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■事業者向けの主な支援制度等（6月10日時点）
区分 制度名等 内容 問合せ 詳細

給付 持続化給付金
新型コロナウイルス感染症感染拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対し、
事業の継続を支え、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。
法人は200万円まで、個人事業者は100万円まで給付。申請は、電子申請が基本。電子
申請を行うことが困難な方のために申請サポート会場を開設（完全事前予約制）。

持続化給付金コールセ
ンター
☎0120-115-570
申請サポート会場電話
予約窓口
☎0570-077-866

給付 東京都感染拡大防止協
力金（第2回）

緊急事態措置期間において、都の要請や協力依頼に応じて店舗・施設の使用停止に全面
的に協力した中小事業者に対して協力金を給付。申請受付期間は6月17日㈬～7月17日㈮

東京都緊急事態措置
等・感染拡大防止協力
金相談センター
☎03-5388-0567

中小企業診断士による感染拡大防止協力金相談窓口を開設。専門家の事前チェックを受
けることで支給までの期間が短くなります。毎週木曜日。事前予約制。

清瀬商工会
☎042-491-6648

助成 雇用調整助成金
労働者の雇用維持に係る休業手当、賃金等の一部を助成。 ハローワーク三鷹

☎042-247-8609
社会保険労務士による申請に関する相談窓口を開設（6月16日・23日・30日、7月21日・28
日いずれも火曜日）。事前予約制。

清瀬商工会
☎042-491-6648

助成 働き方改革推進支援助
成金（テレワークコース）新たにテレワーク実施に係る費用の一部を助成。 テレワーク相談センタ

ー☎0120-91-6479

助成 業態転換支援事業
都内中小飲食業者が、新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を行うこと
により売り上げを確保する取り組みに対し、経費の5分の4以内を助成。助成上限100万
円。

東京都中小企業振興
公社事業戦力部経営
戦略課業態転換担当
☎03-5822-7232

補助 ★清瀬市業態転換支援
事業

市内の中小飲食事業者の方で、上記の、東京都業態転換支援事業助成金（5分の4以内）
を申請し、助成金が交付された事業者の方に対し、事業者の方の負担をさらに軽減する
ため、交付対象経費のうち5分の1を市が補助。

産業振興課産業振興
係
☎042-497-2052

電話
補助 ★商店街チャレンジ戦

略支援助成金 商店街が実施する事業の主催者負担分を補助。

補助 小規模事業者持続化補
助金（一般型）

小規模事業者等が、商工会の助言等を受けて経営計画を策定して取り組む販路開拓等の
経費の3分の2を補助。補助上限50万円。 清瀬商工会

☎042-491-6648補助
小規模事業者持続化補
助金（コロナ特別対応
型）

小規模事業者等が、新型コロナウィルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるた
めに、商工会の助言等を受けて経営計画を策定して取り組む非対面型ビジネスモデルへ
の転換等にかかる経費の3分の2～4分の3を補助。補助上限100万円。

融資
セーフティネット保証4
号・5号認定、危機関
連保証認定

経営の安定化に支障が生じている中小企業者を一般保証とは別枠の保証の対象とする資
金繰り支援制度。市で必要書類を確認し、認定書を交付。その後、金融機関で融資の申
請が必要。

産業振興課産業振興
係
☎042-497-2052

融資 ★清瀬市小口事業資金
融資【小口・小口零細】

中小企業及び個人事業主の方向けに、小口事業資金融資を実施。融資の限度額は、運転
資金700万円、設備改善1,000万円（併用は1,000万）で、貸付期間6年以内、市で利子
の一部を負担。また、新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者に対し令和
2年度の新規申込者の信用保証料の全額を市が補助。借入のための条件あり。

融資 ★清瀬市小口事業資金
融資【創業・特定創業】

市内で創業した事業者の方向けに、創業・特定創業資金融資を実施。融資の限度額は、
運転資金500万円、設備改善500万円（併用は500万）で、貸付期間6年以内、市で利子
の一部を負担。また、新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者に対し令和
2年度の新規申込者の信用保証料の全額を市が補助。借入のための条件あり。

