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※今後、新型コロナウイルス感染症に関する新たな支援制度等ができた 

場合は、この冊子の内容を随時更新します。  
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１ 福知山市の支援制度 

（１）市税、保険料の減免・納付猶予制度、上下水道料金の納付猶予制度 

 個人市府民税の軽減・免除 

支援の内容 

活用できる方 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、個人市府民税の納付が困難で

あると認められる場合には、申請により軽減、免除を行います。 

 

【個人市府民税の軽減、免除】 

〇軽減・免除の対象となる税金 

  納期限を過ぎていない税金（既に納期限を過ぎているものは対象外で

す。） 

①  廃業若しくは休業、又は失業若しくは疾病等により納税が著しく困

難な方 

② 令和３年中の合計所得金額の見積額が、前年中の合計所得金額の10

分の 2 以上減少する方 

③ 前年中の合計所得金額が 600 万円以下の方 

※適用には生活保護基準を基準とした収入・資産状況等の審査を通る必要が

あります（申請によって必ず適用されるものではありません。） 

 

〇軽減又は免除の割合 

合計所得金額の見積額の減少の程度 軽減又は免除の割合 

前年中の合計所得金額の 10 分の 10 であるとき 全額 

前年中の合計所得金額の 10 分の 8 以上 

10 分の 10 未満であるとき 
10 分の 8 

前年中の合計所得金額の 10 分の 6 以上 

10 分の 8 未満であるとき 
10 分の 6 

前年中の合計所得金額の 10 分の 4 以上 

10 分の 6 未満であるとき 
10 分の 4 

前年中の合計所得金額の 10 分の 2 以上 

10 分の 4 未満であるとき 
10 分の 2 

  

必要なもの 

①市税減免申請書 ②預金残高判定用紙 ③同意書(収入、資産の調査に係

る同意書) ④雇用保険受給者証の写し又は休廃業等の事実を証する書類

(廃業届、決算書など) ⑤令和 3 年中の収入見積額のわかる書類 

申請の期限 減免を受けようとする納期の納期限 

問い合わせ 
財務部 税務課 市民税係 TEL：２４－７０２４   

FAX：２３－６５３７ 
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 市税の徴収猶予、換価の猶予 

支援の内容 

活用できる方 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難な場合は、

申請により納税の猶予を受けられる場合があります。(地方税法第１５条) 

 

【市税の徴収猶予】 

<対象となる方> 

次のいずれかに該当する方 

① 災害により財産に相当な損失が生じた場合。 

② ご本人又はご家族が病気にかかるか負傷した場合。 

③ 事業を廃止し、又は休止した場合。 

④ 事業に著しい損失を受けた場合。 

 

<対象となる市税> 

 〇個人市民税、法人市民税、固定資産税などです。 

 

【換価の猶予】 

滞納者について、市税を一時に納付することが困難な場合は、申請による換

価の猶予制度があります。京都地方税機構中丹地方事務所（電話０７７３－

５６－０３４０）にご相談ください。 

必要なもの 

【徴収猶予】 

① 徴収猶予申請書   

② 財産の状況、収支の状況のわかるもの 

③ 担保提供書(担保提供が必要な場合：猶予を受ける金額が１００万円を超えかつ猶

予期間が３か月を超える場合、原則として担保の提供が必要になります。)   

④ 災害などの事実を証する書類 

⑤ 本人確認書類(運転免許証の写しなど) 

猶予期間 

猶予を受けることができる期間は１年以内で、申請者の財産や収支の状況

に応じて最も早くその市税等を完納できると認められる期間に限られ、原則

として猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。 

問い合わせ 

財務部 税務課 市民税係  TEL：２４－７０２４ 

        資産税係  TEL：２４－７０２５ 

FAX：２３－６５３７ 
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 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長 

支援の内容 

活用できる方 

生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置につい

て、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行

う中小事業者等を支援する観点から、適用対象を拡充するとともに、適用期

限を２年延長します。 

 

【現行制度】 

○ 以下の設備投資が対象。 

• 機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備。 

※ 旧モデル比で生産性（単位時間当たりの生産量、精度、エネルギ

ー効率等）が年平均１％以上向上する一定のもの。 

※ 中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたもの。 

○ 生産性革命・集中投資期間（平成 30 年度～令和２年度）に限定。 

 

【対応】 

○ 対象資産に、事業用家屋と構築物を追加。 

• 事業用家屋は取得価額の合計額が 300 万円以上の先端設備等と

ともに導入されたもの。 

• 構築物は旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上する一定の

もの。 

※ 事業用家屋・構築物ともに、中小事業者等の認定先端設備等導入

計画に位置付けられたもの。 

 

○ 生産性向上特別措置法の改正を前提に令和４年度までの２年間に

限り延長。 

※ 事業用家屋と構築物は、令和２年４月３０日以降に取得したもの

に限ります。 

 

※ 特例率は現行と同様に、３年間ゼロ 

必要なもの 

① 先端設備等導入計画に係る認定申請書 

② 先端設備導入に関する確認書 

③ 工業会証明書の写し 

申請期限 各年度１月末日までに申請 

問い合わせ 財務部 税務課 資産税係【TEL：２４－７０２5 FAX：２３－６５３７】 
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 国民健康保険料の減免、徴収猶予 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、国民健康保険料の納付が困

