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個人 ・ 家族向け個人 ・ 家族向け

　5月12日時点で公表または実施が予定されている情報を、「個人・家族向け」「事業者向け」に分けて
掲載しています。内容について詳しくは、各問い合わせ先または新型コロナウイルス対策室へご連絡く
ださい。

市
の
独
自
支
援

　市から利用の自粛を要請し
た期間について、放課後児童
クラブの利用料を免除します。
対象／放課後児童クラブ利用者
対象期間／3月～5月
※期間は延長する場合があり
ます。

問／子ども福祉課（☎内線394）

③放課後児童クラブの
利用料免除

　児童・生徒の食生活を支援
するため、①の割増商品券を
対象の家庭に郵送します。
内容／児童・生徒1人につき1
万円分の商品券を配布

対象／就学援助費受給認定者
（5月29日までに申請し、
認定を受けた方）

問／学校教育課（☎内線564）

①割増商品券

　新型コロナの影響により、
売り上げが激減している飲食
店や市民の生活を応援するた
め、当事業の参加飲食店（市
観光物産協会が募集する「持
ち帰り・出前」参加店を含む）
で使用できる、2,000円相当
の商品券を1,000円で販売し
ます。
※ 詳しくは、裏面をご覧くだ
さい。

②就学援助を受ける児童・
生徒への商品券無償配布
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　新型コロナの影響を
受けている子育て世帯
の生活を支援します。
対象／児童手当受給者
（基準日：3月31日）

給付額／ 児童1人につき
1万円

問／子ども福祉課
　　(☎内線396）

⑤子育て世帯への
臨時特別給付金

　新型コロナの感染拡
大による家計への支援
を行います。
対象／4月27日現在で
住民基本台帳に登録
されている方

給付額／1人10万円
問／新型コロナウイル
ス対策室
　（☎23-5228、
☎23-7207）

④特別定額給付金

対象／離職・廃業から2年以内または休業によ
り離職などと同程度の影響を受けている方

※収入や求職などの条件を満たす必要があり
ます。

支給限度額／世帯人数により支給額が異なり
ます（単身世帯：3万5,000円、2人世帯：
4万2,000円、3人世帯：4万6,000円など）

支給期間／3カ月（最大9カ月分）
支給方法／賃貸住宅などの賃貸人などへの代
理納付

問／市社会福祉協議会（☎29-3970）

⑥住居確保給付金

市が利用自粛を要請し
た場合に、利用者負担額
を日割り計算します。
対象／保育所等利用者
期間／4月15日～

5月31日
※期間は延長する場合が
あります。

問／子ども福祉課
　　(☎内線392）

⑦市税等の徴収猶予 ・ 減免

対象／新型コロナの影響
で一定程度の収入が下
がった方

※条件を満たす必要があ
ります。

問／ねんきん加入者ダイヤル
　　（☎0570-003-004）
　　仙台南年金事務所
　　（☎022-246-5111）
　　市民課
　　（☎内線225・226）

⑧国民年金保険料
の免除申請

⑨保育所等利用者負担額
の日割り計算

対象／新型コロナの影響で一定
程度の収入が下がった方

徴収猶予／市民税、固定資産税、
軽自動車税、国保税、介護保険
料、後期高齢者医療保険料

減免／国保税、介護保険料、後期
高齢者医療保険料（詳細は決
まり次第お知らせします）

問／税務課：
　　 猶予（☎内線253・254）
　　　減免（☎内線243・246）
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対象／新型コロナの影響で、今
年のいずれかの月の売り上げ
が、前年同月比で50％以上
減少した事業者

給付額／中小企業・各種法人：
 最大200万円、
 個人事業者：最大100万円
※昨年1年間の売上からの減少
額が上限。

問／持続化給付金事業コールセ
ンター（☎0120-115-570）

①持続化給付金

対象／臨時休業などにより
子どもの世話が必要に
なった保護者に対し、有
給の休暇を取得させた事
業主

※労働基準法の年次有給休
暇を除く。

対象期間／2月27日～
 6月30日
問／コールセンター
　　（☎0120-60-3999）

③小学校休業等対応
助成金

対象／新型コロナの影響で休
業手当（パートを含む）を
支払うなどした事業主

助成額／支払った休業手当な
どの一部を助成
※5月1日に特例が発表され
ました。

措置期間／4月1日～
 6月30日
問／コールセンター
　　（☎0120-60-3999）

②雇用調整助成金
（特例措置）

中小事業者に対する軽減措置／
償却資産および事業用家屋の
税率を0～2分の1に軽減

対象／新型コロナの影響により、
2～10月までの任意の3カ月
間の売上高が、前年同期間と
比べて30％以上減少している
事業者

※詳細は決まり次第お知らせし
ます。

問／税務課(☎内線247・248)

⑥固定資産税
（令和3年度課税分）

対象／新型コロナの影響で
一時的に納付が困難な事
業者

※条件を満たす必要があり
ます。

※換価の猶予が認められる
場合があります。

問／国税：仙台南税務署
　　（☎022-306-8001）、
　　県税：仙台南県税事務所
　　（☎022-248-2963）

⑤国税 ・ 県税の徴収猶予

対象／新型コロナの影響
で、保険料納付により事
業の継続などが困難な事
業者

※条件を満たす必要があり
ます。
※換価の猶予が認められる
場合があります。

問／仙台東年金事務所
　　（☎022-257-6111）

④厚生年金の納付猶予

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業などに係る収
入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受け
ることができます。また、担保の提供は不要で、猶予期間中は
延滞金もかかりません。
対象／次の全てに該当する納税者、特別徴収義務者（個人法人
の別、規模は問いません）
①２月以降の任意の期間（1カ月以上）に、事業などに係る収入
が前年同期に比べておおむね20％以上減少している方

