
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、家庭から出るごみを少量小出しに協力をお願いします。
今回、町内在住の全世帯に町指定ごみ袋を一定枚数無料で配布することになりました。

Pick
UP 町内在住の全世帯へ町指定ごみ袋を配布

・燃やすごみ袋（大）２０枚
・燃やすごみ袋（中）２０枚
・燃やさないごみ袋 １０枚

▼配布するごみ袋（１世帯あたり）

▼配布方法
・加入している自治会を通じて配布します

問 住民保険課
☎ ０７４５（４４）２６１１

▼自治会へ加入していない場合の受取り方法

引換期間 令和2年7月12日（日）午前10時～午後3時
引換場所 川西役場住民保険課
持ち物 ・ごみ袋引換券（裏面の券）

※必要事項を記入
・受取りに来る人の身分証明書

上記日程に会場へ来れない人
令和2年7月13日（月）～8月31日（月）までに
役場住民保険課へ（平日の午前9時～午後5時）

引換券は次頁へ

７月１日（水）から

号
外

町民の皆さまには、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止にご協力をいただき、厚く御礼申し上
げます。皆さまのご協力により、川西町は県外から
の移動、県外への移動が多い地域であるにもかかわ
らず、これまで感染を抑えることができております。

一方で、緊急事態宣言は解除されましたが、コロ
ナに対応した「新しい生活様式」の実践、地域経済
の活性化、子どもたちの学習環境の整備など、乗り
越えていかなければならない課題は山積しておりま
す。

これら課題に対応するため、議会や地元自治会、
各種団体の皆さまの協力をお願いしながら、川西町
の「強み」であるコンパクトさを活かし、スピード
感と機動性のある対策を実施しいく所存です。

今回、６月議会（第２回定例会）において、新型
コロナウイルス感染症に伴う川西町独自の支援策を
承認いただきました（各施策については本紙に掲載）。
「暮らし」「教育・子育て」「地域経済」への支援
を中心に実施していく予定です。

今後も、国・県の動向を注視しつつ、住民生活と
地域経済を守るために必要な支援を行ってまいりま
す。引き続き、ご理解とご協力をお願い致します。

TOPIC
申請の受付けは８月１１日（火）まで ※消印有効

特別定額給付金の申請はお済みですか？
川西町では５月１１日に各世帯に給付金（対象者１人
につき１０万円）の申請書を送付しています。申請を
希望する人でまだ申請書を提出していない場合は、忘
れずに申請をお願いします。
※申請期限（〆切８月１１日（火））にご注意ください。

【６月２２日時点の給付状況】
・給付対象世帯 ３,６４３世帯
・給付済世帯数 ３,５７７世帯（９８.２％）
※給付済世帯数には６月２９日振込済み分、７月１０日振込予

定分含む

令和２年７月1日

川西町長 竹村 匡正

１人につき

10万円

１



（住 所）磯城郡川西町

キリトリ線

自治会未加入世帯用 ごみ袋引換券
▶確認・誓約事項
※必ず□に✓印を記入してください

□ 私は自治会未加入であるため、本引換券を使用し
てごみ袋を受領することを希望します。

□ この事業は１世帯１セットのみのごみ袋配布と理
解しています。本事業の趣旨に沿わない不正がな
いことを誓約します。

□ 交換会場においては、感染予防に努めるとともに、
係員の誘導と指示に従うことに同意します。

▶受取る人

（世帯主氏名）

自身で引き換えに来られない人は、左記□に✓印と代理で受け取り
に来る人を記入して委任してください。（下記の代理人欄に当日受
け取りに来る人の氏名を記入）

□ ごみ袋の受け取りを下記の者に委任します。
（代理人氏名）

７月１日 （水）から

古着類の回収（月１回）を停止します

古着の家庭内保管にご協力を

問 住民保険課 ☎ ０７４５（４４）２６１１

新型コロナウィルスの世界的感染拡大に伴い、古着
類の輸入国が受け入れを停止しています。その影響
で、古着類の国内及び海外への資源化ルートがス
トップしています。川西町でも、回収済の古着類の
持込先である天理市環境クリーンセンター内の一時
保管スペースが満杯となりました。