難になったとき、申請により所得の減少割合に応じて国民健康保険料の減

免又は徴収猶予を行います。 

 

【保険料の減免】 

〇 減免の対象となる保険料 

  令和３年度分の保険料であって、令和４年 3 月 31 日までの間に普通

徴収の納期限（特別徴収の場合は年金の支払い日）のあるもののう

ち、申請時に納期限がきていないもの（遡りの適用は行いません。） 

 

〇 減免となる条件 

① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者（世帯主）

が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の人 

    ⇒保険料を全額免除 

② 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者（世帯主）

の収入減少（※）が見込まれる世帯の人 

⇒保険料の一部を減額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 保険料の減免額は、収入の減少率及び前年の合計所得により算出しま

す。 

※ 主たる生計維持者（世帯主）の事業等の廃止や失業の場合には、前年

の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除。（雇用保険の

失業給付を受給できる場合は一部減免になります。） 

 

【保険料の徴収猶予】 

〇猶予期間 申し出から６か月 

〇猶予となる条件 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、年間の所得額が前年に比

べ減少となる見込みのとき 

※ 徴収猶予となった場合、猶予期間中の延滞金は全額免除となります。 

 

※保険料が一部減額される具体的な要件 

世帯の主たる生計維持者（世帯主）について、いずれにも該当する人 

（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれ

かが、前年に比べて 10 分の３以上減少する見込みであること 

（２）前年の所得の合計額が 1000 万円以下であること 

（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が

400 万円以下であること 

注１：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要です。 

注２：前年の所得が０円の場合は該当になりませんのでご注意ください。 
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【換価の猶予】 

滞納者について、保険料を一時に納付することが困難な場合は、申請に

よる換価の猶予制度があります。京都地方税機構中丹地方事務所（電話０

７７３－５６－０３４０）にご相談ください。 

活用できる方 
新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少した国民健康保険被

保険者 

必要なもの 

① 死亡診断書・医師の診断書・医師の意見書等の写し 

② 収入申告書 

③ 令和２年の収入がわかる書類 

④ 令和３年の収入がわかる書類 

（③④は確定申告書の控え、売上台帳や収支のわかる帳簿類、給与明細書等） 

⑤ 廃業や失業の場合は、事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類 

⑥ 本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等） 

申請の期限 
【保険料の減免】令和 4 年 3 月 31 日 

【保険料の徴収猶予】猶予を受けようとする納期の納期限 

問い合わせ 
市民総務部 保険年金課 国保係 

【TEL:24-7019、24-7015 FAX：23－6537】 
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 後期高齢者医療保険料の減免、徴収猶予 

支援の内容 

 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、後期高齢者医療保険料の納

付が困難になったとき、申請により所得の減少割合に応じて、京都府後期

高齢者医療広域連合において後期高齢者医療保険料の減免又は徴収猶予を

行います。 

【保険料の減免】 

 〇 減免の対象となる保険料 

① 令和 3 年度分の保険料であって、令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 

3 月 31 日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合は年金の支 

払い日）のあるもの 

② 令和 2 年度相当分の保険料であって、令和 2 年度末に資格を取得し

た等の理由により令和 3 年 4 月以降に普通徴収の納期限が到来する

もの 

 〇 減免となる条件 

① 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、又は重篤な傷病

を負った世帯の人  ⇒ 保険料を全額免除 

 

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少(※)が見

込まれる世帯の人  ⇒ 保険料の一部を減額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 保険料の減免額は、収入の減少が見込まれる所得により算出します。 

 

※ 世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に

かかわらず、対象保険料（税）の全部が免除されます。（ただし、雇

用保険の失業給付が受給できる場合は減免に該当するかどうかを判定

する際の収入に失業給付の額を含めます。 

 

 

 

 

 

※ 保険料が一部減額される具体的な要件 

世帯主について、いずれにも該当する人 

（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年

に比べて 10 分の３以上減少する見込みであること 

（２）前年の所得の合計額が 1000 万円以下であること 

（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が 400 万円

以下であること 

注１：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要です。 

注２：前年の所得が０円の場合は該当になりませんのでご注意ください。 

 



9 

 

 

【保険料の徴収猶予】 

〇猶予期間 

 申し出から６か月 

〇猶予となる条件 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、年間の所得額が前年に比

べ減少となる見込みのとき 

※ 徴収猶予となった場合、猶予期間中の延滞金は全額免除となります。 

活用できる方 
新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少した後期高齢者医療

被保険者 

必要なもの 

① 後期高齢者医療保険料減免申請書 

② 雇用保険受給者資格者証、離職（退職）証明書、公的機関への事業

廃止届出書の写し、診断書等の収入の減少を証明するもの  

③ 給与証明、給与明細書、売り上げ台帳等収入金額のわかるもの  

④ 被保険者証  

⑤ 保険料決定通知書  

⑥ 印鑑 

申請の期限 
【保険料の減免】令和 4 年 3 月 31 日 

【保険料の徴収猶予】猶予を受けようとする納期の納期限 

問い合わせ 
市民総務部 保険年金課 高齢者医療係 

【TEL：24-7018 FAX：23－6537】 
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 介護保険料の減免・徴収猶予 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、６５歳以上の被保険者が介

護保険料の納付が困難になったとき、申請により所得の減少割合に応じて

介護保険料の減免又は徴収猶予を行います。 

 

