新型コロナウイルス感染症に関する支援情報
国民健康保険および後期高齢者医療の被保険者に対する傷病手当

自慢のカーテンを大募集！

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためには、感染もしくは感染の疑いがある人が仕事を休みやすく

グリーンカーテン
コンテスト 2020

する環境づくりが重要です。市および県後期高齢者医療広域連合では、感染もしくは感染の疑いがある人が仕事
を休んだ場合に、傷病手当金を支給します。該当する人は、市民福祉課に相談のうえ、申請してください。

省エネや温暖化防止に役立つ「グリーンカーテン」の

が取り組んだ自慢のカーテンをぜひ応募してください。

応募対象

応募部門
応募期限
審査方法

環境衛生課☎ 64・6016

申込書に写真を添付（３枚程度）したう

いる個人または団体

えで、メール・郵送・窓口のいずれかの
応募方法

に設置

８月 28 日㊎
どについて評価
各部門ごと 最優秀賞

表彰

１件

優秀賞

２件

特別賞

２件

手当名称

該当児童
手当

特別児童扶養手当

小浜市大手町 6-3 小浜市役所 環境衛生課
【TEL】64・6016
【Mail】kankyoueisei@city.obama.fukui.jp

■問い合わせ

子ども未来課☎ 64・6013
高齢・障がい者元気支援課☎ 64・6012

18 歳の誕生日を迎えた後の最初の 3 月 31 日までの間にある児童、また 子ども未来課
は 20 歳未満で法に定める程度の障がいがある児童
全部支給 43,160 円（月額）所得に応じて変動あり。2 子以降は加算あり
ている人

.8

× 3 分の 2 ×支給対象日数

④連続した３日間を含み、４日以上仕事を休んだ

■適用期間

⑤仕事を休んだ期間、給与を受け取っていない、また

令和 2 年 1 月 1 日〜 9 月 30 日

は一部減額されて受け取っている

（入院が続く場合などは最長で 1 年 6 カ月間）

国民健康保険税の減免

■問い合わせ 税務課☎ 64・6004

■対象となる要件

■減免額の計算方法

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世帯の人

減免額は、下記の【A】×【B】÷【C】に、合計所
得額に応じた減免割合 (【D】) をかけた金額です。

27,350 円（月額）
身体障害者手帳 1 級、療養手帳 A1 程度の障がいを持ち、常時介護を
要する 20 歳未満の在宅児
14,880 円（月額）

【A】世帯の被保険者全員について算定した保険額

②新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持
者の収入減少が見込まれる世帯の人
→ 一部を減額（右記参照）
※主たる生計維持者が事業等を廃業あるいは失業した
場合は、全額免除の対象となります

高齢・障がい者
元気支援課

【B】主たる生計維持者の、減少が見込まれる収入に
かかる前年の所得額
【C】主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の
前年の合計所得額
【D】300 万円以下：10 分の 10、400 万円以下：10 分の 8、
550 万円以下：10 分の 6、750 万円以下：10 分の 4、
1,000 万円以下：10 分の 2

ひとり親世帯臨時特別給付金

■問い合わせ 子ども未来課☎ 64・6013

市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得のひとり親世帯などを支援するため、給付金を支給します。
②公的年金などの受給者

③家計が急変した人

④追加給付

令和２年６月分の児童扶養 公的年金などを受給してい 新型コロナウイルス感染症の ①・②の対象者のうち、新
手当を受給している人

るため、令和２年６月分の 影響で、収入が児童扶養手当 型コロナウイルス感染症の
児童扶養手当を受給してい 受給者と同じ水準となってい 影響を受けて収入が大きく
ないひとり親家庭など

