熊谷市からのお知らせ

STOPコロナ!

こん
なとき
は、こ
んな
支援
が

「みんなで守る“暮らしと仕事”の情報」
ひ まつ

他の人と十分な距離（2メートル以上）を
取りましょう！

他の人に飛沫を飛ばさないように
マスクを着けましょう！

うつらない・うつさない
不用意に指先で顔
（口・鼻・目）
を
触らないようにしましょう！

ドアノブや手すりなど人が触れるものは
こまめに清掃・消毒をしましょう！

こまめな手洗いを
徹底しましょう！

新型コロナウイルスは飛 沫感染と接触 感染によりうつるといわれています。
せき

飛沫
感染

感染者の飛沫（くしゃみ・咳・つば など）と一緒にウイル
スが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから
吸い込んで感染します。

接触
感染

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周り
の物に触れるとウイルスが付きます。他の方がそれを触
るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘
膜から感染します。

誰もが感染するリスク、誰でも感染させるリスクがあります 。新型
人との接触を8割減らす、緊急事態宣言の中、
コロナウイルス感染症から、
あなたと身近な人の命を守れるよう、
日常生活を見直して
10のポイント
みましょう 。

❶ビデオ通話で
オンライン
帰省

❹待てる
買物は
通販で

❼筋トレやヨガは
自宅で
動画を活用

❷スーパーは１人または
少人数ですいている
時間に

❺飲み会は
オンラインで

❽飲食は持ち帰り、
宅配も

❸ジョギングは少人数で
公園はすいた時間、
場所を選ぶ

❻診療は遠隔診療
定期受診は
間隔を調整

❿会話は
マスクを
つけて

❾仕事は在宅勤務

通勤は医療・インフラ・物流など
社会機能維持のために

３つの密を
避けましょう

① 換気の悪い密閉空間
② 多数が集まる密集場所
③ 間近で会話や
発声をする密接場面
手洗い・咳エチケット・換気や、健康 管理も、
同様に重要です。

出典：
『新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」資料』

市長のメッセージ
新型コロナウイルスの感染が拡大しています。
我が街でも、感染者が確認されています。
この静かな大災害により、多くの市民の皆様方の暮らしと仕事に甚大な影響が生じています。
この状況に対し、市民の皆様には、
ご自身の責任ある行動とお互いの助け合いにより、
ご自身、
ご家族の健康と仕
事を守るべく、
ご尽力をいただいておりますことに、厚く御礼を申し上げます。
ウイルスを運ぶのは、私たち
「人間」
です。
今は、
このウイルスの感染拡大を防止する、辛抱の時です。
市民の皆様には、
これまで以上に人との接触機会を減らし、手洗いや消毒、
うがい、換気などの感染予防を徹底
するなど、
ご自身や大切な方の身を守る行動をお願いいたします。
今こそワンチームとなり、
この難局を乗り切ってまいりましょう。
熊谷市長

富岡 清

市民の皆様へ

特別定額給付金
目

的

手

続

手続の時期

家計への支援のため

対

象

一人当たり一律10万円の給付を行います。

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方

一人１０万円

市から対象となる世帯主の方に申請書を郵送しますので振り込み先口座を記入し、振り込み先口座の確認書
類と本人確認書類の写しとともに返送します。手続方法は、ほかに、オンライン申請（署名用電子証明書が
搭載されたマイナンバーカードをお持ちの世帯主の方が利用可能）があります。
受付開始

オンライン申請
郵送申請

5月11日
5月27日（予定）

お問合せ先

子育て世帯への臨時特別給付金

子育て中
の方へ

給付額

総合政策部特別定額給付金室
3048−580−7600

児童手当の１万円上乗せ給付を行います。

目

的

児童手当を受給する子育て世帯に対し、その対象児童一人当たり１万円を上乗せする臨時特別給付金を支
給します。

対

象

児童手当（所得制限限度額を超過している特例給付の受給者は対象外です）の令和２年４月分の支給対象となる
児童が対象です。（※3月分の児童手当の対象となっている新高校1年生も含まれます）
■原則として、令和２年３月３１日時点に居住の市区町村から支給されます。
■支給時期は６月を予定しています。