【保険料の減免】 

〇 減免の対象となる介護保険料 

令和２年度分及び令和３年度分の保険料であって、令和３年４月１日か

ら令和４年３月３１日までの間に普通徴収の納期限のあるもののうち、

納期限が未到来のもの（特別徴収の場合は減免の申請月以降の介護保険

料） 

 

〇 減免となる条件 

① 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡

し、又は重篤な傷病を負った第 1 号被保険者 

 ⇒ 保険料を全額免除 

 

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者

の収入減少（※）が確認できる第 1 号被保険者 

     ⇒ 保険料の一部を減額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 保険料の減免額は、収入の減少率及び前年の合計所得、世帯の主たる

生計維持者の事業等の廃止や失業の有無により算出します。 

 

【保険料の徴収猶予】 

〇 猶予期間   申し出から６か月 

〇 猶予となる条件 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、年間の所得額が前年に比べ

減少しているとき 

※ 徴収猶予となった場合、猶予期間中の延滞金は全額免除となります。 

活用できる方 
新型コロナウイルス感染症の影響等により世帯の主たる生計維持者の収入

が減少した介護保険第１号被保険者（６５歳以上） 

※ 保険料が一部減額される具体的な要件 

世帯の主たる生計維持者について、いずれにも該当する人 

（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれか

が、前年に比べて 10 分の３以上減少していること 

（２）収入が減少している種類の所得以外の前年の所得の合計額が

400 万円以下であること 

注：前年の所得が 0 円の場合は該当になりませんのでご注意ください。 
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必要なもの 

① 減免申請書 

② 収入申告書 

③ 令和２年中（1 月～12 月）の収入がわかる書類 

（確定申告書の控え、源泉徴収票、勤務先による給与証明書等） 

④ 令和３年中（1 月～12 月）の収入がわかる書類 

（売上台帳や収支明細書等の帳簿類、給与明細書、勤務先による給与証

明書等） 

⑤ 廃業や失業の場合は、事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類 

（廃業届出書、離職票、雇用保険受給資格者証、事業主の証明書等） 

⑥ 本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、保険証等） 

⑦ 印鑑 

申請の期限 
【保険料の減免】令和４年３月３１日 

【保険料の徴収猶予】猶予を受けようとする納期の納期限 

問い合わせ 
福祉保健部 高齢者福祉課 介護保険係 

【TEL：２４-７０１３ FAX：２３－６５３７】 
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 上下水道料金の納付猶予 

支援の内容 

 新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少し、上下水道料金の

納付が困難になったとき、申請により料金の納付を猶予します。 

 

〇猶予期間 

申請日から 1 年以内 

 

※ 猶予中の納付方法としては、期限を待っての一括納付、猶予期間中の

分割納付等の方法があります。 

詳細はご相談のうえで決定しますので、下記問い合わせ先までご連絡

ください。 

 

※ 納付猶予となった場合、猶予期間中の延滞金は全額免除となります。 

活用できる方 
新型コロナウイルス感染症の影響等により、令和 2 年 2 月以降の期間にお

いて収入が前年同期に比べて概ね 20％以上減少した上下水道の使用者 

必要なもの 

所得の減少理由を証明するもの(離職証明書、公的機関への事業廃止の届出

書の写し、診断書等)又は所得が減少していることを確認できる書類(預金通

帳のコピーや数か月分の給与明細等) 

申請の期限 
申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請して

ください。 

問い合わせ 
上下水道部 上下水道お客様センター 

【TEL：0773－22－6500  FAX：0773－48－9535】 
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 ≪関連情報≫国税の納税猶予、換価の猶予 

支援の内容 

活用できる方 

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが

困難な場合、税務署に申請することにより、原則として 1 年以内の期間に

限り、猶予が認められます。 

 

【国税の納税の猶予】 

 次のような個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められることがあ

ります。 

 ・新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われ

たことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合。 

 ・納税者本人又は生計を同じにする家族が病気にかかった場合、国税を一

時に納付できない額のうち医療費や治療等に付随する費用。 など 

 

<申請手続等> 

 ・「猶予申請書」を所轄の税務署に提出してください。 

 ・収支状況などの確認のため、帳簿等の書類の準備をお願いしますが、書

類の提出が難しい場合は、職員が口頭でお伺いします。 

 

【国税の換価の猶予】 

新型コロナウイルス感染症に関連し次の要件のすべてに該当するときは

換価の猶予が認められます。 

〇要件 

①  国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困

難にするおそれがあると認められること 

②  納税について誠実な意思を有すると認められること 

③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと 

④ 納付すべき国税の納期限から 6 か月以内に申請書が提出されている

こと 

※ 原則、担保は不要です。(担保の提供が明らかに可能な場合は除く) 

 

問い合わせ 福知山税務署【TEL：22-3121】 
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 国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例 （臨時特例措置） 

支援の内容 

失業、事業の廃止（廃業）または休止の届出を行っている人など、一時的

に国民年金保険料を納付することが困難な場合、ご本人からの申請により、

保険料の納付が免除や納付猶予となる場合があります。 

また、失業や事業の休廃止に至らない場合でも、新型コロナウイルス感染

症の影響で、収入源を喪失することなどに伴う所得の急減があり、失業等に

準ずる状況となった場合は、臨時特例を利用した国民年金保険料の免除や

納付猶予申請が可能【拡充】となりました。 

 

