
 新型コロナウイルス感染症に関して、政府から緊急事態宣言が全国を対象に発令されております。 

 涌谷町からは幸い感染者は出ておりませんが、その感染力は脅威的なものであり、また、治療法も確立され

ておりません。5月に入り大型連休を迎えますが、町民の皆さんが感染しないようにするためにも、いわゆる

「3つの密」（密閉空間・他人との密集・他人との密接）を避け、帰省や旅行などの県をまたいだ移動はもと

より、医療機関への通院や生活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外での運動・散歩などの生活維持に必要

な場合を除いて原則として外出せず、こまめな手洗いやマスクの着用、咳エチケットの徹底、手が触れる物や

箇所の消毒を行うことが、ご自身だけではなく、大切な家族や友人などの生命を守ることにつながります。 

 また、涌谷町としては、5月1日から新型コロナウイルス感染症への対策として、「新型コロナウイルス感染

症対策室」を設置し、町民の皆さんと一丸となってこの難局を乗り越えていく所存です。 

 町民の皆さま一人一人のご理解とご協力を改めてお願い申し上げます。  

                                        涌谷町長 遠藤 釈雄 
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あおい   〇 かつ丼 800円 

営業時間：11時～14時、17時～20時 

予約：当日9時～10時までに要予約 

定休日：日曜日 天丼（800円）も持ち帰り可 

☎42-2261 

あんだあも 

カフェ 
 ○ ピタパンサンド 600円 

注文時間：11時30分～17時 

持ち帰りお渡し時間：11時30分～16時30分 

予約：数に限りがあるため事前予約がおすすめ 

定休日：土日祝日 

チキンマサラカレー（800円）も持ち帰り可 

☎25-3750 

一里来 ○ ○ 折詰弁当 
2,000円

～ 

出前配達範囲：町内全域 

出前配達・持ち帰り注文個数：5個以上 

予約：2日前まで要予約 定休日：不定休 

☎43-5601 

(株)ＡＳＫ 

インドカレー 

ＳＡＮＴＡ 

涌谷店 

  〇 

ランチ 

チキンキーマ 

カレー 

648円 

営業時間：11時～15時、17時～22時 

予約：事前予約でスムーズにお渡し可 

定休日：なし 

車の中で注文して車の中で受取・会計可 

☎43-3703 

及久 〇   ちらし寿司(上) 2,000円 

営業時間：土曜、日曜日の11時～18時 

出前対象地域：お店から2km圏内 

予約：前日15時までに要予約 

定休日：平日、祝日 

☎42-3061 

おっかあの店 〇   豚みそ焼き定食 1,000円 

予約：前日13時まで要予約 

出前対象地域：店から1km圏内 

出前配達時間：11時30分～13時30分 

定休日：木曜日 

☎45-3070 

桂龍 〇   あんかけ焼きそば 600円 

予約：当日可能(連絡はお早めに) 

