育頭数１頭当たり１０，０００円として，

３６９頭分の３，６９０千円を６月５日(金)に通知し，６月１１日(木)に交付決定を行い，

６月１７日(水)に交付を行った。 

   ※農林振興課長：別途、牛肉消費拡大事業により学校給食への１食あたり 1,000円の助成事

業が行われる 

 

⑤大和町新型コロナウイルス感染症対策融資信用保証料補給金【商工観光課】 

ア 認定状況  ７９件 

イ 業 種 別  飲食業１１件  建設業１９件 

製造業 ３件  運送業 ２件 外 サービス業等 

ウ 補給金申請受付 令和２年４月７日～ 

エ 申請件数  １０件 

 

⑥大和町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【商工観光課】 

ア 申請受付 令和２年５月８日～ 

イ 申請件数 １１７件 

ウ 業 種 別 飲食業等 ７８件 美容業等 ２５件   外 学習塾等 

エ 支給状況 令和２年５月２１日～ 

 

⑦大和町事業継続応援補助金【商工観光課】 

ア 申請受付 令和２年５月８日～ 

イ 申請件数 １５９件 

ウ 業 種 別 飲食業４１件 建設業・旅館業等２０件 美容業等１４件 外 学習塾等 

エ 支給状況 令和２年５月２１日～ 

 

  ○水道料金の減免について【上下水道課】 

ア ５月分減免対象件数 １１，７７４件 

イ ５月分減免金額   １２，７５１千円 
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（３）町有施設開放状況について （協議） 

７月１日以降の開放について、下線部分のとおり変更するもの。 

施設名 利用の再開等 

吉岡コミュニティセンター 

利用可 

※ただし、調理室は当面の間、利用休止 

町民研修センター 

吉田コミュニティセンター 

宮床基幹集落センター 

鶴巣防災センター 

ふれあいの杜 

（南部コミュニティセンター） 

吉田ふるさとセンター 

落合ふるさとセンター 

吉岡児童館 

利用可 

もみじケ丘児童館、 

杜の丘児童館 

よしおか放課後児童クラブ 

児童支援センター 

宮床児童館 

吉田児童館 

鶴巣児童館 

落合児童館 

ひだまりの丘 

（保健福祉総合センター） 

利用可 

※ただし、入浴施設、休憩室は当面の間利用不可。 

花野果ひろば七ツ森 

利用可 

四十八滝運動公園 

立輪水辺公園 

蛇石せせらぎ公園 

あさひな湖畔公園 

旗坂野営場 

蝋梅の咲く頃 

七ツ森陶芸体験館 

南川ダム資料館 

吉岡本陣案内所 

七ツ森ふれあいの里 

（バンガロー） 

小・中学校校庭 
利用可 

※ただし、当面は町内のスポーツ少年団の利用に限る。 

小・中学校屋内運動場 
利用可 

※ただし、当面は町内のスポーツ少年団の利用に限る。 

総合運動公園 

総合体育館アリーナ 

７月６日から利用再開 

 ※人数制限等あり 

 総合体育館柔道場 
利用可 

 ※人数制限等あり 

 総合体育館トレーニング室 
利用可 

 ※８月末まで予約制、人数、時間制限等あり 

 テニスコート 
利用可 

 ※人数制限等あり 
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 陸上競技場 利用可 

 多目的広場 
工事のため利用不可 

（令和２年９月頃から利用再開予定） 

ダイナヒルズ運動公園 

 野球場 

利用可 

 ※人数制限等あり 

 テニスコート 
利用可 

 ※人数制限等あり 

 多目的広場 
工事のため利用不可 

（令和２年１０月頃から利用再開予定） 

体育センター 
利用可 

 ※人数制限等あり 

武道館 利用可 

自転車競技場 
利用可 

※人数制限あり、県外の利用不可 

レクリエーション広場 
利用可（宮床、北目、玉ケ池） 

※鶴巣山田、三ケ内は当面の間利用不可 

教育ふれあいセンター 

 校舎 

利用可 

※ただし、町内の個人・団体の利用に限る 

 グラウンド 
利用可 

※ただし、町内の個人・団体の利用に限る 

 屋内運動場 
利用可 

※ただし、当面は町内のスポーツ少年団の利用に限る 

宮床歴史の村 利用可 

まほろばホール 

（ふれあい文化創造センター） 

７月１日から７月３１日 

※調理室を除く全館利用可，ただし人数制限等あり 

※大ホールは７月１日以降に打合せを開始し，７月１５日

から午前・午後の利用可（夜間は仕込みのみ可） 

８月１日以降 国・県・町の方針に沿い開館予定 

町内各公園 通常利用（公園内にある利用上の注意看板を参照のうえ利用） 

令和２年７月１日時点 

 

 いずれの施設も、以下の感染拡大防止対策への協力をお願いします。 

・マスクの着用。（体育施設等は可能な範囲で協力を求める） 

・自宅もしくは会場での検温。 

・会議室等の利用人数制限。 

・会場の常時又は定期的換気 

・座席間隔をあけての利用 

・手指の消毒 

・小・中学校校庭及び屋内運動場、レクリエーション広場、教育ふれあいセンターグラウンド及び

屋内運動場については当面の間、各種大会、練習試合、イベントでの利用は不可とします。 

・その他各施設に応じた利用人数制限などがありますので、ご協力をお願いします。 

 総合運動公園、ダイナヒルズ運動公園、体育センター、自転車競技場の人数制限等の詳細につ

いては、総合体育館（電話 022-346-2178）にお問い合わせください。 
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（４）イベント・会議について（報告） 

前回本部会議以降に方針決定された部分について確認 

主管課等 事業等名称 実施予定時期 対応方針 

町民生活課 

健康支援課 
総合健康診断 

５月２２日 

～６月１日 

変更後の日程 

１０月２７日（火）～３１日（土） 

１１月５日（木）～１３日（金） 

生涯学習課 町民球技大会 ７月１９日 中止 

生涯学習課 スポーツフェア ７月２６日 中止 

商工観光課 第２６回まほろば夏まつり ８月２日 中止 

総務課 

危機対策室 
宮城県消防操法大会 ８月３０日 中止 

公民館 

まほろばホール 

大和駐屯地定期演奏会まほ

ろばコンサート 2020 
８月２９日 中止 

生涯学習課 町民運動会 ９月６日 中止 

福祉課 敬老会 ９月２１日前後 中止 

生涯学習課 七ツ森ハーフマラソン １０月１８日 令和３年度に実施 

商工観光課 第３４回お立ち酒全国大会 １１月２１日 中止 

 


