
新型コロナウイルス感染症に関する情報
5月18日現在の内容です。内容については変更する場合があります。

おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。

日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メール

給付対象者� 基準日（令和2年4月27日）時点で、住民基本台帳に記録されている人
受給権者� 原則として、給付対象者の属する世帯の世帯主
申請方法� 感染拡大防止の観点から次の①②のいずれか
� � 　①郵送での申請（同封の返信用封筒をご利用ください）
� � 　②オンラインでの申請（マイナンバーカードをお持ちの人）
申請期限� 8月21日（金）まで
給付方法� 原則として、世帯主（申請者）名義の口座へ振込み
� � 政策推進課（特別定額給付金担当）☎21-144622-5516

特別定額給付金
　申請受付中です

絶対に教えない！渡さない！
・暗証番号　・キャッシュカード　・マイナンバー　など
　現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすることや、受給にあたって手数料の振込みを求め
ることは、絶対にありません。

「怪しいな？」と思ったら
　もし、ご自宅や職場などに市や総務省を名乗る不審な電話、郵便物、電子メー
ルが届いたら、市役所や東松山警察署にご相談ください。
政策推進課（特別定額給付金担当）☎21-144622-5516
　東松山警察署☎25-0110
　警察相談専用電話☎#9110
　消費者ホットライン☎188
　新型コロナウイルス給付金関連　消費者ホットライン☎0120-213-188

給付金の詐欺にご注意ください！

一人当たり10万円の
～「新しい生活様式」の実践例～

　新型コロナウイルスの感染拡大を長期的に防ぐため「新しい生活様式」の実践例が示されました。市民
の皆さん一人ひとりが、日常生活の中で「新しい生活様式」を心掛けることで、新型コロナウイルス感染
症をはじめとするさまざまな感染症の拡大の予防につながります。
　「新しい生活様式」の実践にご協力をお願いします。

健康推進課
☎24-392122-7435

感染防止の3つの基本:�①身体的距離の確保����②マスクの着用����③手洗い
 ・人との間隔は、できるだけ2m（最低1m）空ける。
 ・遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶ。
 ・会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
 ・外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用する。
・家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
 ・手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）。

※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

・まめに手洗い、手指消毒　・咳
せき

エチケットの徹底　・こまめに換気
・身体的距離の確保　・「3つの密」の回避（1.密閉空間�2.密集場所�3.密接場面）　 
・毎朝の体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養

買い物
・通販も利用
・1人又は少人数ですいた時間に
・電子決済の利用
・計画を立てて素早く済ます
・サンプル等展示品への接触は控えめに
・レジに並ぶときは、前後にスペース

・テレワークやローテーション勤務　
・時差通勤でゆったりと　・オフィスは広々と
・会議はオンライン　・名刺交換はオンライン　
・対面での打合せは換気とマスク

娯楽、スポーツなど
・公園はすいた時間、場所を選ぶ
・筋トレやヨガは自宅で動画を活用
・ジョギングは少人数で
・すれ違うときは距離をとるマナー
・予約制を利用してゆったりと
・狭い部屋での長居は無用
・歌や応援は、十分な距離かオンライン

公共交通機関の利用
・会話は控えめに
・混んでいる時間帯は避けて
・徒歩や自転車利用も併用する

冠婚葬祭などの親族行事
・多人数での会食は避けて
・発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

食事
・持ち帰りや出前、デリバリーも
・屋外空間で気持ちよく
・大皿は避けて、料理は個々に
・対面ではなく横並びで座ろう
・料理に集中、おしゃべりは控えめに
・お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

移動に関する感染対策
・感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
・帰省や旅行は控えめに。出張はやむを得ない場合に。
・発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモする。
・地域の感染状況に注意する。

「新しい生活様式」を実践しましょう

（１）一人ひとりの基本的感染対策

（２）日常生活を営む上での基本的生活様式

（３）日常生活の各場面別の生活様式

（４）働き方の新しいスタイル
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子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給します（子育て世帯への臨時特別給付金）
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け
ている子育て世帯の生活を支援する取組の
一つとして、児童手当（特例給付を除く）を
受給する世帯（0歳児～中学生のいる世帯）
に対する臨時特別の給付金（一時金）を支給
します。
令和2年4月分（3月分を含む）の児童手当
（特例給付を除く）の支給を受けている人
※対象の児童は平成16年4月2日～令和2年
3月31日に生まれた児童で、令和2年3月ま
で中学生だった児童も含みます。
支給額　対象児童一人につき1万円
※令和2年3月31日時点での居住市町村か
ら支給されます。
子育て支援課☎21-146123-2239

対象者には市から給付金の案内通知を送付します。

所属庁を通じて申請手続きの案内があります。

手続きが必要です。子育て支援課にご連絡ください。

�所属庁で証明を受けてから、住民票のある市区町村（令和2年
3月31日時点）に申請してください。
※受給を希望しない場合、申請は不要です。

�児童手当登録銀行口座等へ振
り込みます。

�児童手当登録銀行口座等へ振
り込みます。

�児童手当振込口座を解
約した人 受給を希望しない人

【
一
般
受
給
者
の
場
合
】

【
公
務
員
の
場
合
】

手続きの流れ



国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料の減免

　令和元年東日本台風により被害を受けられた人
には、令和2年度分として4月から9月までの国民
健康保険税及び後期高齢者医療保険料を、り災程
度に応じて減免します。
　なお、令和元年度に減免申請をした人には、6
月中旬に減免申請書を送付しますので、改めて申
請してください。
令和元年東日本台風により、住宅等（後期高齢
者医療制度は住宅のみ）が床上浸水又は半壊以
上の被害を受けた人
7月10日（金）～27日（月）に直接又は郵送（必着）
で〒355-8601松葉町1-1-58保険年金課へ。
保険年金課
　（国民健康保険）☎21-140323-0076
　（後期高齢者医療制度）☎63-500423-0076

