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特集　新型コロナウイルス感染症に関する支援について
特集　中央市の財政事情
特集　悪質な滞納は許しません！
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新型コロナウイルス感染症に関する支援について

▶特別定額給付金 　　　

　「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」におい
て、感染症拡大に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速か
つ的確に家計への支援を行うものとして給付します。
給付額
　給付対象者一人につき10万円
給付対象　
　基準日（令和２年４月27日）において中央市の住民
基本台帳に記載されている人

受給権者　給付対象の属する世帯の世帯主
申請期限　８月19日（水）まで
※�詳細は市ホームページをご覧いただくか、お問い合
わせください。
➡問合せ　
　福祉課　☎274―8544
　特別定額給付金コールセンター（総務省）　
　☎0120―260―020

申請方法
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送またはオンラインでの
申請をお願いします。

郵送で申請する オンラインで申請する
市役所から５月下旬に各世帯へ申請書類を
送付しています

申請書類に給付金の受取口座などを記入
し、本人確認書類の写し（注１）、振込先口座
が分かるもの（注２）を添付して、同封され
ている返信用封筒で郵送してください
（注１）�マイナンバーカード、運転免許証、健

康保険証など
（注２）�金融機関名、口座番号、口座名義人が分

かる通帳やキャッシュカードの写し

マイナポータルにアクセスする

※�スマートフォンで申請する場合はマイナ
ポータルAP（アプリ）をダウンロードす
る必要があります

マイナポータル 検索

申請画面に必要事項を入力し、振込先口座
の確認書類（金融機関名・口座番号・口座
名義人がわかる通帳やキャッシュカードの
画像）をアップロードします

給付（通常２週間程度で登録した口座に入金）

署名用電子証明書用の暗証番号（英数字６
～ 16桁）を入力し、ＩＣカードリーダーや
スマートフォンを使ってマイナンバーカー
ドを読み取り、申請を行います

オンライン申請には
世帯主のマイナンバー
カードが必要です！

個人向けの支援

　やむを得ない場合に限り福祉課、玉穂・豊富支所でも申請書類を提出することができます。
受付時間　福祉課　　　　　午前９時～正午、午後１時～５時
　　　　　玉穂・豊富支所　午前９時～正午、午後１時～４時45分
※玉穂・豊富支所への申請書類の提出は６月30日（火）まで
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新型コロナウイルス感染症に関する支援について

▶子育て世帯への給付金の支給
　子育て世帯の生活を支援するため、国から「令和２
年度子育て世帯への臨時給付金」、中央市から「子育て
支援臨時特別給付金」を支給します。
給付額　給付対象児童一人につき１万円
※国、市からそれぞれ支給します。
給付対象　�令和２年４月分の児童手当（特例給付受給

者は除く）の受給者
※�令和２年３月分の対象であれば、４月から新高校

１年生となる場合も対象
支給時期　６月下旬
※�申請は不要。受け取りを希望しない場合のみ申し出
が必要となります。ただし公務員の場合は、国の「令
和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」の申請を
した世帯に、市から通知を郵送します。
※詳細は市ホームページをご覧ください。
➡問合せ　子育て支援課　☎274―8557　　

▶小・中学校の給食費の無償化
　市内の小・中学校の休校に伴い、保護者の経済的負
担を軽減するため、１学期分（４月～７月定額徴収分）
の学校給食費の無償化を実施します。

※詳細はお問い合わせください。
➡問合せ　教育総務課　☎274―8521

▶児童の利用者負担額（利用料）および副食費の無償化
　子育て世帯の生活を支援するため、市内在住の保育
園などに通う児童の利用者負担額（利用料）および副
食費を無償化します。
対象となる期間　令和２年５月分～７月分

※�市外に所在する施設に通う児童（広域委託児童）も
対象です。
➡問合せ　子育て支援課　☎274―8557

無償化の対象
対象 利用者負担額（利用料） 副食費

①教育・保育認定を受けている児童 市が決定した利用者負担額
各施設が副食（おかず・
おやつ）材料費として保
護者から徴収する額�

②－１���新制度未移行幼稚園・
　　　国立大学附属幼稚園に通う児童（注１）

施設等利用給付費として市が支給する
額を超えて保護者から徴収する利用料 各施設が副食（おかず・

おやつ）材料費として保
護者から徴収する額�②－２���認可外保育施設に通う児童（注１） 各施設が保護者から徴収する利用料

（注２）

（注１）施設の所在市町村から幼児教育・保育の無償化の確認を受けた施設に通う児童が対象となります。
（注２）施設等利用給付認定を受けた児童については、市が支給する施設等利用費を超えた額が対象となります。
無償化の方法

