
新型コロナウイルス
感染症に関する
給付金などの
お知らせ

個人向け

特別定額給付金 1人当たり10万円を支給します

令和2年4月27日現在、室蘭市に住民登録がある人
対象者の世帯主
対象者1人当たり10万円
8月10日(月)まで(必着)

郵送申請

電子申請

添付書類

　申請書に必要事項を記入・押印の上、申請書に
同封した返信用封筒で返送してください。申請書に必要事項を記入の上、必要書類と併せて郵送で

※市の児童手当や市民税などを世帯主名義で口座振替を利用して
いる人は、口座通帳の写しを省略できます。

※代理申請の場合は、代理人の本人確認書類の写しと本人との関
係がわかる書類を添付してください。 　受取口座の通帳またはキャッシュ

カードを用意し、スマートフォンや
パソコンで「ぴったりサービス」を
検索するか、二次元バーコードを読
み取り、「ぴったりサービス」の手
順に従って申請します。

●本人確認書類の写し
　マイナンバーカード(写真付)、健康保険証、運転免許証、パスポート、
年金手帳、介護保険証などのいずれか1点の写しを添付してください。

●世帯主名義の受取口座の通帳またはキャッシュカードの写し
　受け取る口座の金融機関名・店名、カナ氏名、口座番号が分かる、
通帳の表紙の裏面またはキャッシュカードの写しを添付してください。

企業向け

室蘭市小規模事業者等
緊急支援給付金

企業向け
持続化給付金

1事業者当たり上限20万円を支給します

※申請書は市ホームページまたは以下の場所に備え付
けています。
•市・産業振興課（幸町）
•よってけ浜町(中央町)
•室蘭商工会議所(海岸町)
•ぷらっと。てついち（輪西町)
•蘭東支所(東町)
•ふれあいサロンほっとな～る(中島町)
•白鳥台ショッピングセンターハック(白鳥台)

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による申請と電話
によるお問い合わせにご協力をお願いします

給付金を装った
詐欺にご注意を

　自宅や職場などに市や総務省などをかたった電話がか
かってきたり、郵便、メールが届いた場合は、最寄りの警察
署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

・市や総務省などが現金自動預払機（ATM）の操作を
お願いすることは、絶対にありません。
・市や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、
手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

《詳細》保健福祉部特別定額給付金担当 ☎25-2872

申請方法

（　　　　　　　　　　　　）

申請方法

新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年1月～4月のうち、ひと月の売上高
が前年同月比で30パーセント以上減少し
た小規模事業者で、常時使用する従業員が
5人以下の事業者（社会福祉法人など会社
以外の法人、フリーランス、個人事業主を
含む）
1事業者当たり上限20万円
6月30日(火)まで

マイナンバーカード、ICカードリーダライタ
またはマイナポータル対応スマートフォン
が必要

新型コロナウイルス感染症に
関する最新の情報
給付金の申請や公共施設の休館などの
情報は市ホームページをご覧ください。

《詳細》室蘭市緊急経済対策室 ☎50-6640
　　　　 051-8530 海岸町1-4-1

《詳細》持続化給付金事業コールセンター
　　　  0120-115-570

《詳細》北海道休業協力・感染リスク低減支援金
　　　お問い合わせセンター ☎011-351-6469

対　　象
受給権者
支 給 額
申請期間

対　　象

給 付 額
申請期間

令和2年1月～12月のうち、ひと月の売上
高が前年同月比で50パーセント以上減少
した事業者　など
中小法人など……上限200万円
個人事業者など…上限100万円

対　　象

給 付 額

休業協力・感染リスク低減支援金

《詳細》休業要請専用ダイヤル ☎011-206-0104
☎011-206-0216

※医療機関を受診しないまま体調が改善した場合でも、申
請できる可能性があります。申請方法などの詳細は、お問
い合わせください。

※上記以外の健康保険に加入している人は、勤務先や加入
している健康保険にお問い合わせください。

個人向け

健康保険 傷病手当金

健康保険に加入し、給与の支払いを受けてい
る人(事業主を除く)で、新型コロナウイルスに
感染またはその疑いにより、連続して4日以上
仕事に就けず、給与(賞与を除く)などの全部
または一部を受け取ることができなかった人
令和2年1月1日～令和2年9月30日(予定)
支給開始日から最長1年6カ月
　医療機関の証明書　など

《詳細》国民健康保険に加入している人
…保険年金課給付係 ☎25-2702
後期高齢者医療保険に加入している人
…保険年金課給付係 ☎25-3026

感染・療養のため、給与を受け取れなかった人に
傷病手当金が支給されます
対　　象

対象期間
支給期間
用意する物

6月10日（予定）
対象児童1人当たり1万円
令和2年6月の児童手当登録口座に振り込み

※給付対象世帯には、案内を個別に送付しています。

個人向け

子育て世帯への
臨時特別給付金

　令和2年3月31日に住民票があった市町村で申請が必
要です。室蘭市には、9月末までに申請してください。

平成16年4月2日～令和2年3月31日に生ま
れた子どもがいる児童手当受給者(特例給付
受給者は対象外)

《詳細》子育て支援課児童福祉係 ☎25-2494

対象児童1人当たり1万円を支給します

申請
不要

対　　象

支 給 日
支 給 額
支給方法

公務員の人は

令和2年4月25日から5月15日までの期間
①休業要請を受け、施設を休業した事業者
など
②酒類を提供する①を除く飲食店で、
　酒類の提供時間の短縮(19時まで)を行っ
た事業者　など
①の法人…30万円
①の個人事業者…20万円
②の法人・個人事業者…10万円

令和2年5月19日からの休業要請に協力し
た事業者　など

対　　象

給 付 額

対　　象
経営持続化臨時特別支援金

　詳細は、お問い合わせください。
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