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〇油断せずに、引き続き感染症予防の徹底を
市ホームページでは、新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安や、新しい
生活様式についてなどの情報を掲載しています。最新の公式な情報を確認し、冷静な行動を
心がけましょう。
塩竈市ホームページ「新型コロナウイルス感染症への対応について」▶

〇特別定額給付金 給付開始
特別定額給付金(世帯員一人当たり10万円)の申請
書を5月15日㈮に送付しました。確認のうえ、申請く
ださい。
申請期限は、郵送申請・オンライン申請ともに8月
17日㈪です。
問 塩竈市特別定額給付金ダイヤル☎353-6236
□

〇感染症拡大防止協力金 申請開始
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(1事業
者当たり 30万円)の申請書を対象の可能性がある(※)
事業者に5月15日㈮に送付しました。内容を確認のう
え、郵送で申請ください。
申請期限は、8月31日㈰です。
(※)県の要請や協力依頼に応じて4月25日から5月6日までの間施
設を全面的に休業した事業者や営業時間を短縮した飲食サービ
ス業を営む事業者が対象

問 塩竈市感染症拡大防止協力金ダイヤル☎353-6236
□

〇子育て世帯への臨時特別給付金

〇水道料金の基本料金を減免

対

市民生活並びに経済活動を支援するため、水道料金
の基本料金を減免します。※手続き不要
対 象 市内の水道使用者(官公庁は除く)
内 容 水道料金の基本料金を30%減免

象

0歳から中学生までの子がいる世帯(4月に新

高校1年生になった子も対象)
※児童手当が特例給付の方は対象外
※令和2年3月31日までに生まれた子が対象
支給額

１カ月あたり減免額（税込）

児童1人あたり10,000円

口径
13mm
20mm
25mm
40mm
50mm
75mm
100mm

支給時期 6月末(予定)
支給方法 児童手当を受給している口座へ振り込み
手続方法

手続き不要(公務員を除く)。支給を希望し

ない場合は申出書の提出が必要です。公務員の方は、
所属庁による証明を受けた申請書を提出する必要が
あります。詳しくは市ホームページを確認ください。
問 保険年金課医療係☎355-6519
□

減免前
770円
1,430円
2,310円
5,500円
11,000円
22,000円
41,800円

減免後
539円
1,001円
1,617円
3,850円
7,700円
15,400円
29,260円

減免額
△231円
△429円
△693円
△1,650円
△3,300円
△6,600円
△12,540円

期

間 令和2年6月検針分(7月請求分)から令和2年
8月検針分(9月請求分)までの3カ月
問 塩竈市水道お客さまセンター☎364-1411
□

〇国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持
者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、または主た
る生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯の国民健
康保険税を減免します。
要件や減免割合など詳細は、7月中旬に送付する
「令和2年度国民健康保険税納税通知書」
に同封します。
問 税務課諸税係☎355-5916
□

〇介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生
計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合や、
主たる生計維持者の事業収入などが一定程度減少した
世帯の介護保険料を減免します。
要件や減免割合など詳細は、7月下旬に送付する
「令和2年度介護保険料決定通知書」
に同封します。
問 長寿社会課介護保険係☎364-1204
□
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〇市税・国民健康保険税の徴収猶予
新型コロナウイルス感染症により収入に相当の減少

必要書類

があった方は、申請した税目の納付を1年間の範囲で

①徴収猶予申請書(窓口備え付け、市ホームページ掲載)

猶予することができます。猶予とは、各税目の納期限

②収入の減少が分かるもの(売上帳、給与明細など)

までに納めていただく税額を1年後に延納することで、

③現金・預貯金残高が分かるもの(現金出納帳、預貯

減免や免除ではありませんのでご注意ください。
対象者 ①②の両方に該当する方
①新型コロナウイルス感染症の影響により、2月以

金通帳など)
申請手続

下記の期日までに、税務課納税推進室(市

役所本庁舎1階)または郵送(〒985-8501住所記載

降の任意の期間(1カ月以上)において、事業など

不要 税務課納税推進室宛て)にて

に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減

・令和2年2月1日以降のすでに納期が過ぎた税目は

少している方

6月30日まで

②一時的に納付または納入を行うことが困難な方
対象税目

令和2年2月1日から令和3年1月31日まで

に納期限が到来する下記の税目

・これから納期を迎える税目は、猶予を希望する税
目の各納期限まで(各納期限ごとの申請)
※感染予防のため、郵送での申請にご協力ください

市・県民税(令和2年度1〜3期)、法人市民税、

問 税務課納税推進室☎355-5936
□

軽自動車税(種別割)、固定資産税・都市計画税、
国民健康保険税(平成31年度11期〜令和2年度9期)