施設の区分 利用者負担額（利用料）・副食費

①�教育・保育認定を
受けている児童

市内公立保育園
徴収しません

市外私立保育園

市内外の
教育・保育施設等

徴収しません
※�徴収が停止できなかった場合は、施設から保護者へ返金されます

②－１���新制度未移行幼稚園・
　　　国立大学附属幼稚園に通う児童 保護者が施設に対して支払った利用料・副食費を申請により

後日、保護者に助成します
②－２���認可外保育施設に通う児童

　上記の表、①に該当する場合は手続きは必要ありませんが、②－1・②－2に該当する場合は申請が必要です。　
詳細は市ホームページをご覧ください。
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▶市税の納付が困難になった場合の特例制度
　収入が減少し一時に納付が困難となる場合には、１
年間市税の徴収の猶予を受けることができます。担保の
提供は不要で、延滞金はかかりません。
※�納付時期を先送りする特例措置のため、猶予期間中
に計画的に納付していただくことをお勧めします。
対象要件　�
①�令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）にお
いて、収入が前年同期間に比べて概ね20％以上減
少している
②一時に納付を行うことが困難である
対象となる市税
　令和２年２月１日～令和３年１月31日までに納期
限が到来する市県民税、法人市民税、固定資産税など
※�納期限を過ぎていても、遡って特例を利用すること
は可能です。

申請期限　�令和２年６月30日（火）または、各納期限
のいずれか遅い日まで

申請場所　税務課
申請に必要なもの
・	�徴収猶予申請書
・	財産目録（対象となる税額が100万円を超える場合）
・	�収支の明細書（対象となる税額が100万円を超える
場合）

・	�財産収支状況書（対象となる税額が100万円以下の
場合）

・	�その他、売上帳、給与明細、預金通帳の写しなどの収
入の状況がわかるもの

※詳細はお問い合わせください。
➡問合せ　税務課　収納担当　☎274―8548

　特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継
続を下支えするための事業全般に広く使えるものと
して給付します。
給�付額（最大）　
　法人　200万円　個人事業者　100万円
※�給付額は2019年（注）の事業収入から、対象月の収
入に12を乗じて得た金額を差し引いた額です。

（注）�法人の場合は対象月の直前の事業年度
算定方法　�前年の総売上（事業収入）―（前年同月比

▲50％月の売上（対象月×12か月））
※�対象月とは2020年１月から12月までの間で、月間
収入が前年同月50％以下となる月のことです。事
業者が任意に選択することができます。
対象（次の要件をすべて満たす事業者）
・	�2020年１月以降、新型コロナウイルス感染症の影
響により１か月の売上が前年同月比で50％以上減
少している事業者

・	�2019年以前から事業による売上を得ており、今後
も事業を継続する意思がある事業者

　法人は以下の要件も満たすこと
　①資本金の額または出資の総額が10億円未満
　②①の定めがない場合、従業員数が2,000人以下

※�農林水産業、食品関連業など、広範囲の業種を対象
としています。また、農事組合、協同組合などの会社
以外の法人や個人事業者も対象になります。
申請期限　令和３年１月15日（金）まで
申請方法
　中央市商工会では申請に関する相談（要予約）を受け
付けています。　
①�持続化給付金の申請用ホームページから申請
　ＵＲＬ　https://www.jizokuka-kyufu.jp/　�
②サポート会場で申請（要予約）
　場所　甲府サポート会場（甲府市相生二丁目２―17）
　予約電話番号　☎0120―835―130
➡申込み・問合せ
　中央市商工会　☎273―4141
　山梨県持続化給付金相談専用ダイヤル

　���������☎223―1321
　持続化給付金事業コールセンター（経済産業省）

　　　　　☎0120―115―570

持続化給付金

▶保険課から
　国民健康保険税および後期高齢者医療保険料、国民
年金保険料についても支援制度を実施する予定です。

詳細は広報７月号でお知らせします。
➡問合せ　保険課　☎274―8545

市税に関する支援