※ 免除等の可否判断は日本年金機構が行います。免除・納付猶予の承認

基準等については、日本年金機構のホームページでご確認ください。 

活用できる方 

〇新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した人及び所得が

相当程度まで低下することが見込まれる人 

〇雇用保険の被保険者であった人 

〇事業の廃止（廃業）または休止の届出を行っている人 

必要なもの 

国民年金の保険料免除・納付猶予申請書、学生納付特例申請書の他に、次

のものが必要です。 

 

【失業、事業休廃止による免除制度を利用する場合】                          

〇雇用保険の被保険者であった人 

・雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の 

写し 

〇事業の廃止（廃業）または休止の届出を行っている人 

① 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し

及びその申請時の添付書類の写し 

② 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書 

③ 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃

止届出書の写し（受付印のあるもの） 

④ 保健所への廃止届出書の控え（受付印のあるもの） 

⑤ その他公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確 

認できる書類 

※ ②から⑤までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが

必要となります。 

 

【臨時特例措置による免除制度を利用する場合】 

① 所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書（臨時特例措置用）） 

② 学生証のコピー(学生納付特例申請の場合のみ) 

 

※ 国民年金の保険料免除・納付猶予申請書、学生納付特例申請書及び所

得の申立書は、日本年金機構ホームページからもダウンロードできま

す。 

問い合わせ 

市民総務部 保険年金課 国民年金係 

【TEL：24－7057 FAX：23－6537】 

日本年金機構舞鶴年金事務所【TEL: 0773－78－1165】 
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 厚生年金保険料の納付猶予、換価の猶予 

支援の内容 

活用できる方 

新型コロナウイルス感染症により、事業所の経営状況等に影響があり、一

時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申

請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として 1 年以内の期

間に限り、換価の猶予が認められます。 

また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合

は、納付の猶予が認められる場合もあります。 

 

※ 納付猶予等の可否判断は日本年金機構が行います。 

納付猶予等の承認基準等については、日本年金機構のホームページで 

ご確認ください。 

問い合わせ 日本年金機構舞鶴年金事務所【TEL：0773－78－1165】 
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（２）市民の皆様等への生活支援制度 

 ≪新規≫住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した

方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯

等に対して、１世帯当たり１０万円を支給します。 

 

【非課税世帯】 

〇手続方法 

 市から送付した確認書に必要事項を記入の上、返送してください。 

〇手続期限 

確認書の送付日から３か月以内 

 

【家計急変世帯】 

〇申請方法 

申請書等に必要事項を記入のうえ、必要書類と一緒に市に申請してくださ

い。 

申請書等を審査のうえ基準に該当した世帯に給付金を給付します。 

〇申請期限 

 令和４年９月３０日 

 

注意事項等 

(1) 非課税世帯の給付金と家計急変世帯の給付金を重複して受け取る

ことはできません。 

(2) ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）等で避難中の方も受給で

きる場合があります。詳しくは福祉保健部社会福祉課援護・債権

係（２４-７０８７）に連絡ください。 

(3) 不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還していただきま

す。また、不正受給をした者は、詐欺罪に問われ懲役 10 年以下

の刑に処されることがあります。 

(4) 自宅や職場などに国や都道府県、市の職員等をかたる不審な電話

があった場合や、詐欺の疑いがある場合は、社会福祉課や福知山

警察署にご相談ください。 

 

活用できる方 

【非課税世帯】 

基準日（令和３年１２月１０日）に福知山市に住民登録があり、かつ、世帯

全員の令和３年度住民税（均等割）が非課税である世帯の世帯主。 

※ 住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯は除きます。 

 

【家計急変世帯】 

令和３年１月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が減
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少し住民税非課税相当となった世帯の世帯主。 

※ 住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額（令和３

年１月以降の任意の 1 か月収入×１２倍）が市町村民税均等割非課税

水準以下であることを指します。 

必要なもの 

【非課税世帯】 

確認書（該当世帯に市から送付します） 

※ 確認書は令和４年２月３日以降、順次発送しています。なお、令和３

年１月２日以降に福知山市に転入された方のいる世帯は、前住所地に

課税情報を照会する必要があるため、２月下旬の発送となります。 

※ 基準日に福知山市にお住まいでなかった世帯へは、基準日にお住まい

であった自治体から確認書が送付されます。 

 

【家計急変世帯】 

 申請書・必要書類（収入額や控除額のわかる資料） 

※ 申請書等は、福知山市 HP からダウンロードできます。また、社会福

祉課や各支所の窓口、郵送でも入手できます。 

 

問い合わせ 

問い合わせ先 

内閣府コールセンター  ０１２０－５２６－１４５ 

【非課税世帯】に関すること 

  福祉保健部 社会福祉課 援護・債権係 

【TEL：24－7087 FAX：22－6610】  

【家計急変世帯】に関すること 

福祉保健部 社会福祉課 保護・支援係 

【TEL：24－7012 FAX：22－6610】 
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 ≪新規≫子育て世帯への臨時特別給付金事業 

支援の内容 

 

１ 支援制度の概要 

国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、18 歳以下

の子ども 1 人当たり１０万円の給付金を支給します。 

 

