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新型コロナ支援策まとめレポート
５月１日、令和２年戸田市議会臨時会が開催され、約１４７億円の補正予算が議決さ
れました。これにより、本市における特別定額給付金の支給が可能となりました。
戸田市では、菅原市長のスピード感ある判断のもと、５月１日から特別定額給付金の
オンライン申請の受付の開始とともに、郵送によるダウンロード版の申請が可能となりま
した。第一回の支給日は５月の下旬とのことです。
また、これとは別に戸田市からの全世帯への申請書の発送は手続きに数週間かかる
ということですので、現在生活にお困りの世帯の方には、すぐにできるオンライン申請や
ダウンロード版の申請をご利用いただくことをお勧めします。申請をする場合には、インタ
ーネット環境が必要となります。そこで、市がホームページに公開している「申請書」、「記
載例」、「申請の手引き」をお伝えします。参考資料としてご覧いただければと存じます。
市民の皆様の安全確保のため、会派「戸田の会」としても様々な要望を行なってまい
りました。一日も早い終息に向けて一生懸命頑張ってまいります。ご意見、ご要望などが
ございましたら、ご連絡を頂ければ幸いです。
やざわ 青河

特別定額給付金（1人一律10万円）
Q.申請方法・期限は？

Q.

◆マイナンバーカードでのオンライン申請
◆6月に市役所から申請書類を郵送予定
◆

◆ファミマ・ローソンのネットプリントで印刷できます！
生活にお困りの方向けに、「申請書」「記載例」「手
↑戸田市HP 引き」をネットプリントに登録しました。（有効期限６月6日）
ファミマやローソンの
機で「
」→
Q.受け取り方法は？ 感染症拡大防止の為、原則、申請者
番号：K4RWNZG4U5」
の本人名義の銀行口座への振り込み。窓口対応は原則なし。
」
1枚20円で印刷可能です。
Q.お問い合わせは？
：048-446-7271 入力→「文書

■給付金詐欺にご注意ください！

▲戸田市が以下を求めることは絶対ありません！
✖ATMの操作を求める ✖
✖メールでURLをクリックして申請手続きを求める
✖受給の為の手数料の振込みを求める
「怪しいな？」と思ったらご相談ください。

特別定額給付金の給付を装った不審な電話やメ
ール等が確認されています。不審な電話・メール等
を受けた際は、最寄りの警察署にご相談ください。
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新型コロナ感染症の支援策をまとめました。
新型コロナ感染症に関する支援策については、今後、国や埼玉県、戸田市の支援策の拡充等により、内
容の変更や追加がなされる場合がございます。 ご参考までにご覧ください。

■家庭向け・個人向けの支援
生
活
費

給付 特別定額給付金10万円 すべての方

市福祉総務課：048-441-1800

貸付 総合支援資金 失業生活再建 ●原則3ヶ月、上限単身
貸付 緊急小口資金 休業等緊急 ●上限月10万円（特例
給付

家
賃
・
住
居

※2020年５月6日版

（2人以上月20万円）
） 市社協：048-442-0309

住居確保給付金 失業等で住居を失う恐れ ●離職・廃業から2年以内または休業等
で収入が減り、家賃の支払いが困難 ●フリーランスやアルバイト等も対象。 ●職安の求職申込
不要に。 ●原則3ヶ月、最長9ヶ月、貸主へ
。 生活自立相談センター：048-432-7321

