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　新型コロナウイルス感染症（以下、新型コロナ）により、大きな影響を受けている市民生活や事業活動、医
療・福祉現場、学習活動を支えるため、財政調整基金32億円を活用し総額（概算）430億円(うち、市負担34億
円）の14の取り組みを進めます。

 特別職の給料・市議会議員の報酬を20%減額へ
　新型コロナ関連対策経費の財源とするため、5月から10月までの市長、副市長、教育長、水道事業管理者の
特別職の給料と、市議会議員全員の報酬を20％減額します。

 会計年度任用職員を緊急雇用
　新型コロナの感染拡大に伴う経済規模縮小などで職を失った人や内定を取り消された人を雇用しました。

新型コロナウイルス感染症緊急対策 始動新型コロナに関する支援情報一覧
前月号に続き、支援情報を掲載します。最新の情報は市ホームページで確認してください。

アクションプラン①
子育て世帯への臨時特別給付金の支給

　対象児童1人につき1万円を6月中旬に振り込みま
す。申請不要。公務員は、勤務先の証明を受けた申
請書を子育て給付課へ提出してください。d令和２
年４月分（3月分を含む）の児童手当（本則給付）の受
給者。※児童1人につき5000円支給の特例給付受給
者は対象外。c子育て給付課（m6384・1470n63 
68・7349）。

アクションプラン③
未就学児の給食費を3月まで無償化

　5月〜3月まで、3〜5歳児の給食費を月額上限
6000円まで無償化。d市内在住の3歳〜5歳児が利
用する特定教育・保育施設など。c保育幼稚園室

（m6384・1592n6384・2105）か、こども発達
支援センター（m6339・6105）。

アクションプラン④
小学生の給食費を3月まで無償化、中学生は半額

　市立小学校は給食費を無償化。市立中学校は選択
制で1食340円の給食費を半額の170円に。c保健
給食室（朝日町m6155・8153n6383・6017）。

アクションプラン⑤
国民健康保険・後期高齢者医療制度の傷病手当金

　新型コロナの感染（疑い含む）により仕事を休むこ
とによって受け取ることができなかった給与などの
3分の2相当額を支給（後期高齢者医療制度分は申請
書の受付）。d感染した（疑い含む）被保険者のうち、
就労ができなくなったことで勤務先から給与などが
受け取れなかった世帯の世帯主（後期高齢者医療制
度は被保険者）。自営業などを除く。c国民健康保
険課給付担当（m6384・1337n6368・7347）。

市ホームページ

市民生活への支援
①子育て世帯に臨時特別給付金1万円を支給 　　
② ひとり親世帯（児童扶養手当受給世帯）に5万円を支給 
③未就学児の給食費を3月まで無償化 
④ 小学生の給食費を3月まで無償化、中学生は半額 
⑤ 感染（疑い含む）により仕事を休んだ国民健康保険加入者などに傷病手当金を支給 　　
⑥全市民に特別定額給付金10万円を支給 　　

事業活動への支援
⑦ 中小企業・個人事業主に休業要請支援金を支給 　　
⑧ 府制度融資（セーフティネット保証）の信用保証料を補助 
⑨デリバリーに取り組む飲食店を支援 
⑩小規模事業者応援金20万円を支給 
⑪ 事業者向けポータルサイト開設・クラウドファンディング支援 

医療・福祉現場への支援
⑫特定病院に医療物資購入費などを補助 
⑬ 保育所などに感染防止用物品等の購入補助・配付 　　

学習活動への支援
⑭小中学生に1人1台のパソコンを導入 　　

　各支援策は、市独自制度のほか、国や府の制度を利用しているものもあります。詳しい内容は、①③④⑤⑥
は3ページ、⑧⑨⑩⑪は5ページを確認してください。⑦は5月末で受付終了。
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民間施設、妊婦などに備蓄マスクを配付