手

続

申請は必要ありません。（公務員の方は、所属庁の証明を
受けた申請書の提出が必要となります）

ひとり親世帯等への臨時給付金
目

的

対

象

手

続

お問合せ先

お問合せ先

福祉部こども課
3048−524−1111（内線289）

児童扶養手当および就学援助受給世帯を支援します。

児童扶養手当および就学援助の受給世帯（共に生活保護世帯を除く）に対して、熊谷市独自の子育て支援
臨時給付金を支給し、生活の安定を図ります。
次の①または②の受給世帯が対象です。ただし、令和２年４月末時点の生活保護世帯を除きます。
①児童扶養手当 令和２年４月末時点で４月分手当が支給対象となっている世帯
※令和２年４月末時点で現況届未提出の世帯を除く。
②就学援助
令和２年４月１日時点で認定となっている世帯
※上記①および令和２年４月末時点で認否が決定されていない世帯は除く。
申請は必要ありません。
※既に登録のある口座へ振り込みます。

支給額

各世帯一律３万円

支給時期

６月１０日（予定）

3048−524−1111（内線292）
上記①について 福祉部こども課
上記②について 教育委員会教育総務課 3048−524−1111（内線382）

市税等の徴収猶予の「特例制度」

税
猶予
対

象

内

容

手

続

以下の①および②のいずれも満たす方が対象です。
①新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20パーセント
以上減少していること。
②納付すべき市税等を一時に納付することが困難であること。
申請により１年間、徴収の猶予を受けることができます。対象となる税目は、令和２年２月１日から令和３年１月３１日
までに納期限を迎える市税等です。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
詳しくは、熊谷市総務部納税課まで
ご相談ください。

お問合せ先

総務部納税課

3048−524−1111（内線281）

新型コロナウイルスの影響による法人市民税の申告・納付期限の延長

新型コロナウイルスの影響により、期限までに法人市民税の申告・納付が困難な場合、国税である法人税の取扱いに準じ、申告・
納付期限の個別延長を受け付けます。なお、この場合、申告期限および納付期限は原則として申告書の提出日です。
手

続

熊谷市ホームページをご覧ください。

お問合せ先

総務部市民税課
3048−524−1111（内線245）

障害のある方に対する軽自動車税(種別割)の減免の申請期限延長

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため申請期限を令和２年６月１日（月）から同年７月３１日（金）まで延長します。
対

象

令和２年度軽自動車税(種別割)納税通知書が届いた障害者減免の要件に該当する方

手

続

減免の対象および手続の詳細については、納税通知書に同封の「納税者の皆さまへ」をご覧ください。
申請時期によっては督促状が発送される場合がありますが、申請に影響はありませんのでご了承ください。

お問合せ先
2

総務部市民税課

3048−524−1111（内線245）

働く方へ
貸付対象者
貸付上限

緊急小口資金

休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計
維持のための貸付を必要とする世帯
・学校等の休業、
個人事業主等の特例の場合、
２０万円以内
・その他の場合、１０万円以内

据置期間 １年以内
お問合せ先

償還期限 ２年以内

貸付利子

無利子

熊谷市社会福祉協議会 3048−521−2735

総合支援資金（生活支援費）

貸付対象者
貸付上限

収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難になっている世帯
・2人以上は月２０万円以内
・単身は月１５万円以内 ※貸付期間は原則３月以内