出前対象地域：町内全域 

出前配達時間：11時～18時30分 

定休日：不定休 

☎43-4214 

上涌谷 

ドライブイン 
  〇 五目焼きそば 700円 

営業時間：11時～19時30分 

定休日：水曜日(月2回・不定週) 
☎42-3579 

菊ふじ   〇 からあげ定食 680円 予約：当日可能 定休日：不定休 ☎43-3333 

喜代松茶屋  ○ 会席弁当 1,100円 
予約：前日午前中まで要予約 

定休日：月曜日 
☎42-3178 

すずきや ○ ○ からあげ弁当 918円 

注文受付時間：8時30分～18時 

持ち帰りお渡し時間：11時～19時 

予約：前日の18時まで要予約 

出前個数：5個以上、出前対象地域：町内全域 

出前配達時間：11時まで、定休日：水曜日 

車の中で注文して車の中で受取・会計可 

夜の営業は持ち帰りのみ 

☎25-3886 

 
新型コロナウイルスの影響により、涌谷町内の飲食店のお客さまが激減するという深刻な影響

が出ています。涌谷町の地域経済を低迷させないためにも、出前・お持ち帰りをご利用いただ

いて、共に新型コロナウイルスを克服しましょう！ 

中面に続く⇒ 

新型コロナウイルス感染症にかかわる 

特別号（第1号・発行日:令和2年5月1日） 

型コロナウイルス感染症対策室を新設します 

《設置場所》涌谷町役場総務課内 

《主な事務》①新型コロナウイルス感染症に関する総合相談窓口 ②情報収集・発信 ③庁内の連絡調整 

【問い合わせ先】 ☎43-2111・☎25-3630（5月12日(火)からの専用回線） 

新 

別定額給付金 

 令和2年4月27日を基準日として、住民基本台帳に登録

されている皆さまに、一律10万円を交付します。 

 当町では5月中の支給開始を目指しており、5月中

旬に申請書を発送する予定にしています。 

 世帯ごとの申請となり、申請にあたっては、申請

者の身分証明証の写しと振込口座が分かる通帳など

の写しの添付が必要です。代理申請の場合は、代理

人の身分証明証の写しが必要となります。 

 なお、詳細は、5月15日発行予定の広報わくや特

別号でお知らせします。 

【問い合わせ先】 まちづくり推進課 ☎43-2119 

特 
 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、県の

休業要請や協力依頼に応じて、令和2年4月25日～5

月6日までの間、施設の利用停止や営業時間の短縮

に全面的に協力いただける中小企業または個人事業

主に対し、協力金を1事業者あたり30万円支給しま

す。対象となる施設は、宮城県のホームページをご

覧ください。 

 なお、申請方法と支給方法の詳細は、5月15日発

行予定の広報わくや特別号でお知らせします。 

【問い合わせ先】宮城県緊急事態相談ダイヤル 

         ☎022-211-3332(平日9時～18時) 

         まちづくり推進課 ☎43-2119 

新 
型コロナウイルス感染拡大防止 

協力金 

涌谷町役場では、各種制度の詳細が決定する連休明けから各種相談などの対応を行います。 



 新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えの

ない商品の送り付けにご注意ください。慌てて送り

付けてきた事業者に連絡せず、涌谷町の消費生活相

談窓口(町民生活課)にご相談ください。 

 なお、政府が2枚ずつ配布する布製マスクは、お

知らせ文とともに透明の袋に包んで配布されます。 

【問い合わせ先】 町民生活課 ☎43-2113 

に覚えのない商品の送り付けに 

注意しましょう 身 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、生活福

祉資金貸付制度による緊急小口・総合支援資金の特

別貸付を受けている個人・法人で、水道料金・下水

道使用料のお支払いが困難な場合は、支払い猶予に

ついてご相談ください。 

【問い合わせ先】 上下水道課上水道班 ☎43-2131 

道料金・下水道使用料の 

支払い猶予について 水 
 新型コロナウイルス感染症の影響により、町税の

納付が困難な個人・法人は、徴収猶予の特例制度が

あります。詳しくは、税務課納税班に電話でご相談

ください。 

【問い合わせ先】 税務課納税班 ☎43-2114 

町 

 新型コロナウイルス感染症により、売り上げの減

少などの影響を受けた中小企業者に対し、町制度融

資「中小企業振興資金」および県制度融資「セーフ

ティネット資金(保証4号および5号)」の認定によ

り、円滑な資金調達を支援します。 

 その他の制度資金についてもお問い合わせください。 

【問い合わせ先】 まちづくり推進課 ☎43-2119 

中 

 新型コロナウイルスの影響を受けている、子育て

世帯の生活を支援するため、児童手当（所得制限に

より特例給付となっている世帯は除く）を受給する

世帯に対し、子ども1人あたり1万円の臨時特別の給

付金を支給します。 

 支給方法の詳細は、5月15日発行予定の広報わく

や特別号でお知らせします。 

【問い合わせ先】子育て支援室 ☎43-5111(内線517) 

子 
育て世帯への 

臨時特別給付金について 

小企業者向け 

融資制度について 

税の徴収猶予について 
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つきみち  ○ チーズハンバーグ 658円 
営業時間：11時～20時 

予約：当日可 定休日：木曜日 
☎43-2554 

ドライブイン 

一力 
〇 〇 野菜炒め 865円 

営業時間：11時～14時30分・16時30分～18時30分 

予約：出前の場合当日9時～10時まで要予約 

出前対象地域：町内全域・一部小牛田・田尻地域 

定休日：月曜日と、水曜日は夜が休み 

☎080-2836-

1616(携帯電

話) 