２ 支給対象児童 

  ① 令和 3 年 9 月分の児童手当に係る児童（令和 3 年 9 月に出生し

た児童については、令和 3 年 10 月分とする。）（申請不要） 

  ② 令和 3 年 9 月 30 日において支給対象者に養育される高校生（平

成 15 年 4 月 2 日～平成 18 年 4 月 1 日生まれの児童（以下「高

校生」という。）。なお、配偶者を有している者を除く。）（申請要） 

  ③ 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若

しくは入院している高校生の施設入所等児童（申請要） 

  ④ 令和 3 年 9 月１日から令和 4 年 3 月 31 日までの間に出生した

児童（申請要） 

   ※令和 2 年中の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方、又は、

同等の所得がある方は対象外。 

 

３ 給付額 

  子ども 1 人当たり１０万円 

 

４ 申請期限 

  令和４年３月３１日 

 

活用できる方 
上記２の②、③、④の子どもを養育する方 

※上記①の方には令和 3 年 12 月 23 日に給付済みです。 

必要なもの 
上記２の②、③、④の子ども様宛に申請書類を送付しています。届いてない

方は、下記へお問い合わせください。 

問い合わせ 
福祉保健部 子ども政策室 児童福祉係 

ＴＥＬ：２４－７０１１ ＦＡＸ：２３－７０１１ 
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親世帯分）事業  

支援の内容 

  

福知山市では、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中

で、低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支

援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世

帯生活支援特別給付金を支給します。 

 

１ 支援制度の概要 

 新型コロナウイルス感染症の影響により子育てと仕事を一人で担う低

所得のひとり親世帯に、子ども 1 人当たり 5 万円の特別給付金を支給し

ます。 

 

２ 支給対象者 

① 令和３年４月分の児童扶養手当（全部支給・一部支給）の支給を受け

ている者（令和 3 年 5 月 11 日に支払済み） 

② 公的年金等を受給していることにより、令和３年４月分の児童扶養手

当の支給を受けていない者  

※ 児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。 

③ 令和３年４月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給し

ている方と同じ水準となっている者 

 

３ 給付額 

  子ども 1 人当たり一律 5 万円 

 

４ 申請期限 

  令和４年３月１１日（金）まで 

活用できる方 
上記 2②③の条件に該当する方 

※ 上記①に該当する方には支給済みです。 

必要なもの 下記へお問い合わせください。 

問い合わせ 
福祉保健部 子ども政策室 児童福祉係 

【TEL：24-7011 ＦＡＸ：23-7011】 
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）事業 

支援の内容 

 

福知山市では、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中

で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う

観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。 

※ 今回は、ひとり親世帯以外の世帯（＝その他世帯）に支給するもの

です。すでに、低所得の子育て世帯（ひとり親世帯分）の支給を受

けた方は対象外です。 

 

１ 支援制度の概要 

 低所得の子育て世帯（その他世帯）に、子ども 1 人当たり 5 万円の特

別給付金を支給します。 

 

２ 支給対象者 

① 令和 3 年 4 月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けてい

る者であって、令和 3 年度分の住民税均等割が非課税である者（申請

不要）（令和 3 年 7 月 1４日に支給済み） 

② ①のほか、対象児童（18 歳年度末までの子（障害児については 20

歳未満））の養育者であって、以下のいずれかに該当する者（要申請） 

・令和 3 年度分の住民税均等割が非課税である者 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、 

令和 3 年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の 

事情にあると認められる者（家計急変者） 

※令和 3 年 4 月以降令和 4 年 2 月末までに生まれる新生児 

も対象とする。 

３ 給付額 

  子ども 1 人当たり一律 5 万円 

 

４ 申請期限 

  令和４年３月１１日（金）まで 

 

活用できる方 上記 2②の条件に該当する方 

必要なもの 下記へお問い合わせください。 

問い合わせ 
福祉保健部 子ども政策室 児童福祉係 

【TEL：24-7011 ＦＡＸ：23-7011】 
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 自宅療養者等配食サービス 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症の陽性者として自宅療養の指示を受けた方

や、濃厚接触者等として自宅待機の要請を受けた方とその同居の方に、自宅

療養・自宅待機の最終日まで、毎日昼・夜２食分のお弁当を無料で届けます。 

※お弁当はアレルギーには対応していません 

※お弁当の内容は指定できません 

 

 福祉保健部高齢者福祉課（℡0773-24－7072）まで電話で申し込んで

ください。保健所に対象者の確認をした後、配食サービス開始の決定をしま

す。 

※土日祝日・夜間等の閉庁日は受付していません 

活用できる方 

次の（1）から(3)を満たし、現在福知山市に住んでいる方で、親族等による

支援を受けることが困難で、配食サービスの利用を希望する方 

(1)新型コロナウイルス感染症の陽性者として保健所より自宅療養の指示を

受けた方 

(2)濃厚接触者・接触者（保健所で特定されて行政検査の対象として自宅で

の健康観察を要請されている方）として保健所より自宅待機の要請を受け

ている方 

(3) (1)、(2)の陽性者、濃厚接触者、接触者と同居している方 

※陽性者と一緒に住んでおられない方で友人や職場の同僚が陽性の診

断を受けられた方の場合は京都府ホームページに公開されているチェ

ック票に基づき聞取りを行います。聞取りの結果濃厚接触者に準ずる

方で、その同居の方全員が外出を自粛される場合に配食を行います。 

 

必要なもの 特になし 

問い合わせ 
福祉保健部高齢者福祉課高齢企画係 

【ＴＥＬ：0773-24-7072 ＦＡＸ：0773-23-6537 】 
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生活としごとの相談窓口（住居確保給付金・生活困窮者自立支援金・くら