配布済みのごみ収集日カレンダーには、収集予定を
お知らせしていますが、７月から古着類の回収及び
天理市環境クリーンセンターへの持込みを停止する
ことになりました。
住民の皆さまにはご不便をおかけしますが、当面の
間、古着類は家庭で保管いただきますようお願いし
ます。なお、回収が再開できるようになれば、あら
ためて広報「川西」等でお知らせします。

TOPIC

Pick
UP

８月１日（土）から使用可能

全世帯にお買い物クーポンを配布

１世帯
につき

６千円分

川西町内の登録店舗で利用できるお得なクーポン券（割引券）を配布します。
この事業は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内事業所を住民の皆さんと応援したい
という思いで始めるものです。これをきかっけに、行きつけのお店を応援したり、これまで行っ
たことがないお店を利用してみたりしませんか？

（仮称）川西町消費喚起対策クーポン券
１世帯につき１セット
【セット内容】全店舗共通券：3,000円分

（ 300 円券×10 枚）
飲食店用：3,000円分
（ 300 円券×10 枚）

※クーポン券（割引券）は、500円の買い物ごとに１
枚使えます。➡割引率：最大60％

【使用期間】８月１日（土）～１０月３１日（土）

▼配布内容

▼配布対象 令和２年７月１日時点で川西町の住民
基本台帳に登録されている世帯の世帯
主。

▼配布方法 ７月下旬に、世帯主宛に郵送します。

▼使用できる店舗
町内の小売店・サービス業など（参加登録店舗）
※参加店舗の一覧やクーポン券（割引券）の利用方法は、７
月末に発送するクーポン券に同封しているチラシで確認して
ください。

【参加店舗募集中】※詳細は町ホームページに掲載

７月１０ 日（金）までに申込みされた事業所は、
クーポン券が配布される際に同封するチラシに「取
扱店舗一覧」として記載します。
※７月１１日以降に申込みされた事業所は、町ホームページ

等に掲載予定。
申 川西町商工会（川西町消費喚起対策事業 委託団体）

☏０７４５（４４） ０４８０

２

問 総合政策課 ☎ ０７４５（４４）２２１３



【注意事項】 ・７月１日（水）午前８時３０分から受付を開始します。定員になり次第終了。※締切り：検診日の２週間前
・検診会場の密集・密接を避ける目的で、来場者数を制限し、全日程で均等に受診者数を割振りするため、希

望日に受診できない場合があります。また、基本的に受診日の変更はお受けできません。
・指定の時間に来所していただきます。受付時間の指定はできません。受付時間の詳細は、案内時に一緒に送

ります。受付時間を必ず守り、３密回避のご協力をお願いします。
・受付で体調についてお伺いし体温測定をおこないます。来場時の詳細は、案内時に同封します。
・換気や季節の関係上、検診日は室温が非常に下がります。ご自身で寒さ対策をお願いします。
・新型コロナウイルス感染症の状況により、集団検診が中止になる場合もあることをご了承ください。

●乳がん検診 問診・マンモグラフィー
料金：１,４００円
対象：４０歳以上の女性
※町での検診は２年に１回の受診になります。
ただしペースメーカー、乳房形成手術、授乳中
の方は受けられません。

問診、視診、子宮頸部の細胞診及び
内診
料金：９００円
対象：２０歳以上の女性
※町での検診は２年に１回の受診になります。
ただし生理中の方・子宮摘出手術を受けた方は
受けられません。

●子宮がん
（頸部）

１１月１５日（日）・１２月２３日（水） 受付：午後１時30分～３時
受付で指定の時間に来所

けやき
ホール

TOPIC
７月１日（水）から

集団検診の申込みを開始をします
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から集団検診を見合わせていました。今回、感染防止対策を講
じた上で、11月・12月に集団検診を再開することになりました。感染防止のため、例年の検診とは異なる
ことをご理解ください。人数の制限や待ち時間等がかかることが想定されます。皆さまのご協力をお願いし
ます。