１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円
申請不要

時期

広報おばま 令和 2

直近の継続した３ヶ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数

申請

1 級 52,500 円（月額）、2 級 34,970 円（月額）

※各手当とも本人および家族の所得によって支給制限があります。詳しくは問い合わせてください

❼

③新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱

給付額

手当

■支給額

①児童扶養手当の受給者

障がいのある児童を養育する親、もしくは親に代わって児童を養育し

（3 カ月以上入院している場合は該当しない）

支給対象

②給与の支払いを受けている

※収入の減少率や、前年の所得合計額などの要件があ
ります

て児童を養育している人

支給対象 一の最重度障がいであって常時特別の介護を要する20 歳以上の在宅者
手当

障害児福祉手当

担当・問い合わせ

ひとり親家庭の親、一定の障がいの状態にある親、または親に代わっ

身体障害者手帳1 級・2 級、療育手帳A1 程度の障がいを重複するか、単
特別障害者手当

ち仕事を休んだ日

→ 全額を免除

該当児童 20 歳未満で法令により定められた程度の障がいの状態にある児童
手当

を経過した４日目以降の、就労を予定していた日のう

対象者

支給対象

休むことになった日を 1 日目として、連続した３日

①小浜市国民健康保険または福井県後期高齢者医療

税額について、減免の対象になります。該当する人は、収入を証明する書類を添えて税務課まで申請してください。

内容
支給対象

次のすべての要件を満たす人

次の要件を満たす人は、令和 2 年 2 月 1 日〜令和 3 年 3 月 31 日までの間に納期限を迎える国民健康保険税の

〒 917-8585

各手当の支給について

児童扶養手当

方法で下記まで提出
※申込書は市公式 HP もしくは担当課窓口

② 団体部門
カーテンの出来栄え、工夫点、効果な

■支給対象日数

など感染が疑われる具体的症状がある

市内で「グリーンカーテン」を設置して
① 家庭部門

■対象となる要件

制度に加入している

コンテストを実施します。家庭で、事業所で、みなさん

■問い合わせ

■問い合わせ 市民福祉課☎ 64・6018

８月上旬ごろ

るひとり親家庭など

減少した人
１世帯５万円

申請が必要（いずれも８月３日㊊から受付開始）

※対象者には案内を送付済み ※詳しい申請方法は、問い合わせるか、市公式 HP を参照してください
９月以降、順次給付予定

家賃支援給付金・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

■問い合わせ 小浜市新型コロナ総合電話窓口☎ 64・6061

売り上げが減少した事業者への家賃支援や、休業手当が受けられない労働者に対する支援金について、申込受付
が始まっています。詳しくは問い合わせるか、経済産業省または厚生労働省の HP を参照してください。
広報おばま 令和 2
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〜下水道をご利用の皆さんへお願い〜

予約 • 申込
始まる！

下水道

1. 下水道管の詰まりの原因となるものは
絶対に流さないでください
トイレットペーパー以外の紙や

を手に入れよう！
総務省では、マイナンバーカードを所有してい

スを利用する際、利用額の 25％（最大 5,000 円）

い物をした際に、１人あたり最大 5,000 円分の「マ

分の「マイナポイント」がもらえます。

イナポイント」がもらえる「マイナポイント事業」

紙おむつ、生理用品、タオルなど

この機会にぜひ、マイナンバーカードを取得し、

■問い合わせ

異物を下水道へ流すと下水道管が

上下水道課☎ 64・6028

市では、下水道を整備してから約

詰まり、家庭などの排水が流れな

申し込み時に登録したキャッシュレス決済サービ

る人が、キャッシュレス決済でチャージまたは買

30 年 が 経 過 し ま し た。 こ れ か ら も、

くなりますので、絶対に流さない

皆さんの快適な生活のためにご協力を

でください。

お願いします。

下水道で詰まった異物

お得な「マイナポイント」を手に入れましょう！

の予約・申し込みを開始しました。

2. 下水道の「分離ます」を定期的に掃除しましょう

マイナポイント利用の流れ
マイナンバーカードを
取得する

大切に使おう！

9/1 以降に

マイナポイントを
予約する
➡ ❶で解説！

マイナポイントを
申し込む

キャッシュレス決済で
買い物 または チャージ
ポイント

➡ ❷で解説！

清掃前の分離ます

家庭に設置している「分離ます」は、
「ゴ

❶ マイナポイントの予約について

ミの除去」と「油脂分離」の機能により、

スマートフォンの場合

パソコンの場合

①マイナポイント専用アプリをダウンロード

①専用サイトにアクセス

②アプリを使ってマイナンバーカードを読み取り

②カードリーダーでマイナンバーカードを読み取り

詰まりの原因になります。月１回程度を目

③マイナンバーカードの暗証番号を入力して、

③マイナンバーカードの暗証番号を入力して、

安に「分離ます」の清掃をお願いします。

「マイキー ID」を取得

下水道管を守っています。
定期的に清掃を行わないと、下水道管の

「マイキー ID」を取得

④予約完了！

④予約完了！

※ Android 端末の場合、②と③の順番が逆にな

※対応するカードリーダーと、専用ソフトのイン

ります

マンホールふたで小浜を PR

ストールが必要です

9 月 10 日は「下水道の日」
「下水道の日」は、全国で下水道の普

※予約者が全国で 4,000 万人に達した時点で、予約が締め切られる予定です

及促進を図るために定められた日です。

❷ マイナポイントの申し込みについて

下水道マスコットキャラクター

①マイナポイント専用アプリまたは専用サイトから申し込み画面へ進む

下水道に未接続の皆さんへ

②利用するキャッシュレス決済サービス（クレジットカードや電子マネーなど）を１つ選択

下水道を利用していただくことで、生活環境が良く

③９月１日以降に、選択した決済サービスでチャージまたは買い物
④選択したサービスで使えるポイントとして、マイナポイント（利用額の 25％／上限 5,000 円）を付与
※決済サービスによっては、各サービスのアプリ上から申し込みできる場合や、対応していても申し込み
が始まっていない場合があります。詳しい内容や、対応する決済サービスは、総務省のマイナポイント事業

ホームページ

H P を参照してください

マイナンバー総合フリーダイヤル
平 日：９時 30 分〜 20 時
土日祝：９時 30 分〜 17 時 30 分

❾
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下水道に対する理解と関心を深めるととも
に、小浜の豊かな自然や良さを PR するため、
小中学生からマンホールふたのデザインを募
集しました。
入賞作品をはまかぜ通り（駅前町）のマン

問い合わせ

マイナンバー

０１２０・９５・０１７８

「スイスイ」

ホールふたに貼り付けしています。９カ所設
置してありますので 、探してみてください。

なるほか、海や川などの水質をきれいに保つことがで
きます。未接続の世帯は、早期接続をお願いします。
地区名

（％）

小浜

94.1

雲浜

94.9

西津

90.5

国富（丸山・江古川）

91.8

今富

93.4

遠敷

82.5

◀公共下水道 水洗化率
（令和 2 年 3 月末現在）

水洗化率＝公共下水道を利用
中の人口 ÷ 利用できる人口
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