
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

このほか、現在検討中の施策も決まり次第、広報ところざわ６月号などでご案内します。 

 
 

                                                     

■特別定額給付金（10万円）の支給について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■主な公共施設等の休止・休館について  ※詳細は各施設までお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

【5月 31日まで休業】  市立小学校・中学校、市立幼稚園 

【当面の間休館・休止】  保育園・児童クラブ・児童館（※期間は国の緊急事態宣言の動向等を踏まえ、改めて決定） 

各公民館（まちづくりセンター）…窓口業務は時間短縮して実施中、 

図書館（分館含む）、 

屋内・屋外体育施設（市民体育館、市民武道館、屋外運動場） 

        東西クリーンセンターではごみの自己搬入を午前中のみ受け入れ 

現在検討中の施策は、広報ところざわ

６月号でお知らせします。 

新型コロナウイルス感染症に関連する 

所沢市からのお願い 
 

 

〔マスクの捨て方についてお願い〕感染症などが疑われる場合、ごみ袋にしっかり封をし、燃やせるごみにお出しください。 

５月１日現在、市内感染者は１３５人。集団感染７２人を除いても多い状況です。 

経済も止まり日々の生活も苦しい方、最前線の現場で命を賭して働いて下さる方… 

様々な立場の人に思いを馳せ、私たちはやれることをやっていきましょう。 
 

三密を避ける 

不要不急
．．．．

の外出は自粛する 

適度に外で体を動かし 心と体にゆとりを保つ 
 

私たち一人ひとりが気を緩めず、支え合いながら困難を乗り切って参りましょう。 

善きふるさと所沢のために。 

 

令和２年５月１日                     

所沢市長  藤本 正人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お知らせ 

〔市民の方へ〕 

●発熱外来を開設しました（月～金 完全予約制）。・・・・・・・・・・・・・・・・・裏面     へ 

 発熱等の症状がある方は、まずは、かかりつけ医等に電話等で相談してください。 

●日・祝も新たに発熱外来を始めました。 

●ＰＣＲ検査については、所沢市医師会と共に開設準備中です。 

●軽症の方の受け入れ施設として、県が 1,000室を確保する予定です。 

本市においても交渉・調整中です。 

●市の保健師２名を狭山保健所に派遣しています。 
 

●1人 10万円の特別定額給付金をできるだけ早く支給開始するために準備を進めています。 
 

〔事業者の方へ〕 

●テイクアウト等事業転換補助金を創設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・裏面     へ 

事業転換に係る経費の 9割を補助（限度額 10万円）します。 

●雇用調整助成金等の申請に関する個別相談（事前予約制）を開始・・・・・裏面     へ 

相談や申請書類の作成手続きを社会保険労務士がサポートします。 

 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

※感染者数は 5/1正午時点の数値です。 

感染拡大防止に留意しつつ、迅速かつ的確に家計への支援を行うために、特別定額給付金を支給します。 
今回のお知らせは、申請の流れとスケジュールをお伝えするものです。 
申請書は後日（5月下旬）送付します。 

 
【対象者】  基準日（令和 2年 4月 27日）において、住民基本台帳に記録されている方。 
【給付額】  1人につき 10万円 
【受取り方法】  金融機関の口座へ振込み 
 
申請の流れ 
 

所沢市 市民 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
●6月 7日になっても申請書が届かない場合は、コールセンターにご連絡ください。 
●締切り：令和 2年 8月 31日 ※郵送の場合は消印有効 
 
マイナンバーカードによるオンライン申請 
 
 マイナンバーカードをお持ちの方はオンライン申請もできます。 
  ⇒「マイナポータル」で検索 

※マイナンバー総合フリーダイヤル  
0120-95-0178 メニュー４番 

 
【問い合わせ】所沢市特別定額給付金コールセンター 

  TEL 0120-52-5237（平日の午前 9 時から午後 5 時まで）  メール a9027@city.tokorozawa.lg.jp 
 

6月上旬より順次 

詐欺に注意！！ 

ATMの操作や 

振込みのお願いは 

絶対にありません。 

申請書を印刷 

郵送 
申請書記入 

申請書を確認 

支給 

振込通知を 

郵送 

返送 

添付 

①本人確認書類 

（免許証、健康保険証、 

マイナンバーカード等） 

②口座確認書類 

（通帳、キャッシュカード） 

 

