
6月1日月から屋外公共施設の利用再開

　6月1日月から屋外公共施設の利用を再開します。利用に
あたり、感染リスクを減らすため、人数制限、更衣室・シャ
ワー室の使用禁止、利用当日の体温・体調チェック、利用者
名簿の作成を行います。

▼  対象施設　横根グラウンド、市営グラウンド、横根・吉
田・米田・石ケ瀬多目的グラウンド、市営テニスコート、
東新テニスコート、横根フットサルコート、長草多目的
広場、二ツ池公園グラウンド、江端公園運動広場、学校
開放施設（グラウンド、テニスコート（桃陵高校のみ））

▼  人数制限（見学者を含む）
　 グラウンド　最大50人、フットサルコート　最大30人、
テニスコート　最大10人／ 1コート

屋内公共施設の開館情報

　屋内公共施設の開館時期については、決定次第、市ホーム
ページで発表します。施設によって、相談業務など例外的に
実施している業務があります。

▼5月22日時点で再開している屋内公共施設
　ワークプラザおおぶ、消費生活センター

▼施設利用キャンセルへの対応
　 　9月末までの公民館などの施設利用をキャンセルした場
合、キャンセル料は発生しません。

▼  その他　新型コロナウイルス感染症の状況によって、対応
を変更することがあります。

ご寄付ありがとうございました

　新型コロナウイルス感染症対策として、多くの個人・団体から、次の通り寄付をいただきました（敬称略）。

新型コロナウイルス感染症に関するページ
（市ホームページ特設サイト）

相談対応電話窓口　

▶ 特別定額給付金、公共施設の休館、各種制度など
についての問い合わせをしたい

☎（47）2111 
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口（市役所）
平日8:30～17:15（水は19:15まで）

▶自分や家族が感染したかも？

☎（32）1699 
帰国者・接触者相談センター（知多保健所内）
平日9:00～17:00（夜間・土日・祝日：オンコール24時間態勢）

市公式
Facebook

市公式
LINE

市公式
Twitter

広報おおぶの配布を延期・中止する場合があります

 　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今後予期せず市内全域または一部地域で広報おおぶの配布を延期・中止する場合が
あります。配布を延期・中止する場合には、市内公共施設に広報おおぶを設置します。その際は、ご自由にお取りください。ご
理解とご協力をお願いします。

スマホで広報おおぶを見ることができます
　市では、広報おおぶの電子版をCatalog Pocket（カタポケ）や市ホームページでお届けしています。
ぜひこの機会に、スマホなどで広報おおぶをご覧ください。
　※カタポケの利用は無料ですが、通信料は自己負担になります。

新型コロナウイルス感染症対策のための『寄付』を募集しています

寄付金を募集
　寄付金の募集を開始しました。寄せられた寄付金は、「新
型コロナウイルス感染拡大防止」および「市民生活の支援」を
目的とした事業に活用します。

▼  寄付金受付口座

助け合いマスクバンク開設　マスクの寄付を募集
 　使い捨てマスクや布マスク、手作りマスク（未開封・未
使用のもの）の寄付を募集します。寄せられたマスクは高齢
者・障がい者施設などに提供します。