■個人向けの主な支援制度等（6月10日時点）
種類 制度名等 対象 内容 問合せ 詳細

給付 特別定額給付金 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

対象者1人につき10万円を給付。申請
は郵送またはオンライン。申請期限は
8月31日㈪（消印有効）まで。

清瀬市特別定額給付
金コールセンター
☎0120-917570

給付 子育て世帯への臨時特
別給付金

児童手当を受給している世帯（特例給付受給世帯
を除く）

対象児童1人につき1万円を給付。公
務員の方以外申請不要。 子育て支援課助成係

☎042-497-2088給付 ★ひとり親家庭等に対
する特別給付金

令和2年5月分の児童育成手当の支給を受けてい
る方

対象児童1人につき2万円を給付。申
請不要。6月29日㈪に給付予定。

給付 住居確保給付金 離職・廃業から2年以内または休業などにより収
入が減少し、離職などと同程度の状況にある方

原則3か月分の家賃相当額を支給。求
職活動などを誠実に行っている場合は
3か月延長可能（最長9か月）。

きよせ生活相談支援
センターいっぽ
☎042-495-5567

支給 とうきょうパパママ応
援事業 清瀬市に妊娠届を出し、面接をした方 育児パッケージ配布事業に上乗せで

QUOカード1万円分を支給。申請不要。
健康推進課母子保健
係☎042-497-2077 電話

支給 ★ごみの指定収集袋の
配布

令和2年5月11日時点で市内に住民登録がある世
帯 ごみの指定収集袋を1世帯60枚配布。

ごみ減量推進課ごみ
減量推進係
☎042-493-3750

支給
★就学援助費受給世帯
へ学校給食休止期間中
の給食費相当額の支給

就学援助費受給世帯（令和2年4・5月認定世帯）
学校給食休止期間中の給食費相当額
を支給。就学援助費1学期分として8月
末に支給予定。

教育総務課学務係
☎042-497-2539

支給 ★清瀬応援チケット（食
事券・商品券）事業

令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記録され
ており、18歳以下の子どもがいる世帯

対象の子ども1人につき市内対象店舗
で使える5,000円分の応援チケットを
配布。配布時期など詳しくは市報など
でお知らせします。

産業振興課産業振興
係☎042-497-2052 電話

支給 傷病手当金

給与等の支払いを受けている清瀬市国民健康保
険または後期高齢者医療制度の被保険者で、新
型コロナウイルス感染症に感染しているまたは発
熱等の症状があり感染が疑われるため、労務に
服することができず給与が支払われない方

「直近の継続した3か月間の給与収入
の合計額」÷「就労日数」×「3分の2」×

「日数」（1日当たりの支給額には上限あ
り）

【国民健康保険】保険
年金課国保係
☎042-497-2047

【 後 期 高 齢 者 医 療 制
度】東京都後期高齢者
医療広域連合お問合
せセンター
☎0570-086-519

貸付 緊急小口資金（特例貸
付）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業
等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な
生活維持のための生活費を必要とする世帯

20万円以内。据え置き期間1年以内、
償還期限2年以内。無利子・保証人不
要。 清瀬市社会福祉協議

会
☎042-495-5333貸付 総合支援資金（特例貸

付）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、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（緊急小口資金貸付
後、減収や失業等により、継続して貸し付けが必
要な世帯）

単身月15万円を3か月以内、2人以上
月20万円を3か月以内。据え置き期間
1年以内、償還期限10年以内。無利子
・保証人不要。

延長 マイナンバーカードの
受け取り期限の延長

マイナンバーカードを受け取り時来庁方式で申請
し、緊急事態宣言中に受け取り期限を過ぎた方 受け取り期限後でも、受け取り可能。 市民課住民係

☎042-497-2037

延長
①自立支援医療費制度
②難病医療費助成制度
の更新手続きの延長

自立支援医療費制度及び難病医療費助成制度を
利用している方

①原則、通常どおりの更新をお願いし
ます。ただし、令和2年3月1日から令
和3年2月28日までに受給者証の有効
期限が満了する方で、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により診断書等が入
手できず、更新申請が行えない場合は、
右記までご相談ください（新規及び変
更申請はこれまでどおり必要）。
②令和2年3月1日から令和3年2月28
日までに受給者証の有効期限が満了す
る方は、東京都から有効期限満了日か
ら有効期限を1年延長した受給者証が
順次発送されます（新規及び変更申請
はこれまでどおり必要）。

障害福祉課庶務係
☎042-497-2072

【①】

【②】
後日、
東京都
より対
象者に
通知予

定

還付 ★学校休業に伴う市営
駐輪場利用料の還付 市営駐輪場を定期利用している学生の方 4月～5月分を還付。要申請（申請用紙

は郵送）。

清瀬駅北口地下駐輪
場＝清瀬都市開発 ㈱
☎042-495-3300
清瀬駅北口第2・第3
駐輪場、秋津駅北口・
南口駐輪場＝シルバー
人材センター☎042-
494-0903

対象者
に通知

還付 ★保育園の保育料の還
付・充当 臨時休園や登園自粛に応じた保護者 利用日数に応じて令和2年3月～5月分

の保育料を還付・充当。
子育て支援課保育・幼
稚園係
☎042-497-2086

後日、
対象者
に通知
予定還付 ★学童クラブの育成料

の還付・充当 臨時休所や登所自粛に応じた保護者 利用日数に応じて令和2年3月～5月分
の育成料を還付・充当。

子育て支援課学童ク
ラブ係
☎042-497-2089

雇用 ★緊急対応型雇用創出
事業

新型コロナウイルス感染症の影響で就労機会を
失った方 若干名を一定期間、市職員として雇用。職員課職員係

☎042-497-1843

その他 ★児童生徒への支援物資の配布 市立小・中学校に通う児童生徒
子どもたちの食を確保する子育て支援
の目的で、レトルトパウチ食品などを
1週間配布。

教育総務課学務係
☎042-497-2539

保護者
に通知

その他 ★清瀬家バル事業 市内飲食店を利用する方
市内対象店舗でテイクアウトやデリバ
リー等に利用できるプレミアム付チケ
ットを販売。詳しくは市報などでお知
らせします。