　妊娠により免疫力が低下し感染しやすい妊婦
や、働く人を通じた感染拡大防止のため医療機関
や福祉施設、教育・保育施設などに合計約30万
枚のマスクを配付しました。

心温まる寄付　ありがとうございました

　企業・団体・市民のみなさんから、新型コロナ
予防のためのマスクや消毒液などたくさんの寄付
をいただきました。市内の公共施設・福祉施設な
どで、大切に活用させていただきます。詳しくは、
市ホームページを確認してください。

　新型コロナ緊急経済対策として、家庭への支援を行うため、給付対象者1人当たり10万円を給付します。
 給付対象者と受給権者 　
給付対象者　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　給付対象者の属する世帯の世帯主。
受付　オンライン申請・郵送申請とも開始しています。
口座振込　申請書の受付後順次。振込予定日はホームページなどに掲載します。
申請期限　8月25日㈫まで。

 申請方法 
郵送で申請　5月21日㈭から順次全世帯に発送。必要事項を書いて、振込先口座の確認書類、本人確認書類の写しととも
に同封の返信用封筒で返送してください。
オンラインで申請（マイナンバーカード所有者が利用可能。）　マイナポータルから振込先口座を入力したうえで、振込先口
座の確認書類をアップロードし、電子申請してください。電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要。

 相談窓口 
期間　5月22日㈮〜6月30日㈫午前9時〜午後5時。土・日曜日、祝日は休み。
場所　市役所正面玄関ロビー。
内容　申請書の記入方法などの相談。
※予約制です。詳しくは、市ホームページを確認するか、コールセンターへ問い合わせてください。
c特別定額給付金コールセンター（m050・5370・7935＝午前9時〜午後5時30分。土・日曜日、祝日は休み。）

特別定額給付金　10万円の給付金が支給されます アクションプラン⑥
 新型コロナウイルス感染症緊急対策アクションプランを決定
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　緊急経済対策として、給付金の支給や資金繰り支援、デリバリーに取り組む飲食店の支援など
を行っています。詳しくは市ホームページ事業者向け支援情報ページで確認してください。また、
吹田商工会議所で個別の相談も受け付けています。事前に予約が必要。c地域経済振興室（m638 
4・1356n6384・1292）か吹田商工会議所（m6330・8001）。