▼  場所　高齢障がい支援課、各公民館、
ミューいしがせ、各児童（老人福祉）
センター、保健センター、スピカ、
市社会福祉協議会

▼  期間　6月30日火まで

中止が決定した主なイベント

 　市制 50周年記念事業や毎年定例的に行い、不特定多数の
人が集まる次のイベントなどの開催を中止します。

特集　新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ（※５月22日時点）

新型コロナウイルス感染症
拡大防止にご協力ください
新型コロナウイルス感染症
拡大防止にご協力ください

寄付者名・企業名 寄付金員・物品
㈲矢田化学工業 除菌電解水給水器1台
㈱八神 100万円

エーザイ㈱ 抗菌スプレー3本、マスク100枚、栄養ドリ
ンク300本、ハンドクリーム300本

中京消毒㈱ 子ども用マスク4,000枚
㈲オフィスビバー
チェ 滅菌マスク2,000枚

㈱花井組 100万円
桂新堂㈱ えびせんべい4,640箱
㈱グローバルホーム ペーパークラフト8,200枚

愛三工業㈱ マスク3,000枚、ビニール手袋3,000枚、防護服30
着、アルコール消毒液（イソプロパノール）一斗缶3缶

愛協産業㈱ マスク2,000枚、ビニール手袋3,000枚、防護服20
着、アルコール消毒液（イソプロパノール）一斗缶2缶

㈲林田電気システム マスク2,000枚、次亜塩素酸水生成パウダー
10本、上部給水型超音波噴霧器2台

㈱豊田自動織機 一般用コットンマスク4,800枚、お菓子
タツミ化成㈱ 100万円
新栄電気㈱ 100万円
㈱カトー精工 フェイスシールド100個
㈱大広 不織布マスク2,500枚
㈲ともだち 10万円
中島特殊鋼㈱ 不織布マスク4,000枚

寄付者名・企業名 寄付金員・物品
㈱ENEOSウイング 不織布マスク2,400枚
ギフトスミトモ㈲ 不織布マスク3,000枚
㈱KHエンジニアリング 不織布マスク2,000枚
東海興業㈱ 不織布マスク4,000枚
㈱ケーツー 不織布マスク10,080枚

笠松千尋 除菌電解水給水器1台、超音波噴霧器20台、
電解補助液1年分

渡邉章 200万円
鳥居勝子 手作りマスク25枚
柴田ふさ子 手作りマスク43枚
佐々木貴恵 手作りマスク35枚
福田直剛 手作りフェイスシールド122枚
大府西中保護者 手作りマスク726枚
共長コミュニティ 手作りマスク228枚
大府市区長会 10万円
匿名 不織布マスク1,100枚
匿名 フェイスシールド172個
匿名 マスク150枚、子ども用マスク60枚、絵本14冊
匿名 100万円
募金箱への寄附 7,957円（5/22時点）
特設口座への寄付 264万4,740円（74件・5/22時点）

イベント名 日にち
共長夏まつり（後援） 7月25日土・26日日
中学生平和大使沖縄派遣事業 7月30日木・31日金
大府夏まつり（後援） 8月1日土・2日日
大府・東浦花火大会（後援） 8月29日土
消防広場 8月30日日
中学生サミット 8月下旬
市制50周年記念式典 9月5日土
タイムカプセル開封式 9月12日土
敬老会 9月19日土
福祉・健康フェア 9月27日日
アートオブリスト2020 10月3日土～11月3日火
平和祈念戦没者追悼式 10月4日日
大相撲大府場所 10月15日木
新居浜市市民ツアー 10月17日土・18日日
産業文化まつり 10月31日土・11月1日日
大府シティ健康マラソン大会 11月8日日
市芸術祭「リア王」 11月14日土
OBU－1グランプリ2020 11月15日日
ビストロおぶちゃん・スギ薬局ウェル
ネスフェスタ×ママカフェ in大府 11月22日日

大府シティ健康ウォーキング大会 11月29日日
大府駅前イルミネーション 11月下旬～令和3年2月
パラアートおおぶ2020 12月1日火～7日月
市音楽祭「第九コンサート」 12月20日日

振　　込　　先　：　三菱UFJ銀行大府支店
口座種別・番号　：　普通・0275757
受取人口座名義　：　大府市コロナ対策寄附金

こちらからダウンロードできます▲

（一般的な感染予防については健康増進課（☎（47）8000：平日8：30～17：15（水19：15まで））へ）

　5月14日、国の緊急事態宣言が解除されましたが、依然として、予断を許さない状況です。手洗いや咳エチケットの徹底を 
お願いします。市では市単独で 総額約7億2000万円 を使い、感染拡大防止に全力で取り組んでいます。
　この記事は、5月22日時点の情報です。最新情報は、市ホームページ・Twitter・Facebook・LINEをご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症
に関する各種支援策
　新型コロナウイルス感染症に関する支援策を次の通り紹介します。他にも一般向け・事業者向けなど多様な支援策
を実施しています。各支援策の概要・対象・条件などは必ず事前に市ホームページなどでご確認ください。各種申請
書の提出は、郵送での方法にご協力ください。各種申請書は、市ホームページに用意しています。