あらかじめコピーをしておくと 

スムーズに返送できます。 

約 16万 2千世帯分 

5月下旬に発送 



■新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方への支援・相談窓口 

【個人向け】 

種類 内容 対象 連絡先 

貸付・融資 
緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付 

：生活資金にお困りの方への特例貸付（20万円まで）の申請を受け付けます。 

生活にお困りの

方 

所沢市社会福祉協議会相談支援課 

電話：04-2968-3960 

FAX：04-2923-4780 

助成金・支援

金・補助金・

給付金 

特別定額給付金（総務省） 

：国の施策により１人 10万円を支給するものです。 

基準日(令和 2 年

4月 27日)に住民

基本台帳に記録

されている者 

所沢市特別定額給付金コールセン

ター 

電話：0120-525237 

生活困窮者住居確保給付金 

：4/20以降、収入が減少し離職と同程度の状況の方も対象に。 

 例）単身世帯の場合は 47,700円を３カ月間支給（最大 9カ月） 

生活にお困りの

方 

所沢市あったかサポートセンター 

電話：04-2968-3960 

FAX：04-2923-4780 

国民年金 
国民年金の手続き（年金受給者向け） 

：現況届・生計維持確認届・障害状況確認届は未提出でも当面受給できます。 
国民年金受給者 

市民課国民年金担当 

電話:04-2998-9095 

FAX:04-2998-9061 

料金・税金等

の納付の先

延ばし・減免

など 

国税の納税猶予（関東信越国税局） 納税義務者 
国税局猶予相談センター（関東信越

国税局）電話：048-615-3007 

県税の納付猶予（所沢県税事務所） 納税義務者 
所沢県税事務所 

電話：04-2995-2112 

市税の納税猶予 納税義務者 
収税課 電話：04-2998-9073 

FAX：04-2998-9409 

水道料金・下水道使用料のお支払いについて 

：一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難なお客様に対し、納付の

ご相談に応じています。 

該当する水道使

用者 

所沢市上下水道お客様センター 

電話：04-2921-1080 

FAX：04-2921-1093 

介護保険料の徴収猶予・減免 

：収入減少等により介護保険料を納付することが困難になったときは、保険料

の徴収猶予や減免が受けられる場合があります。 

被保険者 

介護保険課 

電話：04-2998-9420 

FAX：04-2998-9410 

国民健康保険税の減免 

：収入減少等により国民健康保険税を納付することが困難になったときは保険

税の減免が受けられる場合があります。 

被保険者 

国民健康保険課 

電話：04-2998-9131 

FAX：04-2998-9061 

後期高齢者医療保険料の徴収猶予・減免 

：収入減少等により後期高齢者医療保険料を納付することが困難になったとき

は保険料の徴収猶予や減免が受けられる場合があります。 

被保険者 

国民健康保険課後期高齢者医療担

当電話：04-2998-9218 

FAX：04-2998-9061 

国民年金保険料の免除 

：失業・廃業等で納付が難しいときや、猶予を希望する学生の方で令和 2 年度

の学生証が入手できないときは、ご相談ください。 

国民年金加入者 

市民課国民年金担当 

電話：04-2998-9095 

FAX：04-2998-9061 

通信料金・電気料金・都市ガスの使用料金の支払い猶予 個人 各社にお問い合わせください 

所得税の確定申告（所沢税務署） 

：所得税の確定申告を 4/17以降も受け付けています。 事前予約制です。 
個人 

所沢税務署 

電話：04-2993-9111 

市民医療セ

ンターの発熱

外来 

 

市内の医療機関（かかりつけ医等）を通じた完全予約制です 

：①かかりつけ医等に電話等で相談 ②受診が必要と判断されると医師が医療

センターに依頼 ③医療センターから対象者に連絡して予約日時を決定 

医師による初診

や相談を受けた

が、その後も軽

快しない方等 

直接予約はできません。まずは市

内のかかりつけ医等に電話等でご

連絡ください。 

市役所の窓

口に行かず

に手続きでき

るもの 

建物に関する各種届出・報告書が郵送で手続きできます 申請者 
建築指導課 電話：04-2998-9180 

FAX：04-2998-9152 

郵送による住民票・戸籍証明書等の申請及び転出届。マイナンバーカードによ

る証明書のコンビニ交付及び特例転出届の電子申請（要カードリーダー）。 
申請者 

市民課 電話：04-2998-9087 

FAX：04-2998-9061 

その他相談

受付 

感染症に関連する「特別労働相談窓口」（埼玉労働局） 

：労働者や事業主からの休業、雇用調整助成金、解雇・退職、特別休暇制度等

の相談に対応します。 

労働者、事業主 
埼玉労働局相談窓口 

電話：048-600-6262 

布製マスクの全戸配布に関する電話相談（厚生労働省） 全世帯 電話相談：0120-551-299 

 

