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新型コロナウイルス感染症対策

各種支援のご案内

対

象

内

容

6月11日時点
の情報

特別定額給付金
（1人10万円）
は
12面を参照

問い合わせ先

市内飲食店などでのテイクアウト商品の購入、

調布っ子応援プロジェクト 学習ドリルや書籍の購入に使える商品券 5000 円〜
商品券（発送済み。利用期限 1 万円分（対象により異なる）を配布

子育て世帯の方

は 7 月 31日（金）
）

HP
商品券が使える店舗も掲載 ■
「 我が家のおすすめテイクアウト!!」
は4面を参照

調布っ子応援
プロジェクト

ひとり親家庭の方

子ども政策課☎ 481 −7105

第2弾

（申し込み不要）

給食米による子どもの食の応援／
子どもの人数に応じて米（5 〜 15kg）を配布
対 児童育成手当・就学援助・生活保護の対象となる中学
■
３年生以下、児童育成手当の対象となる高校生

子ども政策課☎ 481 −7105

調布市
生活ほっとあんしん相談

一人ひとりの状況に応じた生活支援（社会福祉協議会
の調布ライフサポート・住宅確保給付金・小口資金、
生活福祉課☎ 481 −7098
市の生活福祉相談・緊急援護資金貸付など）を案内し、
必要な支援につなげる

緊急援護資金貸付

貸付額／ 5 万円以内

生活福祉資金特例貸付
①緊急小口資金
②総合支援資金

①貸付額／ 20 万円以内
返済期間／ 2 年以内 (24 回以内 )
②貸付額／ 2 人以上世帯：月額 20 万円以内
単身世帯：月額 15 万円以内
貸付期間／原則 3 カ月以内
返済期間／ 10 年以内 (120 回以内 )

住居確保給付金

給付額／原則 3 カ月（最長 9 カ月）家賃相当額

調布ライフサポート（調布市社会福祉協議会）
☎ 481 −7693

木島平米を活用した
市内学生寮に入寮して
大学生支援
いる大学生の方

市内に所在する相互友好協力協定締結大学などの学
生寮に、調布市の姉妹都市である長野県木島平村の
米を提供

文化生涯学習課☎ 481 −7139

アルバイト収入減で
学業継続が厳しい

給付額／大学・短大・高専・専門学校生など
1 人当たり 10 万円 （住民税非課税世帯は 20 万円）

各大学の学生課などの窓口

生活に困窮している

市民の皆さんへの支援

休業や失業、収入減で
生活が苦しい

離職などによる収入減で
住居を失う恐れがある

（申し込み不要）

学生支援緊急給付金

生活福祉課☎ 481 −7098

返済期間／ 10 カ月以内

調布市社会福祉協議会☎ 481 −7693

①は労働金庫連合会 0120 − 225 − 755
調布郵便局☎ 0570 − 030 − 934
への問い合わせも可

徴収の猶予や減免などが受けられる場合があります。各窓口にご相談ください。

税や保険料の
納付が厳しい

税などの負担軽減・緩和

市の経営相談窓口

市民税、固定資産税、軽自動車税 …… 納税課☎ 481 −7215 〜 20
国民健康保険税…………………………徴収の猶予などの相談／保険年金課保険税係☎ 481 −7055・56
減免／保険年金課資格課税係☎ 481 −7054
後期高齢者医療保険料…………………保険年金課後期高齢者医療係☎ 481 −7148
介護保険料 ……………………………… 高齢者支援室介護保険担当☎ 481 −7504
国民年金保険料………………………… 保険年金課国民年金係☎ 481 −7062

調布市産業労働支援センター☎ 443 −1217

調布市商工会☎ 485 − 2214

事業者の皆さんへの支援

事業資金融資を
有利な条件で受けたい

市の
融資あっせん制度

対象要件を緩和したほか、利子 ( 当初 3 年間 )・信用
保証料を全額補助

資金繰りが厳しい

実質無利子無担保の融資

融資／ 3 年間無利子、最長 5 年間元本据置（日本政策 中小企業 金融・給付金相談窓口
金融公庫や商工中金、地方銀行、信用金庫などで利用可） ☎ 0570 −783183

売上が半分以下で
事業の継続が苦しい

持続化給付金

給付額／法人：200 万円以内
個人事業者：100 万円以内
※昨年 1 年間の売上からの減少分が上限

持続化給付金事業
コールセンター 0120 ｰ 115 ｰ 570

雇用を維持できない

雇用調整助成金

助成額／従業員 1 人 1 日当たり 8330 円（助成率は企
業規模や休業手当などの支払率により異なる）

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

新型コロナを乗り切る
ための投資をしたい

持続化補助金

補助上限額／ 100 万円
補助率／補助対象経費の４分の３以内

調布市商工会☎ 485 − 2214

休業要請に協力した

感染拡大防止協力金
（第 2 回）

施設の開館・事業の実施状況
緊急事態宣言が解除されたことを受けて、都は外出自
粛、休業要請などの緩和措置を公表しました。市は、都の

支給額／ 50 万円
（2 店舗以上有する場合は 100 万円） 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金
対 ５月７日〜２５日までの都の休業要請に協力した事業者
■
相談センター☎ 03 − 5388 − 0567

各種支援の詳細を含む
新型コロナウイルス感染症に関する最新情報はこちら
HP
市■
（右記2次元コードからアクセス可）
参照

緩和措置のステップに応じて、段階的に施設を開館、事業
を実施します。
「調布市公共施設の開館・利用における感染拡大防止
ガイドライン」
と、開館施設や事業の実施状況などに関す
HP
（左記２次元コードから
る最新情報は、
市■

アクセス可）
でご確認ください。

調布市産業労働支援センター☎ 443 −1217

ちょっと待って！

電 話で問い合わせをする前に見てみよう

◀よくある質問をまとめたサイト

コールセンターによく寄せられる質問
を掲載しています

◀AI総合案内サービス(AIチャットボット)

質問内容に対してAI(人工知能)が市や国・都
HP を案内するAIチャットボットを試行導入し
の■
HP のトップ画面の右下に表示し
ています。市■
ています

★紙面上では市外局番042の表記を省略しています ★講師や出演者の方の敬称を省略しています
★紙面上では市外局番042の表記を省略しています ★講師や出演者の方の敬 称を省略しています
★「全○回」
と表記している事業は全日程参加が原則です