しの資金貸付制度） 

支援の内容 

 

 仕事や生活にお困りの方の相談に対応する窓口として「生活としごとの

相談窓口」を設置しています。 

 新型コロナウイルス感染症の影響等により離職や収入の減少等で仕事や

生活にお困りの方に対して、状況に応じた必要な情報提供や支援計画を作

成し、相談支援員が住居確保給付金等の支援制度の活用を提案します。 

〇主な支援制度 

・住居確保給付金 

【制度内容】新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し、家

賃の支払いにお困りの方に一定期間、福知山市が家賃を家主に

お支払いします 

【支給対象】離職・廃業から２年以内または休業等により収入が減少し、

離職等と同程度の状況にある方 

【支給要件】資産及び収入、求職活動などの要件があります 

【支給期間】原則３か月、最大１２か月 

【支給方法】賃貸住宅の賃貸人又は不動産媒介事業者等への代理納付 

・生活困窮者自立支援金 

【支給対象】社会福祉協議会の総合支援資金の再貸付を終了した世帯又は、

再貸付について不決定とされた世帯、令和４年１月以降は、緊

急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯

又は、令和４年３月までに借り終わる世帯（再貸付を申請中・

利用中の場合を除く）などであって、下記の支給要件をすべて

満たす世帯（ただし、生活保護世帯は除く） 

【支給要件】資産及び収入、求職活動などの要件があります 

【支給額（月額）】単身世帯 6 万円、２人世帯８万円、３人以上世帯１０万円 

【支給期間】原則３か月（申請受付は３月末まで） 

※ 支給要件がありますので、必ず「生活としごとの相談窓口」にご相談く

ださい。 

・くらしの資金貸付制度 

【貸付条件】無利子・無担保・保証人不要 

【貸付額】１２万円以内 

【返済期間】２年以内(貸付から４か月以内据置) 

他に生活福祉資金（事業主体は社会福祉協議会）の貸付制度があります

ので、直接福知山市社会福祉協議会（25-3211）へお問い合わせ下さい。 

活用できる方 仕事や生活、家賃の支払いがお困りの福知山市民 

必要なもの 相談時にお伝えします 

問い合わせ 
福祉保健部 社会福祉課 保護・支援係  

【ＴＥＬ:24-7094  FAX：22-6610】 

その他 生活福祉資金については、冊子 34 ページに掲載しています。 
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 国民健康保険 傷病手当金 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状が

あり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができ

ない国民健康保険の被保険者である被用者（給与の支払を受けている

人が対象で、個人事業主は該当しません。）等に対して支給します。 

 

〇支給期間 

労務に服することができなくなった日から起算して 3 日を経過し

た日から労務に服することができない期間 

 

〇支給額 

直近の継続した 3 月間の給与収入の合計額を就労日数で除した 

金額×日数 

ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる場合に 

は傷病手当金は支給しない場合があります。 

 

〇適用期間 

  令和 2 年 1 月 1 日～令和４年３月３１日の間で療養のため労務に

服することができない期間 

（ただし、入院が継続する場合は最長 1 年 6 カ月まで） 

活用できる方 

新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり 

感染が疑われることにより、労務に服することができない国民健康保 

険被保険者である被用者（給与の支払いを受けている人） 

必要なもの 

① 世帯主からの申請書 

② 被保険者からの申請書 

③ 事業主からの証明書  

④ 医療機関からの意見書（④がない場合は保健所の証明書等） 

問い合わせ 
市民総務部 保険年金課 国保係 

【TEL：24-7015、24-7019 FAX：23－6537】 
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 後期高齢者医療保険 傷病手当金 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり

感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができない後期

高齢者医療保険の被保険者である被用者（給与の支払を受けている人で、

個人事業主は該当しない。）等に対して支給します。 

 

〇支給期間 

労務に服することができなくなった日から起算して 3 日を経過した日

から労務に服することができない期間 

 

〇支給額 

直近の継続した 3 月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 

×2/3 × 日数 

ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる場合には傷病

手当金は支給しない場合があります。 

 

〇適用期間 

 令和 2 年 1 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日の間で療養のため労務に服

することができない期間（ただし、入院が継続する場合は最長 1 年 6 カ

月まで） 

活用できる方 

新型コロナウイルス感染症に感染したまたは、発熱等の症状があり 

感染が疑われることにより、労務に服することができない京都府後期高齢

者医療保険の被保険者である被用者（給与の支払いを受けている人） 

必要なもの 

① 被保険者からの申請書 

② 事業主からの証明書  

③ 医療機関からの意見書  

④ 印鑑 

問い合わせ 
市民総務部 保険年金課 高齢者医療係 

【TEL：24-7018 FAX：23－6537】 
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 後期高齢者傷病見舞金 

支援の内容 

後期高齢者医療被保険者である被用者のうち、新型コロナウイルス感染

症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより労務に服

することができなかった人で、京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療に関する条例の規定により支給される傷病手当金を受給する人に対し

見舞金を支給します。 

 

〇支給期間 

労務に服することができなくなった日から起算して 3 日を経過した日

から労務に服することができない期間。（後期高齢者医療保険 傷病手当

金の支給期間） 

 