産業振興課産業振興
係
☎042-497-2052

電話

種類 制度名等 対象 内容 問合せ 詳細

猶予 市税の徴収猶予 新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難
となった方

令和2年2月1日～令和3年1月31日に
納期限がある市税の徴収を猶予。要申
請。

徴収課徴収係
☎042-497-2045

猶予 水道料金・下水道料金
の支払猶予

新型コロナウイルス感染症の影響で支払いが困
難となった方

電話で申し出後、最長4か月猶予（猶予
期間後も応相談）。

東京都水道局多摩お
客さまセンター
☎0570-091-101

減免 ★国民健康保険税の減
免（子ども減免）

令和元年分の世帯所得が300万円以下で、令和2
年3月31日現在で18歳未満の子どもがいる世帯

（令和2年度中に出生した子どもも含む）

18歳未満のすべての子どもの均等割
額を2分の1減免（対象世帯には8月中
旬に申請書を発送予定）。

保険年金課国保係
☎042-497-2048

減免 国民健康保険税の減免
次の①または②の条件を満たす方。①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②新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維
持者の事業・不動産・山林・給与収入の減少が見
込まれ、かつ次のア～ウすべてに該当する。（ア）
事業収入等（事業・不動産・山林・給与）が前年収
入と比較して30％以上の減少見込（イ）前年の合
計所得が1,000万円以下（ウ）前年の事業収入等
以外（年金など）の合計所得が400万円以下

令和2年2月1日～令和3年3月31日に
納期限がある国民健康保険税を減免。
令和元年度分（8・9期、随時期）は6月
15日から、令和2年度分は賦課決定日

（7月13日予定）から郵送などで受け付
け。申請書はホームページからダウン
ロード可。

減免 後期高齢者医療保険料
の減免

令和2年2月1日～令和3年3月31日に
納期限がある後期高齢者医療保険料
を減免。申請などについては、東京都
後期高齢者医療広域連合にて検討中。
詳しくは決まり次第、ホームページな
どでお知らせします。

保険年金課高齢者保
険係
☎042-497-2050

減免 介護保険料の減免

次の①または②の条件を満たす65歳以上の方（第
1号被保険者）。①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②主たる生計維持者の事業・不動産・
山林・給与収入の減少が見込まれ、次の（ア）及び

（イ）に該当する。（ア）事業収入等のいずれかの
減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべ
き金額を控除した額）が前年の当該事業収入等の
額の30％以上（イ）減少することが見込まれる事
業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円
以下

令和2年2月1日～令和3年3月31日に
納期限がある令和元年度及び令和2年
度の介護保険料を減免。

高齢支援課管理係
☎042-497-2079

●事業者向け
種類 制度名等 内容 問合せ 詳細

延長 法人市民税における申
告・納付期限を延長

国税である法人税と同じく、市の法人市民税においても新型コロナウイルス感染症感染
拡大等に伴う申告・納付期限を延長。要申請。

課税課市民税係
☎042-497-2040 電話

減免
令和3年度分の固定資
産税・都市計画税を減
免

中小事業者等が負担する令和3年度の償却資産及び事業用家屋等の固定資産税及び都市
計画税について、令和2年2月～10月の任意の3か月の売上高が、前年同期間と比べて
30%以上減少した場合、その割合に応じ、2分の1または全額を軽減または免除。要申請。

課税課固定資産税係
☎042-497-2042

「★」は清瀬市独自の緊急経済対策です。

■税金・使用料等の納付期限の猶予・減免制度等（6月10日時点）
●個人向け
種類 制度名等 対象 内容 問合せ 詳細

免除
・
猶予

国民年金保険料免除・
猶予申請の特例

新型コロナウイルス感染症の影響により 、収入
源となる業務の喪失や売り上げの減少により収
入が相当程度まで下がった方

臨時特例として本人申告の所得見込額
を用いた簡易な手続きにより、国民年
金保険料免除の手続きが可能になりま
した（学生納付特例も同様）。詳しくは
日本年金機構ホームページへ。

保険年金課年金係
☎042-497-2049

「★」は清瀬市独自の緊急経済対策です。

「★」は清瀬市独自の緊急経済対策です。

※二次元コードが読み取りにくい場合は、読み取りたい二次元コード以外を隠すなど複数の二次元コードが写りこまないようにしてください。