据置期間 １年以内

償還期限

10年以内

貸付利子

無利子

コールセンター 7 0120−46−1999（平日・休日9:00〜21:00）

休業手当
状

況

お問合せ先

会社から指示されて仕事を休んでいる。

主な内容

ハローワーク熊谷 3048−522−5656

労働者は、正規、非正規を問わず平均賃金の６割以上の休業手当をもらえる。

コールセンター 7 0120−60−3999（平日・休日9:00〜21:00）

労災保険の休業補償
状

況

主な内容
お問合せ先

業務や通勤で感染して働けなくなった。
休業4日目から、おおむね平均賃金の８割を補償

熊谷労働基 準監督署 3048−533−3611
労災保険相談ダイヤル 30570−006031

雇用保険の失業給付
状

況

主な内容
お問合せ先

解雇や雇い止めで失業した。
仕事を探す間、おおむね離職前賃金の
45〜80パーセントを最長約1年にわたって給付

ハローワーク熊谷 3048−522−5656

市立学校の休業期間の延長および対応
県からの要請を受け、市立幼稚園・小・中学校の休業期間を延長し、小・中学校の臨時休業中には、以下のとおり、対応しています。

５月３１日（日）まで延長します。

臨時休業期間

臨時休業期間中の小・中学校の対応
（1）家庭学習の支援

各学校からの家庭学習課題等の活用のほか、在学児童・生
徒のご家庭に向け、WEB版「くまなびスクール」により子どもた
ちの家庭学習を支援し、学力を保障します。

【WEB版「くまなびスクール」の内容】

・子どもたちが教科書や熊谷市が独自に作成した「学力向上テキ
スト」等を見ながら、家庭学習に取り組むことができる学習動
画を配信します。
・動画は、子どもたちの集中力等を考慮し、学習内容を絞り、
10分 程 度の講 義 や練 習問題（解説 入り）などを配 信してい
ます。
・熊谷市教育委員会学習支援コンテンツ（ホームページ）の公開
は、ログインIDとパスワードにより、児童・生徒、保護者、
教職員のみが視聴できる「限定公開」としています。
・教育委員会と市内全ての小・中学校が協力して学習動画を幅
広く作成し、４月下旬から順次配信しています。

（2）校庭の開放

子どもたちの運動不足およびストレス解消のため、小・中学
校の校庭を在学児童・生徒に、密状態に配慮しながら、時間を
限定して（２時間程度）開放しています。

（3）児童の預かり

この度の臨時休業に際し、小学校低学年（１〜３年）の児童、
特別支援学級の児童・生徒で、児童クラブ等に預けることがで
きず、かつ自宅で一人で過ごすことができない場合に限り、学
校で預かりをしています。
なお、人数が多いと、感染防止という臨時休業の趣旨にそぐ
わないため、お困りのご家庭に限定させていただくことに、ご
理解、ご協力をお願いしています。
お問合せ先

教育委員会学校教育課

3048−524−1111

（内線386）

住居の確保が困難となった方への市営住宅の提供
目

的

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等で、住居の確保が困難となった方を対象として、市営住
宅の一時提供を行います。

対

象

住所または離職前の勤務場所が熊谷市内にあり、今回の新型コロナウイルス感染症によって、離職、雇い止
め等に遭い、現在居住している住宅からの退去を余儀なくされた方やその見込みのある方。

提供住宅
期間
使用料

提供住宅：籠原住宅１戸、中妻住宅１戸（申込状況により、
手 続
予算の範囲内で追加提供する予定です）
お問合せ先
提供期間：原則入居から６か月間
使用料等：月額家賃 おおむね10,000円〜15,000円
光熱水費、共益費、駐車場使用料は自己負担

申込書・添付書類など、
詳しくは建設部営繕課までご相談ください。
3048−524−1111（内線337）
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支援をお探しの経営者の方へ
「STOPコロナ」小規模事業者緊急支援事業のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業に影響を受けた市内の小規模事業者〔
対して、事業継続等の取組を応援するため、熊谷市独自の緊急支援金を支給します。
１事業者に対し１０万円を支給します。
（1回のみ・ 口座振り込みが必須）

給付額

〕に

商業・サービス業で従業員５人以下、
製造業その他で２０人以下（下記参照）

市内で事業を営んでいる
小規模事業者（事業収入が主）の方

支給対象

①新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として 月間の売上げが前年同月比で５パーセント以上減少していること
②昨年の事業収入が収入全体の過半以上を占めていること
③市内に本店・住所を有する法人、市内に住所および事業所を有する個人事業主（基準日：令和２年１月１日時点）
④直近の年分の確定申告をしていること