〇国民年金保険料の免除
対 象 ①②の両方に該当する方

〇市民健康診査の延期
6月23日㈫〜7月29日㈬に実施を予定していた以下

①新型コロナウイルス感染症により収入が減少した場合

の市民健康診査などは、新型コロナウイルス感染症拡

②所得が相当程度まで下がった場合

大防止のため延期します。

免除期間

令和2年2月分〜6月分※7月分以降は改め

でお知らせします。

て申請が必要
必要書類 ①国民年金保険料免除・納付猶予申請書
②所得の申立書(簡易な所得見込額の申立
書(臨時特別用))
申請先

延期後の日程は、決まり次第、広報やホームページ
延期となる市民健康診査など
後期高齢者健診、国保特定健診、結核・肺がん検診
肺炎ウイルス検診、前立腺がん検診

保険年金課給付年金係(市役所本庁舎1階7番

問 保健センター☎364-4786
□

窓口)または仙台東年金事務所※郵送可
問 保険年金課給付年金係☎355-6498
□

〇市立病院の取り組み
院内感染を絶対に起こさないとの強い意思をもって、

〇詐欺・消費トラブルに注意！
事例１ 保健所職員を名乗る者から「家族は何人か？マ
スクを直接届ける」という不審な電話があった

さまざまな対策を実施してきました。現在は、以下の
感染対策の徹底を継続しながら、通常診療を行ってい

事例２

特別定額給付金の代理申請を行う団体を名乗る
者から、電話で個人情報や口座情報を聞かれた

ます。
①外来発熱患者対応の強化

市区町村の職員などが、皆さんの世帯構成や銀行口

②感染症リスクの高い入院患者の面会禁止

座番号などの個人情報を、電話や郵便、メールで問い

③職員の出勤前体温のチェックや有熱者の出勤停止

合わせすることは絶対にありません。悪質な勧誘を行

④院内消毒の徹底

う業者には耳を貸さないようにしましょう。
問 市立病院☎364-5521
□

❸
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問 消費生活相談☎355-6918(㈭を除く平日9:00〜16:00)
□

消費者ホットライン☎188

新型コロナウイルス感染症への対策「三つのパッケージ」
市では、新型コロナウイルス感染症対策として、「今を暮らす人々への生活支援」
、「未来を担う子ども達への学
習・生活支援」
、「地域経済を支える皆さんへの事業継続
（経済回復）
支援」
の3つの柱を掲げ、各種施策をパッケージ
化し、複合的に事業に取り組んでいきます。市民の皆さんの不安や負担を一日でも早く取り除くことができるよう、
市独自の事業や国・県事業と組み合わせたさまざまな支援策を順次実施していきます。
すでに取り組んでいる事業のほか、今後実施を予定している各パッケージの主要な事業を紹介します。

１ 今を暮らす人々への生活支援パッケージ〔抜粋〕
特別定額給付金給付事業
（総務課）
市民一人あたり10万円の特別定額給付金を支給します。
雇用支援事業
（総務課）
就職内定の取り消しや離職を余儀なくされた方を本市の会計年度任用職員として雇用します。
生活支援事業
（政策課・子育て支援課）
ひとり親家庭・子育て世帯に地元食材などを箱詰めした
「子育て家庭応援パック」
、県外で頑張る学生に
「栄養満点！塩竈美味しいものパック」
を送付します。
Let sタク配事業
（政策課）
テイクアウト商品の配達を行うタクシー業者へ補助金を交付します。

２ 未来を担う子ども達への学習・生活支援パッケージ〔抜粋〕
子育て世帯への臨時特別給付金
（子育て支援課）
児童手当支給世帯に、児童一人当たり1万円を支給します。
妊産婦タクシー助成券交付事業
（健康推進課）
市内在住の妊産婦に、タクシー助成券を交付します。
学校施設等感染拡大防止事業
（教育総務課）
小中学校へ非接触型体温計やサーモカメラを配備します。
遠隔・オンライン学習環境整備事業
（教育総務課）
小中学校のWi-Fi環境等の整備をします。

▲栄養満点のおかずが盛りだくさん。
県外学生応援パック

３ 地域経済を支える皆さんへの事業継続（経済回復）支援パッケージ〔抜粋〕
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
（商工港湾課）
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
（30万円）
を支給します。
事業継続支援金支給事業
（商工港湾課）
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の対象外の減収事業者へ、事業継続支援金として10万円を支
給します。
地場産品地産地消推進事業
（商工港湾課）
地場産品を組み合わせた
「みなと塩竈・晩酌セット」
を開発し、量販店などの店頭で販売します。

Let sタク配事業 が始まります!!
対象店舗に連絡をして商品を注文
することで、配送料＋商品代でご自
宅まで配送します。事業の詳細は市
ホームページをご覧ください。
問 政策課☎355-5631
□

県外で頑張る学生に

「栄養満点！塩竈美味しいものパック」
をお届けします
対象者：以下のいずれにも該当する学生です。
①県外の学校に在学し、県外に居住している学生
②保護者が本市に住んでいる
申請方法やお届けする内容は市のホームページをご覧く
ださい。
問 政策課☎355-5631
□
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