令和2年度
国民年金保険料申請免除

　令和元年東日本台風により被害を受けられた人
は、国民年金保険料の全額免除申請ができます。
申請には、り災証明書の写しが必要です。
　なお、免除の承認を受けた期間は、老齢年金の
受取額が少なく計算されます。
7月1日（水）から
川越年金事務所☎049-242-2657049-245-8919

　保険年金課☎21-143423-0076

【埼玉県】
https://www.pref.sai tama. lg . jp/a0801/
r020131_shingatakorona.html

【東松山市】

商工観光課☎21-142723-7700

住居確保給付金（家賃）
　離職や自営業の廃業、新型コロナウイルス感染
症の影響等で経済的に困窮し、住居を失うおそれ
のある人又は住居を失った人を対象として、一定
の条件のもと、家賃相当分（限度額あり）の給付金
を支給するとともに、就労機会の確保に向けた支
援を行っています。
　相談を希望される人は社会福祉課までご連絡く
ださい。
月～金曜日午前8時30分～正午、午後1時～5時
15分（祝日、年末年始を除く）
社会福祉課
市内在住の人
・ 社会福祉課☎21-140824-6066

徴収猶予の「特例制度」
　市税等の納期限から1年以内の期間に限り、徴
収の猶予を受けることができます。担保の提供は
不要で、延滞金はかかりません。
次の全てを満たす納税者又は特別徴収義務者
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和
2年2月以降の任意の期間（1か月以上）で、事業
等の収入が前年同期に比べおおむね20%以上減
少している
・一時に納付又は納入することが困難である
対象となる税目・納期限　個人市・県民税、法人
市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種
別割）、国民健康保険税で2月1日（土）から令和
3年1月31日（日）までに納期限が到来するもの
申請期限　6月30日（火）又は納期限のいずれか遅
い日まで
申請書、収入や預貯金の状況が分かる資料等
収税課☎21-140923-2238

国民年金保険料の臨時特例免除
制度（令和2年2月～6月分）

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が
減少した場合、申請することにより国民年金保険
料が免除又は納付猶予となる場合があります。
　なお、免除や納付猶予の承認を受けた期間は、
老齢年金の受取額が少なく計算されます。
川越年金事務所☎049-242-2657049-245-8919
　保険年金課☎21-143423-0076

生活再建相談窓口
午前8時30分～午後5時15分（土・日曜日、祝日
を除く）
※6月中は毎週日曜日午前8時30分から午後0時30
分まで相談を受け付けます。
市役所分室1階
令和元年東日本台風による災害で被害を受けた人
生活再建に関する各種相談
危機管理課被災者生活再建支援室
　☎23-2221（内線485・486）22-7799

介護保険料の減免
　令和2年9月末までの介護保険料について、申
請により、り災程度に応じて減免します。
※令和元年度に減免申請した人には、6月中旬ご
ろに減免申請書をお送りします。

り災証明書の証明内容
生計中心者の

前年中の合計所得金額
500万円以下 500万円超

住宅が大規模半壊（内閣府が定め
るものをいう）又は半壊（内閣府
が定めるものをいう）したと判断
できる場合 4分の3

減免
4分の2
減免

住宅への浸水が床面以上に達した
と判断できる場合（全壊・地上1階
天井まで浸水した場合を除く）
住宅が全壊（内閣府の定めるもの
をいう）したと判断できる場合 4分の4

減免住宅への浸水が地上1階天井まで
達したと判断できる場合

令和元年東日本台風により床上浸水以上の被害
を受けた人
7月10日（金）～27日（月）に直接又は郵送（必着）
で〒355-8601松葉町1-1-58高齢介護課へ。
　☎21-146022-7731

中小企業・小規模事業者支援策
　中小企業・小規模事業者向け支援制度の最新情報
は、 で常時更新していますので、ご確認ください。
【経済産業省】
https://www.meti.go.jp/covid-19/

予防・対策
外出自粛の中で高齢者の皆さんに
気を付けていただきたいこと

　外出の機会も減り、人との接触も少なくなって
いる今、体と心の健康に気を付けながら、日々の
生活を送ってください。
・自宅でもできる適度な運動で体を動かしましょ
う
・3つの密に留意し、できれば毎日おしゃべりを
しましょう
・家族や友人との支え合いで、不安を解消しま
しょう
高齢介護課☎21-140622-7731

相談・支援
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

　県では、新型コロナウイルス感染症に関する一
般的な相談のほか、感染が疑われる場合には、帰
国者・接触者相談センターを紹介します。
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
☎0570-783-770（24時間受付）

聴覚に障害のある方、電話での
相談が難しい方の相談窓口

埼玉県保健医療部保健医療政策課
　048-830-4808
　東松山保健所0493-22-4251
※FAXによるご相談の場合、回答までにお時間を
いただく場合があります。

おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。

日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メール

令和元年東日本台風（台風第19号）で被災された方への支援情報
5月18日現在の支援内容です。内容について変更する場合があります。

市 QRコード
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