特別定額給付金の申請はお済みですか

　　  　国民に一律10万円を給付する特別定額給付金について、次の期
間までに給付申請を済ませてください。

　 ▼  申し込み　8月7日金（当日消印有効）までに、 
①郵送または　②オンラインで市へ。

　 ▼  その他　詳細は、市ホームページをご覧ください。 
②には、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードは
交付するまでに時間を要するため、マイナンバーカードをお持ち
でない方は、郵送申請方式をご活用ください。

● 市町村や総務省から、ATMの操作をお願いする
ことは絶対にありません。

● 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。

不審に思ったら、
東海警察署（☎（33）0110）へ。

絶対に教えない！　渡さない！
詐欺に注意

●暗証番号　
●通帳、キャッシュカード　
●口座番号　
●マイナンバー

特集　新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ（※５月22日時点）

Pick Up

▼  申し込み　市から対象者に郵送する

申請書に必要事項を記入の上、同封

の返信用封筒にて健康増進課（〒474

－0035江端町4－2）へ。

▼  申し込み　6月30日火までに、申請

書類に必要事項を記入の上、郵送で

商工労政課（〒474－8701住所不要　

商工労政課休業協力金担当 宛）へ。

▼  申し込み　6月30日火までに、申請書

類に必要事項を記入の上、郵送で商工

労政課（〒474－8701住所不要　商工

労政課理美容協力金担当 宛）へ。
▼  申し込み　6月30日火までに、申請

書類に必要事項を記入の上、郵送で

商工労政課（〒474－8701住所不要　

商工労政課飲食店助成金担当 宛）へ。

　国の特別定額給付金の基準日（4月27

日）の翌日～令和3年4月1日木に生まれ

た子どもを対象に、子ども１人につき

10万円を給付します（他条件あり）。

　県の休業協力要請に応じて、条件を

満たして休業などをしている事業者に

対し、県との連携により、1事業者当た

り50万円の休業協力金を交付します。

　4月24日～5月6日の全期間（県理美容組

合未加盟店舗は4月25日から）に、自主的

に休業した理美容事業者に対し、1事業者

当たり10万円の協力金を交付します。

　売り上げが減少した飲食店のうち、

外出自粛を促進する持ち帰りまたは出

前により商品を提供する事業者に1事業

者当たり15万円の助成金を交付します。

▼日時　6月5日・12日・19日・26日の金　9：00～17：00

▼場所　子どもステーションまたは訪問相談

▼対象　市内在住で、子育て中の保護者

▼申し込み　事前に電話で子どもステーションへ。

『寄り添い、一緒に考える相談室』

自宅で過ごす親子を

臨床心理士が無料で訪問

健康増進課　☎（47）8000

市外在住の

学生を持つ

保護者必見

青少年女性課　☎（45）6219

商工労政課　☎（45）6227

商工労政課　☎（45）6227

子どもステーション　☎（47）2438

商工労政課　☎（45）6227

臨時特別出産祝金
新型コロナウイルス感染症対策協力金

（休業協力金）

理美容事業者休業協力金おおぶ飲食店応援助成金

　子育て世帯の生活を支援するために臨時特別給付金（児童手当に1万円上乗せ）を支給しま

す。公務員以外の方は申請不要、公務員の方は申請要。

▼  支給対象　令和2年4月分の児童手当の対象児童（0歳～中学生）がいる保護者（新高1含む）

※所得制限を超える特例給付の方は除きます。

公務員の方は例外的に申請が必要です！

▼  申し込み　6月1日月～ 9月30日水に、所属の長より発行される子育て世帯への臨時特別給

付金申請書（請求書）に必要事項を記入の上、郵送または直接子育て支援課（〒474－8701住

所不要）へ。

▼  その他　必要書類などの詳細は、勤務先でご確認ください。

子育て支援課

☎（45）6229

子育て世帯へ臨時特別給付金を支給　（公務員以外の方は申請不要）　

臨時支給

申請不要

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、経済に甚大な影響をもたらし

ている現在の状況を踏まえ、市民や企業などの負担軽減を図るため、

次の期間、水道料金の基本料金を免除します。

▼  対象　市内で水道を利用している世帯および事業者

▼  期間　6月検針分～ 9月検針分

▼  申し込み　不要（当該期間の水道料金から基本料金相当額を差し引

いて請求します）

水道課

☎（45）6238

水道料金の基本料金を4カ月分免除

基本料金免
除

申込不要

学生応援 ! ふるさと便おおぶを開始
　市出身で市外で生活する学生に、地元産の食品やマスクなどの生活物資をセット

にした『学生応援 ! ふるさと便おおぶ』を無料でお送りします。

▼対象　次の全てを満たす学生

　　　　●現在、市外に居住し、大学・短大・専門学校などに通っている18歳以上の方

　　　　●現在、保護者が市内に居住している方

▼  セット内容　マスク（7枚）、知多産コシヒカリ（3㌔）、知多牛レトルトカレー、コーン

スープ・野菜ジュース（スジャータめいらく㈱）、えび天せんべい（桂新堂

㈱）、クッキー（大府福祉会あけびの実）、おおぶの源水、おぶちゃんグッズ

▼  申し込み　6月30日火までに、市在住の保護者が市ホームページの専用

応募フォームで青少年女性課へ。 ▲応募フォーム 相談

申込要
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特集　新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ（※５月22日時点）