●特定健診

●結核検診

●胃がん検診
（胃X線検査）

問診・胸部デジタル撮影
料金：無料
対象：６５歳以上

問診・胃のデジタル撮影
料金：１,０００円
対象：４０歳以上

●肺がん検診

●肝炎ウイルス検診

問診・胸部デジタル撮影・
喀痰検査（必要性がある人のみ）
料金：デジタル撮影３００円

喀痰検査５００円
対象：４０歳以上
※喀痰検査のみの受診はできません。

問診・血液検査
（B・C型肝炎ウイルス検査）
料金：６００円
対象：４０歳以上で、これまでに一
度も肝炎ウイルス検診を受けたこと
がない人。

●大腸がん検診

問診・血圧測定・尿検査・血液検査・ 心電図・医
師の診察・基準に該当する人は、保健指導・眼底検査

料金：５００円

問診・便潜血検査（２回採便）
料金：５００円
対象：４０歳以上
※生理中の人は受けられません。

申・問 特定健診：住民保険課 ☎ 0745－44－2611 FAX0745－44－4780
がん検診：保健センター ☎ 0745－43－1900 FAX 0745－43－2812

大腸がん検診は上記日程を含め、次の日程も
実施。いずれも午前８時３０分～午後４時
７月２８日（火）・２９日（水）
１０月１日（木）・２日（金）
１２月１７日（木）・１８日（金）

対象：健診受診日に、３０歳以上で、国民健康保険・
後期高齢者医療制度に加入している人

！
３

※ただし次の人は受けられません
妊娠中の人・胃疾患で治療中の人・６か月以内に胃検
診を受けた人・バリウムによる過敏性や誤嚥をしたこ
とがある人・当日の体調がすぐれない方・体を支えら
れない人（検査台が上下左右に傾くため）

１１月１５日（日）・１６日（月）
１２月２３日（水）・２４日（木）・２５日（金）

受付：午前8時30分～11時
受付で指定の時間に来所

けやき
ホール

検査容器を
保健センターへ持参



新型コロナウイルス感染症に伴う

川西町独自の支援策

くわしくは
こちら

川西町公式
ホームページ

新型コロナウイルス感染症による住民生活・地域経済への影響に対して、各家庭や地元事業所を支援する
ため、川西町独自の取組みを実施致します。６月８日から１９日までを会期とした町議会（令和２年第２回定
例会／６月議会）で、この取組みに関しての補正予算が成立しました。
※令和２年６月１日付け広報「川西」号外から、追加の取組みもあります。今回、新規で追加、内容を充

実させた事業には【ＮＥＷ】のマークをつけています。

くらし
１．水道料金の基本料金（1カ月あたり640円）を半年分無料にします。

➡広報「川西」７月号（１０ページ）に掲載
・担当：事業課 ☏０７４５ー４３ー０３３１

２．ひとり親世帯に生活支援給付金１０万円を支給します。
・対象：児童扶養手当受給者もしくはひとり親家庭等医療費助成の資格者
・担当：住民保険課 ☏０７４５ー４４－２６１１

３．全世帯にマスク５０枚を配布します。
・６月に自治会を通じて配布しました。
・まだ受取っていない人は下記へお問い合わせください。
・担当：総合政策課 ☏０７４５ー４４ー２２１３

４．全世帯に有料のごみ袋（半年分相当）を配布します。
➡本紙１ページに掲載

・担当：住民保険課 ☏０７４５ー４４－２６１１
New

川西町HP

実施
済

川西町HP

教 育
・

子育て

１．学校等の給食費を無償化します（令和２年度）。
・対象：川西幼稚園・川西小学校・式下中学校の児童・生徒
・担当：教育委員会事務局 ☏０７４５ー４４ー２６８４

２．保育園等の給食費を無償化します（令和２年度）。
・対象：町内保育園・認定こども園、町外幼稚園等の在園児の副食費 ※住民のみ
・担当：健康福祉課 ☏０７４５ー４４－２６３１

３．インターネット環境がない児童にパソコンを貸与します。
・対象：児童が使えるインターネット環境がない世帯
・担当：教育委員会事務局 ☏０７４５ー４４ー２６８４

４．小中学校で使用する教材の費用を支援します。
・担当：教育委員会事務局 ☏０７４５ー４４ー２６８４

New

事業所
・
住 民
活 動

１．全世帯にお買い物クーポン（6,000円分）を配布します
➡本紙２ページに掲載

・担当：総合政策課 ☏０７４５ー４４ー２２１３

２．町内事業所にテイクアウト・デリバリー等の導入を支援。
・担当：総合政策課 ☏０７４５ー４４ー２２１３

３．コロナ禍における自治会活動を支援します。
・担当：総合政策課 ☏０７４５ー４４ー２２１３

New

New

４