支給要件

①申請書等は熊谷市役所、大里・妻沼・江南各行政センター、熊谷商工会議所、くまがや市商工会本所・南支所で配布す
るほか、熊谷市ホームページからもダウンロードが可能です。
②必要書類を申請書に同封の返信用封筒
（熊谷市ホームページから申請書をダウンロードして申請される方はご自身でご
用意ください）
に入れ、郵送で申請してください。※感染拡大防止の観点から、窓口での申請受付は行いません。

申請方法

令和2年7月31日（金）※消印有効

申請期限

※支援金総額が予算額に達した時点で、一旦受付を終了します。

お問合せ先

産業振興部商工業振興課
3048−524−1111（内線499）

申請に必要な書類（申請書兼請求書以外、全て写しで可）
□申請書兼請求書（様式第1号）の原本
※別に配布している申請書等一式に
同封のもの
□売上が減少したことを証明する帳簿等
□通帳の写し
（個人事業主は申請者名義、法人は法人名義）
【通帳の写しの例】

次の項目が全て記載されている
ページをコピー（濃く）してください。

・金融機関名

・口座名義人

・支店（支所）名 ・口座番号
おなまえ

クマガヤ

店番号

タロウ

□本人確認書類（免許証、マイナンバーカード、 □直近の事業年分の確定申告書
※1枚目のみ
保険証等）
□令和元年分の確定申告書B（第一表）
□法人事業概況説明書
※1枚目のみ
□市内で事業を営んでいることが分かるもの
（開業届、営業許可証、店舗の賃貸借契約書等）
小規模事業者とは、以下の商工業者（会社法上の会社またはフリーランスを含
む個人事業主）とします。医者、農業、一般社団・財団法人、特定非営利活動法人、
学校法人等は除きます。

【売上げ比較例】

5パーセント減

業

常時使用する従業員の数
（※パート・アルバイト従業員除く）

種

製造業その他の業種

様

口座番号

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

支店名
○○○○銀行

売上げ

20人以下

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く） 5人以下
※その他、詳細事項については、熊谷市ホームページでご確認ください。

持続化給付金

新型コロナウイルス感染症拡大により、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
支給対象者
お問合せ先

法人は200万円以内、個人事業主は100万円以内（ただし、昨年１年間の売上げからの減少分を上限とします）
売上減少分の計算方法：前年の総売上げ（事業収入）−（前年同月比▲50パーセント月の売上げ×12か月）
①ひと月の売上げが前年同月比で50パーセント以上減少している事業者
②2019年以前から事業による収入（売上げ）を得ており、今後も事業を継続する意志がある事業者
③法人の場合は、資本金の額もしくは出資の総額が10億円未満、または定めがない場合、
常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者

持続化給付金事業コールセンター 7 0120−115−570（平日・休日8:30〜19:00）

埼玉県中小企業・個人事業主支援金
対象企業
支援額

２０万円または３０万円（複数の事業所を有する場合）

申請方法

申請受付中。電子申請を活用し、対面による感染拡大を
防止するとともに迅速な支給を実施予定

お問合せ先

4

県内中小企業・個人事業主で、新型コロナウイルス感染
症の影響を受けて令和2年４月８日から５月６日までの
間、７割（20日間）以上休業する方

埼玉県中小企業等支援相談窓口
3048−830−8291
30570−000−678（ナビダイヤル）
（平日・休日9:00〜18:00）

雇用調整助成金の特例措置
緊急対応期間 令和2年4月1日〜6月30日
主な内容
お問合せ先

感染症の影響を受ける事業主に休業手当を助成
助成率5分の4（中小）、3分の2（大企業）
解雇等を行わない場合は、10分の9（中小）、4分の3（大企業）

ハローワーク熊谷

3048−522−5656
コールセンター

7 0120−60−3999

（平日・休日9:00〜21:00）

資金繰りでお困りの事業者の皆様へ

緊急融資制度の概要

国

日本政策金融公庫
新型コロナウイルス感染症特別貸付け（実質無利子・無担保）

認定対象者
要件
貸付
期間

売上高が前年同期比で5パーセント以上減少
利子補給制度（3年） ・個人事業主：▲5パーセント ・小規模事業者：▲15パーセント ・中小企業者：▲20パーセント
補給対象上限 ・国民事業3,000万円 ・中小事業１億円