▼料金　600円（税込み）

▼場所　KURUTOおおぶ

（JR大府駅構内）

▼時間　11：00～19：30

KURUTO丼

▲ こちらからご覧
いただけます

▲ 5月合併号で、広報おおぶと同時配布したチラシ
です。6月15日号には、さらに拡充したチラシ
を同時配布します。

●テイクアウト可・予約可
●注文後に調理します

テイクアウト＆デリバリーを活用しよう！

　新型コロナウイルス感染症の影響で、事業などに係る収入に相当の減少があった納税者に

対して、次の通り市税の徴収を1年間猶予（延滞金は全額免除）します。

▼  対象　次の全てを満たす納税者など

● 令和2年2月以降の任意の期間（1カ月以上）において、事業などに係る収入が前年同期に比べ

ておおむね20％以上減少していること

●納期までに納付または納入を行うことが困難であること

▼  対象の税金：令和2年2月1日～令和3年1月31日日に納期限が到来する市税（個人住民税、固

定資産税、国民健康保険税など）

▼  申請期限　関連法令の施行から2カ月後、または納期限（納期限が延長された場合は延長後の期限）のいずれか遅い日まで

▼  申し込み　申請書に必要事項を記入の上、添付書類（給与明細書や売上帳、預金通帳のコピーなど）を添えて、郵送で納税課へ。

納税課

☎（45）6263

商工労政課　☎（45）6227

市税の徴収猶予の特例制度

市内飲食
店

応援

　新型コロナウイルス感染症に感染などした国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者に対して、次

の条件で、傷病手当金を支給します。申請の際は必ず事前に電話で保険医療課までご連絡ください。

▼  対象　国民健康保険・後期高齢者医療に加入中の被用者（給与の支払いを受けている者）で、新型コロ

ナウイルス感染症に感染したまたは発熱などの症状があり感染が疑われる方（事業主の方、勤務先の休

業などにより自宅待機している方、休んだ期間に給与や手当が支給されている方などは対象外）

▼  期間　令和2年1月1日～9月30日水に療養のために仕事を休んだ期間

▼  支給日数　療養のために仕事を休んだ期間のうち、勤務を予定していた日数（最初の3日間は除く）

▼  支給額　直近3カ月の給与から算出した給与日額×2／3×支給日数

▼  申し込み　申請書を郵送で保険医療課（〒474－8701住所不要）へ。

　市内飲食店などで、テイクアウトやデリバリーサービスを行っている店舗を

大府商工会議所ホームページで紹介しています。ぜひご覧ください。

保険医療課

☎（45）6330

国民健康保険・後期高齢者医療傷病手当金を支給

傷病手当

徴収猶予

申請必要申請必要

申請必要

　ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の健康増進と安否の確認を図るために実施している夕食

の配食サービスについて、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、期間限定で夕食に加え

昼食の配食サービスを実施します。

▼  対象　65歳以上の高齢者世帯などで心身の障がい、傷病などの理由により、外出、買物や

食事の調理が困難な世帯の方
▼  料金　1食当たり350～700円前後（配送料は市が負担します）　※昼食のみは不可

