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新型コロナウイルス感染拡大の状
況により、本紙に掲載した内容は、
中止または延期する場合がありま
す。あらかじめご了承ください。

2020年東京オリンピック・パラリンピック
山武市はスリランカのホストタウン、キャンプ地です。
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子育て・妊娠中の皆さまに

事業者の皆さまに

子育てに関する生活資金の不足やこれから出産される予定の 
妊婦の皆さまへ

事業継続や雇用などでお困りの皆さまへ

経営相談窓口　山武市商工会では、会員・非会員を問わず新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓
口を開設（無料）しております。融資の受け方や補助金等申請書類の書き方などお気軽にご相談ください。

種類 制　　度 支援内容 問い合わせ先

給
付
金
な
ど

子育て世帯への臨時
特別給付金・子育て
世帯応援給付金

令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当を受給する世帯に対し、対象児
童１人につき２万円（国：１万円、市：１万円）を６月26日㈮から支給して
います。なお、新高校１年生も対象です。

［申請が不要な方］　山武市から児童手当を受給している方（児童1人当た
り月額一律5000円の特例給付の方は対象外）

［申請が必要な方］　公務員の方（申請は国制度、市独自制度事業ともに必
要です。申請書は市ホームページからダウンロードできます）

子育て支援課
☎0475（80）2631
　https://www.city.
sammu.lg.jp/page/
page002672.html

ひとり親世帯応援給
付金

令和２年５月分または６月分の児童扶養手当を受給している「ひとり親家
庭」に対し、１世帯２万円を７月10日㈮に支給します。申請は不要です。

子育て支援課
☎0475（80）2631

ひとり親世帯臨時特
別給付金

低所得のひとり親世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
支給時期は８月以降となり、準備ができ次第お知らせします。

［対象者］児童扶養手当受給世帯または児童扶養手当の対象となる水準に下
がった世帯

［児童扶養手当受給世帯等への給付額］１世帯５万円、第２子以降１人につ
き３万円

［収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付］１世帯５万円

子育て支援課
☎0475（80）2631

山武市妊婦支援給付
金

妊婦の皆さまが穏やかに過ごし、安心して出産を迎えていただけるよう妊
婦支援給付金を、妊婦１人あたり10万円支給します。

［申請期限］７月31日㈮
［対象者］①～④の全てに該当する方
①令和２年４月27日から妊婦支援給付金の支給決定日まで、引き続き山武
市の住民基本台帳に登録されている方
②令和２年４月27日の時点で妊娠していた方
③令和２年７月31日までに妊娠の届け出のあった方
④妊婦が属する世帯において、令和２年３月31日以前に納期の到来した市
税に未納がない方

健康支援課
☎0475（80）1172

種類 制　　度 支援内容 問い合わせ先

給
付
金
・
助
成
金
な
ど

持続化給付金

売り上げが前年同月と比較して50％以上減少している事業者（農業、林業、
漁業含む）に対し、最大200万円（フリーランスを含む個人事業主は最大
100万円）を支給します。申請サポート会場で申請支援を受けることができ
ます。（事前予約制：ホームページまたは電話で予約）

［申請期限］　令和３年１月15日㈮

持続化給付金事業コー
ルセンター
☎0120（115）570
申請サポート事前予約
☎0570（077）866
　 https://www.jizokuka-
kyufu.jp

千葉県中小企業再建
支援金

売り上げが前年同月と比較して50％以上減少している中小企業者（農業、
林業、漁業除く）に、20万～ 40万円を支給します。

［申請期限］　８月31日㈪

中小企業再建支援金相
談センター
☎0570（04）4894
  https://www.chiba-
shienkin.com

山武市中小企業緊急
支援給付金

売上が大きく減少している中小企業者（農業、林業、漁業含む）に対し給付
金10万円（売上30%以上減）または15万円（売上50%以上減）を支給し
ます。※対象者のうち山武市飲食店等緊急支援給付金受給者は5万円（売上
50％以上減）を支給します。

［対象者］①から④の全てに該当する方
①市内に事業所または住所（令和2年1月2日以降の転入者を除く）を有す
る会社および個人（中小企業者）で、事業継続の意思がある方
②令和元年中の月平均売上高が15万円以上ある方※創業間もない場合等
例外があります。
③新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3 ～ 4月または4 ～
5月の合計（2カ月）売上が前年同期間と比較して30％以上減少している方
または、前年同月（3 ～ 5月）と比較して50％以上売上が減少している月が
1カ月以上ある方
④令和元年12月31日以前に納期の到来した市税に未納がない方

［申請期限］7月17日（金）当日消印有効

わがまち活性課
☎0475（80）1201
  https://www.city.sammu.
lg.jp/page/page002685.html
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新型コロナウイルス感染症により、さまざまな影響を受けている皆さまを支える制度をお知らせします。
※支援制度は６月16日現在の情報です。
□国：国の制度　□県：県の制度　□市：市の制度　□他：その他の団体の制度

新型コロナウイルス感染症支援制度

すべての市民の皆さまに 休業や減給などによる生活資金の不足、税金や保険料などで 
お困りの方へ

種類 制　　度 支援内容 問い合わせ先

給
付
金
な
ど

特別定額給付金
家計への支援を行うため、１人10万円を給付します。
５月18日㈪に市役所から申請書を世帯主あてに発送しま
した。
※申請期限：８月18日㈫当日消印有効

山武市特別定額給付金申請
窓口
☎0475（86）6233

住居確保給付金（家賃）
離職・廃業等により住居を失った（失う恐れのある）方で
就労能力と就労意欲のある方に３カ月を限度（一定条件に
より延長可）として家賃相当額を家主に支給します。