設備資金20年
融資 国民生活事業6,000万円
運転資金15年（どちらも据置5年） 限度額 中小企業事業3億円

お問合せ先

利 率

国民事業 1.36パーセント→0.46パーセント
中小事業 1.11パーセント→0.21パーセント
※3年間は基準金利から▲0.9パーセント、
（適用上限）
国民事業3,000万円・中小事業１億円
12年目以降、
基準金利に変動あり

［平日］日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル 7 0120−154−505

県

埼玉県制度融資
経営安定資金
災害復旧関連

特定業種関連

売上高等が前年同期比で

対象者 ・20パーセント以上減少(セーフティネット保証4号認定)
要件 ・15パーセント以上減少(危機関連保証認定)
貸付 設備・運転資金10年
融資 1億6,000万円
期間 （据置5年、危機関連2年） 限度額
利 率

年0.5パーセント以内

売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少

対象者 （セーフティネット保証5号認定）
要件 ※経済産業大臣が指定する業種
貸付 運転資金10年
期間 （据置5年）
利 率

※ほかに保証料率年0.8パーセント以内

年0.6パーセント以内

※ほかに保証料率年0.68パーセント以内

経営あんしん資金
対象者
要件

売上高等が前年同期比で減少または減少見込み

貸付 運転資金10年
期間 （据置5年）
お問合せ先

年0.8パーセント以内

※ほかに保証料率
年0.45〜1.64パーセント

埼玉県産業労働部金融課 企画・制度融資担当

3０４８−８３０−３８０１、３８０３

熊谷市制度融資
緊急経営安定資金

一般事業資金
中小企業者等

融資
限度額 5,000万円
お問合せ先

利 率

※令和2年5月1日から、
新型コロナウイルス感染症対応資金が
創設されました。
詳しくは、埼玉県ホームページで
ご確認ください。

（融資申込み先）熊谷商工会議所・くまがや市商工会またはお取引のある金融機関へお願いします。

市
対象要件

融資 1億円
限度額

融資 1億円
限度額

貸付 設備・運転資金10年以内
期間 （据置6箇月）
年1.7パーセント

※同年0.45 〜 1.59パーセント信用保証料補助制度有

利 率 ・3年間50パーセント利子補助、
その後2年間25パーセント

対象要件

貸付
期間

中小企業者

融資
限度額 300万円

利 率

運転資金1年以内

年1.75パーセント（信用保証無）
年1.25パーセント（信用保証有）
※信用保証は、申込者と金融機関の協議

・全額利子補助

熊谷市産業振興部商工業振興課 3０４８−524−1111（内線４６７・４７７）

※お取引のある金融機関へご相談ください。

信用保証制度

自然災害等の突発的事由(4号)や全国的に業況の悪化している業種に属する(5号)ことにより、経営の安定に支障を生じている中小企業
者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常(一般)の保証限度額とは別枠で借入債務を保証する制度

セーフティネット保証4号・5号

一般保証とは別枠（2.8億円）で保証。4号は全国47都道府県を
対象地域に100パーセント保証、5号は影響を受けている業種を
対象に80パーセント保証。

危機関連保証

突発的に生じた大規模な経済危機時に、セーフティネット保証と
はさらに別枠（2.8億円）で、全国・全業種を対象に100パーセント
保証。

保証限度額

一般保証枠（2.8億円）＋セーフティネット保証4・5号枠（2.8億円）＋危機関連保証枠（2.8億円）

お問合せ先

お取引のある金融機関または埼玉県信用保証協会熊谷支店 3048−521−5221（平日・休日9:00〜17：00）
5

サギ（詐欺）
にご注意ください ! !