▼  期間　9月末日まで（夕食については、9月以降も継続）

▼  申し込み　申請書に必要事項を記入の上、高齢障がい支援課へ。

　在宅生活で毎日の食事に支障がある要援護高齢者や重度の身体障がい者の方に対し、ご自宅へ夕食をお

届けすることで、食生活の改善による健康の保持や安否の確認を行い、住み慣れた地域での生活を支援す

るものです。事業者は利用者に食事を直接手渡しすることで、利用者の見守りも行っています。

高齢障がい支援課

☎（45）6289

ひとり暮らし高齢者などへの昼食配達を追加

高齢者支
援

　市の特産品であるブドウやナシなどの生産者が直売所を開くに当たり、新型コロナウイルス感染拡大防止

対策を行うために必要な消耗品の購入や機器の導入、感染拡大防止対策の実施を周知するために必要な経費

を補助し、安心して来店できる直売所づくりを応援します。

▼  対象　市内在住または市内で農畜産物を生産し、市内で直接販売する農業者および農業法人

▼補助対象経費

　①感染拡大防止対策品の購入（消毒液、シート、マスクなど）

　②感染拡大防止対策機器の導入（酸性電解水生成器など）

　③感染拡大防止対策実施の周知（看板設置、チラシ配布など）

▼  補助率　100％（上限10万円）

▼  申し込み　令和3年3月31日水までに申請書に購入したことが分かる領収書の写し・通帳の写しを添

えて、直接または郵送で農政課（〒474－8701住所不要）へ。

農政課　☎（45）6225

健康増進課　☎（47）8000

安心して来店できる直売所づくりを応援

直売所等応援補助金

OBUパパ＆ママサロンインスタライブ

▼日時　6月21日日　9：30～10：00

▼  参加方法　市公式インスタグラム「obu_style」をフォローし、ストーリーズ

欄のアイコンをタップ

▼内容　沐
もくよ く

浴と赤ちゃんの特徴について話します。

▼  その他　インスタライブ終了後、24時間以内であれば、閲覧すること

ができます。

　妊婦の方の不安を軽減するため、保健師が子育て支援講座『OBUパパ

＆ママサロン』をインスタライブにて行います。ライブ中は、コメント

にお答えできる範囲で答えます。ぜひご覧ください。

配食サービスとは？
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制度 内容 問い合わせ先

特別定額給付金
国の緊急経済対策に基づき、全ての国民に1人10万円を給付し

ます。

特別定額給付金窓口

☎（47）2111

水道料金基本料金4カ月分を免除 水道料金の基本料金（6～9月検針分）を免除します。
水道課

☎（45）6238

国民健康保険傷病手当金
感染またはその疑いにより、労務に服すことができない国民

健康保険被保険者に傷病手当金を支給します。

保険医療課

☎（45）6330

濃厚接触者などへの支援
保健所から自宅待機を要請されている濃厚接触者や海外から帰国した

方やその家族に食料品・日用品の買い物代行などの支援を行います。

健康増進課

☎（47）8000

住居確保給付金
離職や休業などに伴う収入減少により、住居を失うおそれが

生じている方に対し、家賃相当額を支給します。

地域福祉課

☎（45）6228

市営住宅の提供
感染症の影響による解雇などにより、住まいの確保が困難な