〇支給額 

直近の継続した 3 月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額

（基準額）と京都府後期高齢者医療広域連合から支給される傷病手当金

との差額。 

 

〇適用期間 

  令和 2 年 1 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日の間で療養のため労務に服

することができない期間（ただし、入院が継続する場合は最長 1 年 6 カ

月まで） 

 

活用できる方 

後期高齢者医療被保険者である被用者のうち、新型コロナウイルス感染症

に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより労務に服す

ることができなかった人で、京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療に関する条例の規定により支給される傷病手当金の対象となる人 

必要なもの 

① 後期高齢者傷病見舞金申請書  

② 印鑑  

③ 後期高齢者医療傷病手当金決定通知書 

問い合わせ 
市民総務部 保険年金課 高齢者医療係 

【TEL：24-7018 FAX：23－6537】 
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 国民健康保険一部負担金の免除、減額、徴収猶予 

支援の内容 

窓口一部負担金(保険診療にかかる自己負担金)について、支払が困難で

あると認められる場合、申請により、免除、減額又は徴収猶予することが

できる場合があります。 

【期間】（免除・減額） 申し出から 3 か月以内（1 か月ごとの更新） 

（徴収猶予）申し出から 6 か月 

【減免割合】 

所得、財産（預貯金）の状況により審査、判定します。 

 詳細については相談時にお問い合わせください。 

活用できる方 
新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少した国民健康保険被

保険者 

必要なもの 

①申請書 ②所得の減少理由を証明するもの(離職証明書、公的機関への事

業休廃止の届出書の写し、診断書等) ③収入等を証明する書類 ④貯金通

帳の写し 

問い合わせ 
市民総務部 保険年金課 国保係 

【TEL：24-7019、24-7015 FAX：23－6537】 

 

 後期高齢者医療保険一部負担金の免除、減額、徴収猶予 

支援の内容 

窓口一部負担金(保険診療にかかる自己負担金)について、京都府後期高

齢者医療広域連合において支払が困難であると認められる場合、申請によ

り、免除、減額することができる場合があります。また、減免の要件に該

当しない場合において京都府後期高齢者医療広域連合が必要と認めるとき

はその徴収を猶予することができる場合があります。 

※ いずれも京都府後期高齢者医療広域連合による審査、判定がありま

す。また、決定には時間を要する場合があります。 

 

【期間】(免除・減額)申請から 6 か月間を限度 

【減免割合】 

所得、財産（預貯金）の状況により審査、判定します。 

  詳細については相談時にお問い合わせください。 

活用できる方 
新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少した後期高齢者医療

被保険者 

必要なもの 

① 資産申告書 ② 所得の減少理由を証明するもの(離職証明書、公的機関

への事業休廃止の届出書の写し、診断書等) ③ 世帯全員の収入を証明

する書類 ④ 収入（無収入）申告書 ⑤ その他必要な書類 ⑥ 被保

険者証 ⑦ 印鑑 

問い合わせ 
市民総務部 保険年金課 高齢者医療係 

【TEL：24-7018 FAX：23－6537】 
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 介護保険利用者負担金の減免 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、介護サービスの利用者負

担金の支払いが困難になったとき、申請により利用者負担金の減免を行

います。 

【利用者負担金の減免】 

〇減免期間 

申し出月の初日から 6 か月間 

〇減免となる条件 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、年間の所得額が前年に

比べ半分以下となる見込みのとき 

〇減免割合 

給付率の割合 

(利用者負担 1 割) 

給付率の割合 

(利用者負担 2 割) 

給付率の割合 

(利用者負担 3 割) 

95/100 90/100 85/100 
 

活用できる方 新型コロナウイルス感染症の影響等で収入が減少した介護保険被保険者 

必要なもの 
①申請書 ②所得の減少理由を証明するもの(離職証明書、公的機関への

事業休廃止の届出書の写し、診断書等) ③収入等を証明する書類 

問い合わせ 
福祉保健部 高齢者福祉課 介護保険係 

【TEL：24-7013  FAX：24-9073】 

 

 市営住宅家賃の減額、徴収猶予 

支援の内容 

市営住宅の入居者で、新型コロナウイルス感染症の影響等により、収

入が一定以下となった方は、家賃が減額になる場合があります。 

家賃の減額等を希望される方は下記担当課へお問い合わせください。 

 

【家賃の減額】 

 〇減額期間 

  承認の日の属する月から 12 月以内 

 〇減額する額 

  収入の額に応じた減額率を、家賃月額に乗じて算出します。 

【家賃の徴収猶予】 

 〇猶予期間 

承認の日の属する月から 6 月以内 

 〇猶予となる条件 

減額となる要件に該当し、家賃等の全額を支払うことが困難であっ

て、6 月以内に支払い能力が回復すると認められる場合 

問い合わせ 
建設交通部 建築住宅課 住宅管理係  

【TEL：24－7053 FAX：23－6537】 
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 保育所保育料の減免 