猶予 住宅ローン等 返済が困難

各金融機関、金融庁相談ダイヤル：０１２０-１５６８１１

猶予 市営住宅 家賃の支払いが困難

市まちづくり推進課：048-441-1800

提供 県営住宅 住居確保が困難 ●原則6ヶ月、有料。 県住宅課：048-830-5564

・光
通熱
信水
費費

猶予 東京電力 0120-995-441

猶予

docomo 0800-333-0500

猶予 東京ガス 0570-002211

猶予

au 157または0077-7-111

猶予 市上下水道 048-229-4318

猶予

Softbank 0800-170-4535

保年
険金
料・

免除・猶予 国民年金 休業等で所得が基準以下

税
金

減免・猶予

ひ子
と育
り
親て

国民健康・後期高齢者・介護保険 収入減、所得が基準以下等 ●減免は国

が財政支援し、自治体の判断で実施。 市保険年金・長寿介護課：048-441-1800

猶予 市税 納付困難 ●市民税等、1年間 市収納推進課：
口）：

減免
給付

学
費

浦和年金事務所：048-831-1638

自動車税（大宮）：

●その他、 県税（川
国税（西川口）：

高等教育修学支援制度 住民税非課税世帯の高校・大学生等 ●授業料等の減
免、給付型奨学金の支給

各学校窓口、日本学生支援機構：0570‐666‐301

貸与 緊急・応急採用奨学金 家計急変の大学生等

日本学生支援機構：0570‐666‐301

貸与 県高等学校奨学金 経済的に修学困難な高校生

県教育局財務課：０４８-８３０-６６５２

給付 子育て世帯特別臨時給付金 児童手当受給世帯 ●申請不要、児童1人１万円。
給付 子育て支援臨時給付金 児童扶養手当受給世帯 ●戸田市の独自支援 ●ひとり
親・生活困窮家庭 ●申請不要、1世帯３万円。

市子ども家庭課：048-441-1800
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■働く方や企業・事業者向けの支援
助成

休働
業く
手方
当を
な守
どる

※2020年５月6日版

雇用調整助成金「コロナ特例」 従業員を守る ●事業主が申請 ●月売上5％減の事業者。
●休業手当等１人1日上限8330円。教育訓練加算あり。●
企業2/3、中小4/5（解雇なし大企業3/4、中小9/10。） ハローワーク川口：

助成

。 ●大

小学校休業等対応支援金・助成金 子育て中の従業員を守る ●事業主が申請
●小学校等の休校による有給（年次有給と別枠）への助成。 ●従業員（非正規も対象）1人1
日上限8330円。 ●フリーランスは1日定額4100円 コールセンター：0120-60-3999

給付

傷病手当金 病気で働けない ●従業員が申請 ●健康保険に加入（国保除く）し、休業中
給与が無い方。 ●欠勤4日目以降に1日給与の2/3を支給。最長1年6ヶ月 各健康保険組合

給付 持続化給付金 売上半減 ●前年比売上50%以上減。 ●中小企業や個人事業主の
他、会社以外の法人（医療・NPO・社会福祉等）。 ●中小企業等の法人200万円、個人事業
主100万円、※前年売上減少分は超えない範囲。 相談ダイヤル：0120ｰ115ｰ570

給
付
金

給付 県中小企業・個人事業主支援金 7割以上休業 ●４月６日～５月６日に20日休業（売上無1日、
営業短縮0.5日等）、20万円（複数事業所30万円） 県中小企業等支援相談窓口：0570-000-678

給付 小規模事業者等臨時給付金１０万円 売上減少の市内小規模事業者・個人事業主
●戸田市の独自支援 ●５月１１日申請受付開始 市経済政策課：048-441-1800

給付 IT導入補助金 テレワーク等の導入 ●2/3補助 コールセンター：0570-666-424
保証 セーフティネット保証（4号・5号）、危機関連保証 ●融資上限2.8億円 ●SN4
号：売上20%減、100%保証。 ●SN5号：売上５%減、80%保証。 ●危機関連：更に別
枠、前年同月比の売上１５％減。 市経済政策課：048-441-1800

資
金
繰
り
の
保
証
・
貸
付

貸付 経営安定資金・経営あんしん資金 ●県中小企業融資、期間10年（据置5年） ●経営安
定：SN4号・危機関連は融資利率0.5%以内、限度額1.6億円、SN5号は融資利率0.6%以内、
限度額1億円 ●経営あんしん：融資利率0.8%、限度額1億円 市商工会：０４８-４４１-２６１７

貸付 無利子・無担保融資 ●前年比売上５％減、個人事業主等も対象。●金利3年間
0.9%引下げ。

日本政策金融公庫浦和支店：048-822-7171

貸付 新型コロナウイルス感染症対応資金 ●売上減、SN4・５号or危機関連保証認定企業
●民間金融の実質無利子・無担保。更に信用保証の保証料が半額やゼロに。 各金融機関

貸付 マル経融資金利引き下げ ●前年比5%減の小規模事業者。 ●運転・設備へ無担保・無保証
人融資。 ●別枠1,000万円、金利3年間0.9%引下げ 日本政策金融公庫浦和：048-822-7171

貸付 中小企業等臨時制度融資 売上減で資金繰り ●戸田市の独自支援 ●無利子・無
担保融資 ●限度額1000万円、期間最長10年 市経済政策課：048-441-1800