方に対し、一時的に市営住宅を提供します。

建築住宅課

☎（45）6314

感染症対策に必要な物品の購入・確保
公共施設の開館や乳幼児健診などの再開、今後起こり得る感染拡大の第2

波などに備えるため、防護服や消毒液、マスクなどの物品を購入します。

健康増進課

☎（47）8000

市民向けの健康教育動画の配信
感染症の影響で中止した乳幼児健診・健康講座を補完するた

め、健康教育動画を配信します。

健康増進課

☎（47）8000

徴収猶予の特例制度
感染症の影響により収入が減少し、市税の納付が困難である

方を対象に、徴収を猶予します。

納税課

☎（45）6263

市税の申告・申請期限の延長
やむを得ない理由で市税の申告・申請などが期限内に行えない場合、

個別の事情を鑑み、可能なものについては期限延長を実施します。

税務課

☎（45）6217

おぶちゃんおうち遊びの提供
市公式マスコットキャラクターおぶちゃんの「塗り絵」や「点つ

なぎ」などの新コンテンツを市ホームページで提供します。

広報広聴課

☎（45）6214

臨時特別出産祝金
国の特別定額給付金の基準日（4月27日）を過ぎて生まれた子ど

もを対象に、子ども1人につき10万円を給付します。

健康増進課

☎（47）8000

産後ケア実施施設の感染症対策の支援
産後ケア事業を行う市内施設の感染症対策を支援するため、

国の補助制度を活用し、消毒用エタノールを配布します。

健康増進課

☎（47）8000

OBUパパ＆ママサロンインスタライブ
妊婦の方の不安を軽減するため、保健師がOBUパパ＆ママサロン

をインスタライブにて行います（6月21日日9時30分～配信予定）。

健康増進課

☎（47）8000

子育て世帯への臨時特別給付金
国の緊急経済対策として、児童手当受給世帯に児童1人当たり

1万円を支給します。

子育て支援課

☎（45）6229

臨床心理士による無料相談 自宅で過ごす親子を対象に臨床心理士による無料相談を行います。
子育て支援課

☎（45）6229

学生応援 ! ふるさと便おおぶ
市出身で市外で生活する学生に、地元産の食品やマスクなど、

生活物資の詰め合わせセットを無料で送ります。

青少年女性課

☎（45）6219

学校の再開に向けた感染症対策の推進
小・中学校再開に向けたガイドラインに基づき、感染症対策

に要する非接触型体温計や消毒液などの物品を購入します。

学校教育課

☎（46）3332

小・中学校給食費6～8月分を無償に
学校再開に向けて、家庭の経済負担を軽減するため、給食費（6

～8月）を無償にします。

学校教育課

☎（46）3332

就学援助受給対象者に昼食費を支援
臨時休校措置により学校給食が提供できない期間、就学援助を受けて

いる児童生徒の保護者へ昼食費として1食当たり500円を支給します。

学校教育課

☎（46）3331

放課後クラブ育成手数料などの

2カ月分を半額免除

放課後クラブの利用を自粛している家庭の経済負担を軽減す

るため、育成手数料（4、5月）などを半額免除します。

学校教育課

☎（46）3331

ひとり暮らし高齢者などへの昼食配達
ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯の生活を支援するため、市