【事業者向け】 

種類 内容 対象 連絡先 

貸付・融資 

埼玉県融資制度（埼玉県） 

：中小企業者向けの融資制度です。 
中小企業者 

埼玉県産業労働部金融課 

電話：048-830-3801 

FAX：048-830-4814 

日本政策金融公庫の融資（日本政策金融公庫） 

：中小企業者向けの融資制度です。 
中小企業者 

日本政策金融公庫事業資金相談ダ

イヤル 電話：0120-154-505 

川越支店 電話：049-246-3211 

無担保・無利子で経営資金の融資 （独立行政法人福祉医療機構） 

：事業停止などになった福祉関係施設に対し、優遇融資を実施します。 

条件に該当する事業

所 

［融資］・福祉医療貸付部 

      電話：03-3438-9298 

・NPO リソースセンター 

       電話：03-3438-4756 

［返済］・顧客業務部 

       電話：03-3438-9939 

セーフティネ

ット保証の認

定申請 

セーフティネット保証 4号認定・セーフティネット保証 5号認定 

：融資等の制度を利用するための認定書を発行します。 
中小企業者 

産業振興課 

電話：04-2998-9157 

FAX：04-2998-9162 危機関連保証認定 

：融資等の制度を利用するための認定書を発行します。 

助成金・支援

金・補助金・

給付金 

持続化給付金（経済産業省）：事業全般に広く使える給付金（法人 200 万

円、個人事業者 100万円まで）を支給します。 
法人、個人事業者 

中小企業 金融・給付金相談窓口 

電話：0570-783183 

埼玉県中小企業・個人事業主支援金：県内中小企業者・個人事業主で、4

月 8 日から 5 月 6 日までの間、7 割以上休業する企業者を支援（１事業所

20万円、複数事業所 30万円）します。 

中小企業者、個人事

業主 
中小企業等支援相談窓口 

電話：048-830-8291 

埼玉県業種別組合応援金：感染症の影響を緩和するための適切な事業を

実施する業種別組合を支援します。 
業種別組合 

雇用調整助成金（埼玉労働局） 

：臨時休業等により労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等

の一部（１人１日当たり 8,330円が上限）を助成。 

事業者 
ハローワーク所沢 

電話：04-2992-8609 

働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）（厚生労働省） 

：テレワークの実施に要した費用の一部を助成します。 
事業者 

テレワーク相談センター 

電話：0120-91-6479 

小学校休業等対応助成金・支援金 （厚生労働省） 

：小学校の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために休職・休業する

保護者の所得減少に対応するため、雇用する企業（労働者 1人 8,330円上

限）や個人で仕事をする方（1日当たり定額 4,100円）を支援。 

・企業 

・委託を受けて個人

で仕事をする方 

学校等休業助成金・支援金等相談

コールセンター 

電話：0120-60-3999 

 

テイクアウト等事業転換補助金 

：事業転換に係る経費の 9割を補助（限度額 10万円）します。 

新規にテイクアウト及

び宅配を始める飲食

店 

商業観光課 電話：04-2998-9155 

FAX：04-2998-9162 

その他相談

受付 

商工業者の経営や融資に関する相談（所沢商工会議所） 中小企業者 

中小企業相談所 

電話：04-2924-5581 

FAX：04-2923-6600 

感染症に関する経営相談窓口（埼玉県よろず支援拠点） 事業者 
埼玉県よろず支援拠点 

電話：0120-973-248 

農業者・食品事業者等向けの感染症に関する相談（農林水産省関東農政

局） 

農業者、 

食品事業者等 

関東農政局企画調整室 

電話：048-740-0311・0016 

 

雇用調整助成金等の申請に関する個別相談（事前予約制） 

：相談や申請書類の作成手続きを社会保険労務士がサポートします。 

事業者 
産業振興課 電話：04-2998-9157 

FAX：04-2998-9162 

 

発行：所沢市経営企画部広報課 

Ａ 
Ｂ 
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http://www.toko-shakyo.or.jp/
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/kokuminnenkin/nenkintetuduki/nenkin202004152.html
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kouhou/sinkoku-nouhu-kigen-no-encyo.html
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/aboutnozei/syuzei20200319140504629.html
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/suido/suidouryoukin/coronavirus_osiharai.html
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kenko/kaigohoken/kaigo2/hokenryou65sai.html
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/kenkouhoken/koukikourei/fusomu_20081009115914899.html
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/kokuminnenkin/nenkintetuduki/nenkin20200415.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/jutaku/tatemono/kakusyusinsei/yuusou.html
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/sinseitodokesyoumei/kakushushomei/yusoshinsei.html
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/sinseitodokesyoumei/kakushushomei/yusoshinsei.html
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/mynumber/siminka-konbinikoufu.html
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/sinseitodokesyoumei/simin20200323103826783.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/rodosodan/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/cloth_mask_qa_.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/07j-corona.html
https://www.jfc.go.jp/
https://www.wam.go.jp/hp/fukui_shingatacorona/
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/shigotojyoho/sangyo/keieisien/yushi/safety4.html
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/shigotojyoho/sangyo/keieisien/yushi/safety5.html
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/shigotojyoho/sangyo/keieisien/yushi/kikikannrenn.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/r020131_shingatakorona.html#kyoryoku
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/r020131_shingatakorona.html#kyoryoku
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/news_topics/topics/2019/2020323-01.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10259.html
http://www.tokorozawa-cci.or.jp/news/detail.php?id=74
https://saitama-yorozu.jp/news/20200129/
https://www.maff.go.jp/kanto/kikaku/corona/index.html
https://www.maff.go.jp/kanto/kikaku/corona/index.html