「怪しいな？」と思ったら、
遠慮なくご相談ください

「申請を手伝う」
とかたって、皆様の大事な財産を奪おうとする者が
います。給付金等に関して、市役所が以下のようなことをすること ●熊谷警察署 3048−526−0110
は絶対にありません。

●警察相談専用ダイヤル「＃9110」
●消費者ホットライン
「188」
（局番なしの3桁）
●新型コロナウイルス給付金
関連消費者ホットライン
70120−213−188

●現金自動預払機（ＡＴＭ）の操作をお願いすること
●キャッシュカードを預かること
●受給に当たり、手数料の振り込みを求めること
また、不審なメールは、
ＵＲＬをクリックしたり、添付ファイルを開
いたりしないでください。

相

●県民サポートセンター

談

窓

口

一般的な相談に対応するほか、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。
相談先

受付時間

県民サポートセンター

電話番号等

24時間対応（土曜日、日曜日、祝日も実施）

0570−783−770
FAX：048-830-4808

●帰国者・接触者相談センター

感染が疑われる場合にご相談ください。
相談先

受付時間

電話番号等

帰国者・接触者相談センター

平日昼間（8:30〜17:15）

048−523−2811
FAX：048-523-4486

○帰国者・接触者相談センターにて相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターから
医療機関を紹介しますので、
勧められた医療機関を受診してください。
複数の医療機関を受診することはお控えください。
○受診する際は、
事前に医療機関に連絡するとともに、
マスクを着用し、
公共交通機関の利用を避けて受診してください。
◎一般の発熱によりかかりつけ医を受診する場合も、
事前にかかりつけ医に電話で相談の上、
指示に従って受診してください。

そ

●こころの相談
相談先

受付時間

熊谷保健センター

平日昼間
（8:30〜17:15）

の

他

電話番号等

048−526−5737
FAX：048-526-5933

●DVに関する相談

相

談

●母子・妊婦に関する相談
相談先

受付時間

母子健康センター

平日昼間
（8:30〜17:15）

電話番号等

048−525−2722
FAX：048-526-1950

●子どもの虐待に関する相談

相談先

受付時間

男女共同参画室

平日昼間
（8:30〜17:15）

電話番号等

048−599−0011
FAX：048-599-0012

市のコロナ対策事業へ募金のご協力を

−「STOPコロナ」がんばれ熊谷応援寄附金の募集−

皆さんの善意を、次の方法で募集しています。
・募金箱の設置（本庁舎１階・３階、各行政センター１階）
・寄附申出の受付（企画課3048-524-1111 内線529）
・市外の方からは、ふるさと応援寄附金制度（ふるさと納税）でも
お受けします。
お問合せ先

の

総合政策部企画課 3048-524 -1111（内線529）

こんなにきもちのいい季節に、
家にいてくれてありがとう。
みんなのたいせつな人や
最前線でがんばってくれている人のために、
ガマンしてくれてありがとう。
ひとりはみんなのために。
みんなはひとつのために。

相談先

こども課

受付時間

電話番号

平日昼間
（8:30〜17:15）

048−527−2700

未使用の雨合羽などを募集します
−「ＳＴＯＰコロナ」たすけあい雨合羽事業−

医療現場、救急等で使用するため、次の方法で募集しています。
募集品目 未開封の防護服、雨合羽
受付場所 本庁舎１階市民相談室、各行政センター地域振興係
受付時間 平日9:00~16:00
※感染防止のため、できるだけ
受付方法 郵送（着払不可）または持参 郵送でお願いします。
お問合せ先 産業振興部商工業振興課 3048-524 -1111（内線505）

※掲載している記事は、令和２年５月8日現在の情報に
基づいて作成しています。
発行／熊谷市広報広聴課
TEL 048−524−1111
（内線212）
この冊子は70,000部作成し、印刷に掛かる市の負担は、1部当たり15円です。