②一時に納付し、または納入を行うことが困難である方
対象税目／２月１日～令和３年１月31日に納期限が設定されて
いる市県民税、固定資産税、軽自動車税、法人市民税、国保
税

申請方法／税務課に備え付けの徴収猶予申請書に必要事項を記
入の上、収入が前年同時期に比べておおむね20％減少し、一
時に納付が困難であることを示す書類と併せて郵送または窓
口で提出（申請書は市ホームページからダウンロード可）

申請期限／6月30日または納期限のいずれか遅い日
問／税務課（☎内線253）

市の独自支援の詳細については、 裏面をご覧ください。

市税の徴収猶予
新型コロナウイルスに便乗した新型コロナウイルスに便乗した

詐欺にご注意ください詐欺にご注意ください

　国や市の職員を名乗り、給付
金やマスクの配布などについて
紹介し、最終的に個人情報を聞
き出そうとします。
　また、預金残高や家族構成、
人柄、話しやすさなどから詐欺
の対象を判断します。

【対策】
怪しい電話はすぐに切り、メー
ルなどは無視してください。

相談／市消費生活相談
　（☎内線235、
　 毎週月・水・金 9時～15時）
　消費者ホットライン（☎188）
　岩沼警察署（☎22-4341）

個人も
事業者も

事 業 者 向 け事 業 者 向 け



5月11日から申請受付を開始しました
　新型コロナ拡大により、売上げが著しく減少した市内の事業者に対し、事業の継続を支援す
るため、運転資金などに使用できる給付金を支給します。
対象／次の全てに該当する市内事業者（大企業を除く）
●令和2年1月~5月のいずれか1カ月の売上額が、前年同月比で50%以上減少していること
（令和元年6月～令和2年3月に創業した方には特例があります）
●市内に店舗、工場、事務所、営業所などを有する法人および個人事業者
※法人は営利法人（株式会社、合同会社、合資会社、有限会社）に限定します。
給付額／
①【応援給付金】売上額が前年同月比で50%以上減少している場合は10万円
②【家賃加算】①の該当者で、テナントでの営業など、家賃を支払っている場合は10万円加算
③【協力金非該当加算】①の該当者で、県の休業要請および協力依頼を行う施設に該当しておら
ず、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の対象外である場合は10万円加算
※協力金非該当加算と下の協力金の重複受給はできません。
※申請方法など詳しくは、市ホームページまたは市民体育センター(市役所向かい)に備え付
けの案内チラシをご覧ください。

申請締切／6月30日（申請は郵送でお願いします）
問／事業継続応援給付金班（☎23-5264）

市事業継続応援給付金

　感染症の影響を受けて
県の制度融資を利用した
場合に、支払った保証料
の一部を補助します。
対象／市内中小企業・
　　　小規模事業者
補助金／上限50万円
　　　（補助は1回限り）
問／商工観光課
　　（☎内線322・323）

民間金融機関による融資
（セーフティネットなど）への

保証料の補助

「いわぬま飲食店割増商品券」 販売事業

市新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金

5月11日から申請受付を開始しました
　県の要請や協力依頼に応じ、施設の使用停止や営業時間の短
縮に全面的に協力いただいた事業者に協力金を支給します。
給付額／1事業者につき30万円
対象事業者／市内事業者（大企業を除く）、NPO法人、農業法人、
社会福祉法人、社団法人など

対象施設／県ホームページをご覧ください
要件／4月24日以前に事業を開始し、かつ、営業の実態があ
る事業者で、4月25日～5月6日の全期間、施設の使用停止
（食事提供施設にあっては営業時間などの短縮）の要請に全
面的に協力いただくこと
※自主的な休止や営業時間の短縮は対象となりません。
※必要書類など詳しくは、市ホームページまたは市民体育セン
ター（市役所向かい）に備え付けの案内チラシをご覧ください。

申請締切／6月30日（申請は郵送でお願いします）
問／新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金班（☎23-5240）

販売開始日／5月24日　8時30分～10時30分（売切れ次第終了）
※混雑時には、時間を早めて販売する場合があります。
販売価格／1セット1,000円（500円相当の商品券×4枚）
※1人2セットまで購入可。（未就学児を除く。）
販売場所／①市役所、②グリーンピア岩沼、③いわぬまひつじ村向かい駐車場
　　　　 （①は感染予防対策をした対面販売方式、②③はドライブスルー販売方式）
※お越しの際は、マスク着用など感染拡大防止にご協力をお願いします。
有効期間／5月24日～7月31日

<当事業に参加希望の飲食店を募集中>

参加希望の飲食店は、5月18日正午までに市商工会へ連絡してください。
問／市商工会（☎22-2526）、商工観光課（☎内線322）

「いわぬま飲食店割増商品券」 販売事業

個人も事業者の皆さんも