貸付金について
No. 支援制度名 内容 対象 問い合わせ

1
生活福祉資金貸
付相談窓口

月〜金曜日午前9時〜午後5時。
収入が減少し、今後の生活について
相談したい人。

吹田市社会福祉協議会
m6339・1205

住まいに関すること 
No. 支援制度名 内容 対象 問い合わせ

1
住宅の確保に関
する相談

住居確保給付金など、利用可能な制
度を案内します。

新型コロナの影響により、収入が著
しく減少し、民間賃貸住宅の家賃の
支払いが困難な人。

生活困窮者自立支援セ
ンター
m6384・1350
n6368・7348
住宅政策室
m6384・1923

2
住宅の確保が困
難な人への市営
住宅の提供

住居を確保することが困難な人に一
時的に市営住宅を提供します。5月
18日からは先着順で受け付け。

新型コロナの影響による、大幅な収
入減、解雇などにより、生活が困窮
し、住居を確保することが困難な人。

住宅政策室
m6384・1923
n6368・9902

3
市営住宅入居者
の家賃の減免

収入の状況に応じて、市営住宅の基
本家賃を減額します。

収入が著しく減少し、市が定める基
準以下となった入居世帯。

納付猶予・減免など
No. 支援制度名 内容 対象者 問い合わせ先

1
上下水道料金の
納付猶予

支払期限の延長や分割納付ができる
場合があります。

新型コロナの影響により、一時的に
上下水道料金の納付が困難な人

水道部総務室料金担
当
m6384・1255
n6384・1534

2
国民年金保険料
の免除

一定の要件に該当する人は、本人の
申請に基づき、国民年金保険料の免
除が適用できる場合があります。

新型コロナの影響により、失業、事
業の廃止（廃業）、休止の届け出を行
い、一時的に国民年金保険料を納付
することが困難な人

吹田年金事務所
m6821・2401
国民年金課
m6384・1209
n6368・73463

年金の支給に関
する届出の提出
期限の延長

2月末日以降が提出期限の届書の提出
が遅れた場合でも、年金、年金生活
者支援給付金について、給付が受け
られる場合があります。

現況届、生計維持確認届、障がい状
態確認届などが提出できていない人

4
介護保険料の納
付猶予・減免

相談内容に応じて、介護保険料の納
付猶予・減免などの対応を行います。
相談は電話かファックスで。

新型コロナの影響による失業、休業
などにより収入が著しく減少し、介
護保険料の納付が困難な人

高齢福祉室介護保険
担当
m6384・1343
n6368・7348

5
国民健康保険料
の 徴 収 免 除・ 減
免

国民健康保険料の減免を受けられる
場合があります。

新型コロナの影響による失業などで
現在の世帯の所得が前年中の所得よ
り大幅に減少し、国民健康保険料の
納付が困難な人

国民健康保険課
m6384・1241
n6368・7347

新型コロナに関する支援施策一覧（事業者向け）

　事業の継続を支援するため、中小法人などは200
万円、個人事業者は100万円を上限に、売上減少分
を支給します。d新型コロナの影響で、売上が前年
同月比で50％以上減少している中小企業、フリー 
ランスを含む個人事業者、NPO法人や社会福祉法
人など。b持続化給付金ホームページか申請サポー
ト会場（豊津町54−5（5月28日開設）など）で申請。
令和元年分の確定申告書類の控え、減収月の事業収
入額を示した帳簿などが必要。c持続化給付金事業
コールセンター（ 0120・115・570＝午前8時
30分〜午後7時）。

持続化給付金

　最大で保証料全額補助、３年間無利子となる府の
融資制度です。融資限度額は3000万円。d◇個人
事業主（小規模事業者のみ）＝売上高５％以上減で保
証料・3年間の金利なし。◇法人、個人事業主（小規
模事業者以外）＝売上高15％以上減で保証料・3年
間の金利なし。売上高5〜15％未満減で保証料2分
の1。c各取扱金融機関。

新型コロナ対応資金（保証料等補助型）

　子供が通う小学校などが臨時休業した場合など
に、保護者である労働者に有給休暇を取得させた場
合、1日当たり8330円を上限に賃金相当額を支給 
します。c学校等休業助成金・支援金、雇用調整助
成金コールセンター（ 0120・60・3999）。

小学校休業等対応助成金

　感染症拡大の影響を受け、府融資制度（セーフ 
ティネット保証など）で融資を受けたときの保証料
相当分（上限20万円）を補助します。新型コロナ対 
応資金（保証料等補助型）などに借り換えを行う場合
は、借り換え時に還付された額を差し引いた額が補
償対象。b融資額や信用保証料支払い額が分かる資
料と所定の用紙を郵送で都市魅力部同補助金担当

（シティプロモーション推進室内m6170・721 
7n6384・1292）へl。

アクションプラン⑧
信用保証料補助金

　雇用の維持を図るため休業手当に要した費用を助
成する制度。助成率は最大で、中小企業は10分の9、
大企業で4分の3。休業など要請を受けた場合は10
分の10。c大阪労働局助成金センター（m7669・
8900）。

雇用調整助成金の特例措置の拡大

　吹田商工会議所を中心とした支援体制を構築し、
事業者向け支援情報を発信するポータルサイトの設
立やクラウドファンディングを活用した資金調達支
援などを実施します。c都市魅力部同事業担当（シ
ティプロモーション推進室内m6170・7217n63 
84・1292）。

アクションプラン⑪
事業者向けポータルサイト開設・クラウドファン
ディング支援

　事業継続を支援するため、小規模事業者に20万円
を支給します。d「休業要請支援金（府・市町村共同
支援金）」の支給対象外となる小売業などの指定業種
のうち、市内に事業所があり、4月の売上が前年同
月比で50％以上減少している小規模事業者（個人事
業主）。b営業実態や売上減を確認できる書類と所
定の用紙を郵送で地域経済振興室（m6105・8102 
n6384・1292）へl。