内飲食店と連携し、昼食の配達を行います。

高齢障がい支援課

☎（45）6289

後期高齢者医療傷病手当金
感染またはその疑いにより、労務に服すことができない後期

高齢者医療被保険者に傷病手当金を支給します。

保険医療課

☎（45）6230

制度 内容 問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症対策

協力金

感染拡大防止のために県からの休業要請に全面的に応じた事業

者に対し、協力金として1事業者当たり50万円を交付します。

商工労政課

☎（45）6227

理美容事業者休業協力金
感染拡大防止のために自主的に休業する理美容事業者に対し、

協力金として1事業者当たり10万円を交付します。

商工労政課

☎（45）6227

雇用調整助成金
従業員を休業させる事業主の経済負担を軽減し、雇用を維持

するため、国が補助します。

あいち労働局あ

いち雇用助成室 

☎052（219）5518

中小企業緊急雇用安定補助金 国の雇用調整助成金の上乗せとして、最大150万円を補助します。
商工労政課

☎（45）6227

雇用調整助成金申請手数料等補助金
国の雇用調整助成金の申請に必要な書類の作成・相談に要す

る経費として、最大10万円を補助します。

商工労政課

☎（45）6227

小規模企業等振興資金等信用保

証料補助金

小規模事業者などが県信用保証協会の信用保証を利用した融

資の保証料の補助を拡充します。

商工労政課

☎（45）6227

小規模事業者経営改善資金利子

補給補助金

小規模事業者が経営の規模拡大や経営の合理化のために借り

入れた融資の利子の一部を補助します。

商工労政課

☎（45）6227

セーフティネット保証（4号）の認定
一定の割合（20%）以上売上高などが減少した事業者が、県信用保証協

会を利用した融資制度を利用する場合、市が事前に認定を行います。

商工労政課

☎（45）6227

セーフティネット保証（5号）の認定
一定の割合（5%）以上売上高などが減少した事業者が、県信用保証協

会を利用した融資制度を利用する場合、市が事前に認定を行います。

商工労政課

☎（45）6227

危機関連保証の認定
一定の割合（15%）以上売上高などが減少した事業者が、県信用保証協

会を利用した融資制度を利用する場合、市が事前に認定を行います。

商工労政課

☎（45）6227

小規模事業者持続化補助金

（一般型）

販路開拓のための資金の一部を補助します。 

（補助率2/3、上限50万円）

大府商工会議所

☎（47）5000

小規模事業者持続化補助金

（コロナ特別対応型）

販路開拓のための資金の一部を補助します。

（補助率2/3、上限100万円）

大府商工会議所

☎（47）5000

農業関係の資金の特例措置
農業者を対象に実質無利子化などで貸し付けを行うなど必要

な長期資金を日本政策金融公庫などが融資します。

農政課

☎（45）6225

直売所等応援補助金
農畜産物の直売所の感染防止対策に必要な物品・機器の導入

などに必要な経費として、最大10万円を補助します。

農政課

☎（45）6225

持続化給付金

感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して給

付金を給付します。全業種を横断的に、個人・法人を問わず、

農業者も広く対象としています。

持続化給付金事業

コールセンター

☎0120（115）570

おおぶ飲食店応援助成金
持ち帰りまたは出前により商品を提供する飲食店などの事業

者に対し、1事業者当たり15万円を助成します。

商工労政課

☎（45）6227

民間保育所等応援助成金

園児や保護者のために運営を継続する民間の保育所、認定こ

ども園、小規模保育事業者を応援するため、1事業所当たり約

30～150万円を助成します。

保育課

☎（85）3895

放課後児童健全育成事業応援助成金
児童や保護者のために運営を継続する民間放課後児童クラブ

を応援するため、1団体当たり25万円を助成します。

学校教育課

☎（46）3331

徴収猶予の特例制度
感染症の影響により収入が減少し、市税の納付が困難である

方を対象に、徴収を猶予します。

納税課

☎（45）6263

市税の申告・申請期限の延長
やむを得ない理由で市税の申告・申請などが期限内に行えない場合、

個別の事情を鑑み、可能なものについては期限延長を実施します。

税務課

☎（45）6217

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援策一覧
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