山武市生活・就労相談室
☎0475（80）1301

国民健康保険・後期高齢
者医療保険の傷病手当金

被保険者のうち給与等の支払いを受けている人が感染な
どにより４日以上働けないときは、働く予定だった日につ
いて、傷病手当金を支給します。

［国民健康保険］
国保年金課（国民健康保険
係）
☎0475（80）1143

［後期高齢者医療保険］
国保年金課（高齢者医療年
金係）
☎0475（80）1142

貸
付
・
貸
出

緊急小口資金（特例貸付） 休業などで収入が減少した世帯に、緊急かつ一時的に生
計を維持するための生活費を最大20万円（1回限り）の
貸付を行います。

山武市社会福祉協議会
K090（6119）3636

総合支援資金（特例貸付） 収入の減少や失業などにより継続的に生活困難な世帯に、
最大月20万円［単身世帯は月15万円］（3カ月以内）の生
活費の貸付を行います。

山武市社会福祉協議会
K090（6119）3636

免
除
・
減
額
・
猶
予

各種証明手数料の免除

新型コロナウイルス感染症の影響による貸し付けや融資
等の手続きに使用する各種証明書の交付手数料を免除し
ます。

［無料となる証明書］　住民票、住民票記載事項証明書、印
鑑登録証明書、各種税証明

［住民票、住民票記載事項
証明書、印鑑登録証明書］
市民課
☎0475（80）1141

［各種税証明書］
課税課
☎0475（80）1281
収税課
☎0475（80）1151

市税の徴収猶予の特例制
度

令和２年７月１日～３年１月31日までに納期限が到来す
る市税の納付が１年間猶予され、その期間中の延滞金が
免除されます。

［対象税目］　市県民税、法人市民税、固定資産税、国民健
康保険税などの市税
※申請期限は各税目の納期限までです。

収税課
☎0475（80）1151

国民健康保険税の減免 事業収入等が令和元年と比較して30%以上減少し、かつ
一定の要件を満たすときは、保険税が減免されます。

課税課
☎0475（80）1281

後期高齢者医療保険料の
減免

事業収入等が令和元年と比較して30%以上減少し、かつ
一定の要件を満たすときは、保険料が減免されます。

国保年金課
☎0475（80）1142

介護保険料の減免 事業収入等が令和元年と比較して30%以上減少し、かつ
一定の要件を満たすときは、保険料が減免されます。

高齢者福祉課
☎0475（80）2641

国民年金保険料の免除・
猶予

収入が減少し、かつ所得が相当程度まで下がったとき
は、令和2年2月分以降の国民年金保険料の免除・猶予
申請において所得審査に臨時特例が適用できます。

国保年金課
☎0475（80）1142

上水道料金の支払い期限
の延長

収入が一時的に減少した方は、申請により納付期限を猶
予します。

［山武地域の方］
水道課
☎0475（89）3647

［成東・蓮沼・松尾地域の方］
山武郡市広域水道企業団
☎0475（50）4132
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行政からの
お知らせ

information

いただいたマスク等は市内の医療機関、妊娠中の
方、小中学校やこども園、学童クラブなどの感染症予
防対策に活用させていただきます。ご支援、ご協力に
御礼申し上げます。
さんむエコノミックガーデニング推進協議会［大髙
醤油株式会社様・嵡建築様・有野実産業株式会社様・
せんなり保険パートナーズ株式会社様・有限会社武
石様・株式会社エイチテクニカ様・石井工業株式会
社様・宇井建設様・滝沢塗装店様・株式会社池田屋
様・川島食堂様・會澤哲哉様・虹のいえ様］（マスク）・
市内蓮沼地区在住者様（２人）（マスク）・株式会社保
坂設備様（マスク）・国際石油開発帝石株式会社様（マ
スク）・長嶋義明様（マスク・ペットボトル飲料）・合
資会社寒菊銘醸様（高濃度エタノール製品）

《５月１～ 31 日にいただいたものを掲載していま
す。それ以前にいただいたのものは広報さんむ６月
号および市ホームページをご覧ください。》

　新型コロナウイルス感染症の今後の感染状況の想定が困難なため、海水浴場に訪れる皆さま、市民
の皆さま、海水浴場関係者の皆さま方の健康と安全の確保の観点から、市内全ての海水浴場の開設を
中止します。
◆市内の海水浴場
　・本須賀海水浴場	 ・殿下海水浴場
　・白幡・井之内海水浴場	 ・中下海水浴場
　・小松海水浴場	 ・南浜海水浴場
◆海岸での注意事項および禁止事項
　・今夏の山武市の海岸では即時の救助活動等の安全確保ができないため、遊泳は絶対におやめください。
　・海の家の出店はありません。　・海岸への車両の乗り入れは禁止です。
　・花火やバーベキュー等の火を用いる行為は禁止です
◆海で溺れた等危険が発生した場合は……

　海上保安庁緊急通報用電話番号「118」に通報をお願いいたします。
◆その他海岸利用等に関すること
　・ 今後、新型コロナウイルス感染症対策により海岸利用等に変更が生じた場合は、ホームページで随時

お知らせいたしますので、ご確認ください。

平成９年に就任し 22 年９カ月の長きに
わたり、民生委員児童委員として地域のか
たがたの相談相手となり、社会奉仕の精神
をもって市民福祉の向上に貢献されたこと
が認められ、１月 21 日付で受賞されまし
た。

元山武市民生委員児童委員協議会会長

蕨
わらび

　健
け ん

吉
き ち

　氏

民生委員・児童委員に対する
厚生労働大臣特別表彰

感染症対策事業用に
寄付をいただきました

令和２年度海水浴場の開設中止をお知らせします

T　わがまち活性課　　☎0475（80）1202