相電
談話

■こころの健康相談

■こころの耳電話相談

感染症への悩み

050-3628-5672
平日10-12時、19-21時

■DV相談＋（プラス）

■子どもSOSダイヤル

職場や働く人の悩み

配偶者のDV

いじめやその他のSOS

0120-565-455

0120-279-889

月火1７-22時、土日1０-16時

24時間受付（つなぐ

はやく）

0120-0-78310
24時間受付

（なやみ言おう）
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令和2年5月 戸田市議会臨時会
■新型コロナ 戸田市独自の緊急支援を含む補正予算を可決！！
5月1日の戸田市議会臨時会では、4月に専決処分された戸田市独自の
「新型コロナ対応緊急⽀援パッケージ」を含む、補正予算（第１号）と、特別定
額給付金等を含み、総額１４７億円を超える、補正予算（第２号）が報告、上程さ
れました。私の所属する健康福祉常任委員会と総務常任委員会が開かれ、感
染症に関する支援策や相談などの市の対応状況について、担当部局と審議
を行い、今回の議案は、すべて全会一致で可決されました。

一般会計補正（合計） 歳入・歳出の主な内訳
補正予算 1億3792万２千円
第1号
（599億1692万2千円）
（専決処分）

歳出増：3億8638万9千円 ●子育て支援臨時給付金 ●小規模事業
者等臨時給付金 ●感染症啓発全戸配布 ●市民医療センター繰出金など

歳出減：▲2億４846万7千円 ●戸田橋花火大会やオリンピック等の
イベント・事業中止や事業の見直しによって費用を捻出

補正予算 147億２５７９万円 歳入 国庫支出金：147億798万1千円 繰入金：１７８０万９千円
第２号

（746億4271万2千円）

歳出 ●特別定額給付金:144億３７９４万４千円 ●子育て世帯臨時
特別給付金：2億1661万4千円 ●住宅確保給付金：7123万2千円

■⼾⽥市独自「新型コロナ対応緊急⽀援パッケージ」総事業費約12億円
❸ 緊急経済雇用対策 【事業費：10億4800万円】

❷ 緊急生活支援対策 【事業費：3838万９千円】

○ 小規模事業者等臨時給付金【2億4800万円】 ○ 子育て支援臨時給付金【3838万9千円】
小規模事業者・個人事業主に一律10万円の給付金
対象 売上減の市内小規模事業者、個人事業主等
時期 令和2年5月中旬の申請を予定

○ 中小企業等臨時制度融資【融資枠8億円】
中小企業、小規模事業者等を対象とした無利子・無保
証料の制度融資を実施
対象 売上減の市内中小企業、小規模事業者、個人事業主等
限度額 1000万円 利息 3年分市負担
返済 最長10年 保険料 全額市負担（一括納付時）
時期 申請受付の終了時期は政府の融資制度開始まで

ひとり親世帯、生活困窮世帯に一律3万円の給付金
対象 児童扶養手当受給世帯及び就学援助認定世帯
時期 令和2年5月11日給付予定（生活保護受給世帯除く）

❸ 緊急感染症予防対策 【事業費：１億円】

○ 新型コロナ感染防護資機材等の配備
・電子人工呼吸器 ・医療従事者用感染症防護キット
・感染患者搬送袋 ・感染防護服、マスク、消毒液等

○ 感染症予防の地域医療福祉体制の整備
・感染症に関する地域医療機関、福祉施設等への支援

■終息に向け、会派「戸田の会」、市長、県議と連携してまいります。
感染症という未曾有の事態に直面し、私の所属会派「戸田
の会」は、2月に会派緊急要望を菅原市長に提出。その後も市
民の皆様へのタイムリーな情報周知や不安の払拭の活動に努
め、4月の緊急事態宣言では、市民の皆様から寄せられたご意
菅原市長へ会派追加要望書を提出！！（4月7日） 見をもとに、6分野36項目もの会派追加要望を提出しました。
【実施された要望の一部】 ■電話総合窓口開設 ■啓発チラシの全
戸配布 ■彩湖・道満密集状態緩和 ■市内事業者への支援強化など

戸田の会では、市内事業者の方とのWEB会議や市民の皆様
から、感染症に関する様々なお声を伺い、会派内で共有、協議し
ております。市内の厳しい状況を少しでも打開出来るよう、今後と
も、会派や菅原市長、金野県議と連携して取り組んでまいります。

ご意見募集中!
市政への皆様のご意見をお聞かせください。
❶ ホームページ： todanokai.com
❷ 電子メール：
❸ 電話/FAX：

info@todanokai.com
０４８-８７１-６３９１