野田食堂 〇 〇 お弁当各種 
450～650

円 

営業時間：11時～15時 

出前対象地域：店から2km圏内 

出前個数：2個以上で出前可 

定休日：不定休 詳細：問い合わせください 

☎45-2059 

パーラー旅   〇 カツカレー 800円 
営業時間：11時30分～15時 

予約：当日可能 定休日：月曜、木曜日 
☎43-3947 

ひらた食堂 〇 〇 やきそば 700円 

営業時間：11時～14時30分、17時～18時30分 

出前対象地域：店から2km圏内 

追加料金：出前で1個のみ注文の場合〒100円 

定休日：水曜日、不定休 

☎42-2554 

ふぐ割烹 

大富 
  〇 各種定食 1,000円 

営業時間：11時30分～14時 

定休日：月曜日 
☎42-2511 

ふくや食堂 〇 〇 特製焼きそば 648円 

営業時間：10時～19時30分 

出前対象地域：店から5km圏内 

追加料金：出前の場合1回につき〒50円 

定休日：不定休 

☎43-2137 

平禄寿司 

涌谷店 
 ○ 寿司単品 108円～ 

注文受付時間：10時～20時45分 

お渡し時間：11時～21時 

予約：当日可 定休日：なし 

メニューは平禄寿司ホームページに掲載。セッ

トメニュー可。5月14日まで持ち帰り品15％引

き。5月14日以降は前日予約で5％割引 

☎44-2070 

街はずれの

café料理店 

レーチェ 

  〇 ハンバーグ弁当 650円 

営業時間：11時～17時 

予約：事前予約でスムーズな受取可 

定休日：水曜日 

☎43-3801 

焼肉居酒屋 

Ｂｏｚ 
 ○ 牛タン(一人前) 900円 

営業時間：17時～ 予約：要予約 

持ち帰りお渡し時間：17時～ 

定休日：木曜日 

☎25-7326 

涌泉亭 〇   エビフライ定食 850円 予約：当日可 定休日：日曜日 ☎43-6031 

麺´ｓクラブ 

涌谷店 
  〇 チャーハン 520円 

営業時間：10時30分～21時 

予約：電話での事前予約でスムーズな受取可 

定休日：月曜日(第2週目か3週目のどちらか) 

☎42-2946 

※掲載店舗以外にも町内には、出前やお持ち帰り可能な店がございますので、ぜひご利用ください。 

 掲載店舗は随時更新していきます。最新版は、涌谷町公式ホームページをご覧ください。 

 店舗掲載希望などについては、涌谷町まちづくり推進課(☎0229-43-2119)までご連絡ください。 

 新型コロナウイルス感染症によって影響を受けた

農林業者に対し、農林漁業セーフティーネット資金

および農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、経

営体育成強化資金、農業近代化資金などにより、円

滑な資金調達を支援します。 

 その他の制度資金についてもお問い合わせください。 

【問い合わせ先】 日本政策金融公庫 ☎0120-154-505

（平日9時～17時。農業近代化資金は、最寄りの金

融機関にお問い合わせください） 

農 
林業者への資金繰り 

支援策について 

 各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯など

に対して、生活費などの必要な資金の貸付などを行

う生活福祉資金貸付制度を実施しています。  

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付

の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業

などにより生活資金でお悩みの皆さんに向けた、緊

急小口資金などの特例貸付を実施します。  

【問い合わせ先】涌谷町社会福祉協議会 ☎43-6661 

時的な資金の緊急貸付 

を行います 一 

 当院では、感染対策として来院時の「体温測定」や「面

会の禁止」にご協力をお願いしています。 

 また、マスクの着用や手指などの消毒についても

併せてご協力をお願いします。 

【問い合わせ先】 事業部総務管理課総務班 

         ☎43-5111(内線511) 

涌 
谷町国民健康保険病院からの 

お知らせ 持 続化給付金について 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支え

し、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。 

《給付額》法人：200万円 個人事業者：100万円（ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする） 

 詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。 

【問い合わせ先】 中小企業金融・給付金相談窓口 ☎0570-783183（平日・土日祝日ともに、9時～19時） 

涌谷町役場では、各種制度の詳細が決定する連休明けから各種相談などの対応を行います。 