アクションプラン⑩
小規模事業者応援金 

　◇初期経費補助＝デリバリー代行事業者利用登録
料、消耗品や備品の購入費、広告宣伝費などの4分
の3（上限10万円まで）を支援。◇経常経費補助＝デ
リバリー代行事業者利用料、人件費などの4分の3 
を連続する3か月分（月上限10万円）を支援。
　いずれも、所定の用紙を郵送で都市魅力部同補助
金担当(文化スポーツ推進室内m6105・8019n63 
68・9908)へl。

アクションプラン⑨
デリバリーに取り組む飲食店を支援

　新型コロナで収入が減少したなどの理由で、地
方税徴収を猶予できる場合があります。詳しくは、

「必ず読んでね」（10ページ）を確認してください。

事業者向け支
援情報ページ
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吹田の美味しい飯をSNSで盛り上げよう
　デリバリーやテイクアウトができる市内の飲食店情報を市ホームページやSNSで発信してい
ます。SNSで検索できるように、「 ＃

ハッシュタグ
 吹田エール飯」を付けて投稿を呼びかけています。

　注文した商品を撮影し、ツイッターやインスタグラム、フェイスブックに投稿し、飲食店を
応援しませんか。掲載を希望する飲食店は、地域経済振興室（m6384・1356n6384・
1292）へエントリーシートを提出してください。費用は無料。

クラウドファンディングで飲食店を支援しよう
　吹田商工会議所主催で地域飲食店応援クラウドファンディング「みらい飯」が実施されます。応援する飲食店
を決めて「みらい飯」へ支援金を送付すると、新型コロナ収束後、応援する飲食店で食事券を受け取れます。飲
食店を指定しない場合は集まった支援金が飲食店へ均等配分されます。期間は6月8日㈪〜26日㈮。

新型コロナ関係　こんなことにも注意
家庭ごみの収集について
　感染症予防を徹底し、通常どおり収集業務を行いますが、ごみの量が多い場合は収集時間に遅れが生じるこ
とがあります。ごみを出すときは、「ごみを直接触らない」「ごみ袋はしっかり封をする」「ごみを捨てたあとは
手を洗う」などを心がけてください。c事業課（津雲台7m6832・0026n6832・0092）。

新型コロナ関連を装った詐欺などに注意
給付金などを装った詐欺　怪しい電話や心当たりのない送信元からのメールなどには絶対に反応しないでくだ
さい。c消費生活センター（m6319・1000n6319・1500）。
水道関連を装った詐欺　上下水道職員や関連会社などを装った詐欺や悪質商法に注意してください。水道部で
は国が定める基準で安全な水を供給しており、水道水でウイルスに感染することはありません。c水道部総務
室（南吹田3m6384・1251n6338・3192）。

公園利用時も感染予防
　公園を利用するときには、密集・密接を避け、咳エチケットを守って、こまめな手洗い・うがいなど感染予
防対策を徹底してください。c公園みどり室（佐竹台1m6834・5366n6834・5486）。

市内の飲食店を応援しよう

吹田エール飯の
ページ

新型コロナウイルス感染症に関する各種電話相談
新型コロナに関する市の総合窓口
吹田市新型コロナウイルス感染症に関するコール
センター
月〜金曜日　
午前9時〜午後5時30分
m06・6384・0078
n06・6385・8300

新型コロナに感染した疑いがある場合
相談の目安　◇息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ

（倦怠感）、高熱などの強い症状のいずれかがあ
る。◇高齢者、妊婦、基礎疾患がある人で、発熱
や咳

せき
など比較的軽い風邪の症状がある。◇比較的

軽い風邪の症状が4日以上続く。
新型コロナ受診相談センター
月〜金曜日　午前9時〜午後5時30分
m06・7178・1370
n06・6339・2058
※時間外はm050・3531・5598

吹田　みらい飯