支援の内容 

失業、廃業、休業等やむを得ない理由により子どもの属する世帯の所得

が減少し、生活困難となった場合、所得の減少割合に応じて保育所保育

料（利用者負担額）を減免します。 

ただし、世帯の前年年間所得額（4 月から 8 月までにあっては前々年年

間所得額。以下同じ）が 500 万円以下の場合に限ります。 

ア 減免事由の発生した月以降の 3 か月以上の収入状況により推定した

年間所得額（以下「推定年間所得額」という）が前年年間所得額の 7

割以下となった場合 

→保育料の 3 割を減免 

イ 推定年間所得額が前年年間所得額の 5 割以下となった場合（アの場

合を除く） 

→保育料の 5 割を減免 

ウ 推定年間所得額が前年年間所得額の 3 割以下となった場合（ア、イ

の場合を除く） 

 →保育料の 7 割を減免 

活用できる方 保育園・認定こども園に通う 0～2 歳児クラスの子どもの保護者 

必要なもの 
利用者負担額等減免申請書 

収入が減少したことを証する書類（売上表など） 

問い合わせ 
福祉保健部 子ども政策室 保育園・幼稚園入園係 

【TEL：24－7083 FAX：23－7011】 

 

 放課後児童クラブ利用決定の審査期間短縮 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、保護者等が児童の見守りを

することが困難となった場合、状況に応じて放課後児童クラブの利用につ

いて審査期間を短縮して決定します。 

活用できる方 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、新規利用又は長期利用から

常時利用への変更で放課後児童クラブの利用申請を希望される方が対象

になります。 

必要なもの 
①申請書 ②申立書 ※③その他必要な書類 

※状況に応じて必要な書類（事業所等の証明等） 

問い合わせ 
教育委員会 生涯学習課 放課後児童育成係 

 【TEL：24－7067  FAX：23－6537】 
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 放課後児童クラブ使用料の減免 

支援の内容 

 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、利用児童の世帯の所得が減

少し、放課後児童クラブの使用料の支払いが困難になった場合、申請によ

り、放課後児童クラブの使用料の減免をすることができる場合がありま

す。 

 

【対象世帯】 

前年の年間合計所得額が 500 万円以下の世帯。 

ただし、既に減免制度の承認を受けている世帯は対象になりません。 

 

【減免の条件】 

直近 3 か月の収入状況が前年の所得額の半分以下となった場合 

 

【減免期間】申請の日の属する月から 6 か月 

 

【減免率】使用料の 5 割を減免 

活用できる方 放課後児童クラブ利用児童の保護者 

必要なもの 

① 放課後児童クラブ使用料減免申請書  

② 所得の減少理由を証明するもの（離職証明書等） 

③ 世帯の収入状況のわかるもの（給与明細、売上表等） 

④ その他必要な書類 

問い合わせ 
教育委員会 生涯学習課 放課後児童育成係 

 【TEL：24－7067  FAX：23－6537】 



30 

 

 

 小中学校の就学援助制度 

支援の内容 

経済的な理由で就学が困難な市立小学校・中学校または府立中学校に

通う児童・生徒に対し、就学に必要な学用品費や給食費などの経費を援

助します。 

活用できる方 

○同一生計の世帯員の年間合計所得額が教育長の示す基準額以下の世

帯である方 

〔令和３年度 認定所得基準額〕           （単位：円） 

世帯人数 令和３年度 基準額 世帯人数 令和３年度 基準額 

2 人 1,431,000 5 人 2,856,000 

3 人 2,058,000 6 人 3,391,000 

4 人 2,402,000 7 人 3,926,000 

※R3 年 5 月までの申請者は H31・R1 年中の所得、R3 年 6 月以降の

申請者は R2 年中の所得で審査します。 

※該当者には上記基準額に加え、加算があります。（家賃加算・ひとり親

加算・障害者加算） 

 

○所得基準以外で、以下のいずれかに該当する人も受給対象となりま

す。 

（１）申請時、生活保護を受けている方 

（２）現在、同一生計の所得者全員が次のいずれかの措置を受けている

方 

  ・生活保護を停止または廃止された人 

  ・市民税が非課税または減免された人 

  ・個人事業税が減免された人      

・固定資産税が減免された人 

  ・国民年金保険料が減免された人    

・国民健康保険料が減免または猶予された人 

  ・児童扶養手当の支給を受けている人  

・日雇労働被保険者手帳を有する日雇労働者の人 

（３）世帯の収入状況が最近になって大きく変わった人 

必要なもの 

申請理由により必要な書類は異なります。詳しくは申請書裏面を御覧く

ださい。 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響等により、最近になって収入が減

少した方は、収入が減少した前後の給与明細など減収前後の収入額

がわかるもの（それぞれ直近 3 か月分以上）を添付し、申請書裏面

（申請理由 12：その他）にその旨を御記入ください。 

備考 
児童生徒が在学している学校に申し出てください。 

学校で申請書を受け取っていただき、学校へ提出してください。 

問い合わせ 
教育委員会 学校教育課 学務係 

【TEL：24-7062  FAX：23-4880】 
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 ≪関連情報≫高等教育の修学支援新制度 

支援の内容 

 

 高等教育の修学支援新制度の対象となっている大学等に通う学生等の

中で予期できない事由（新型コロナウイルス感染症など）により家計が急

変し、学費等の支援が必要になった学生等に対し、授業料・入学金の免除・

減免及び給付型奨学金が支給されます。 

（授業料等減免の上限額（年額）） 

 国公立 私立 

 入学金 授業料 入学金 授業料 

大学 約 28 万円 約 54 万円 約 26 万円 約 70 万円 

短期大学 約 17 万円 約 39 万円 約 25 万円 約 62 万円 

高等専門学校 約 8 万円 約 23 万円 約 13 万円 約 70 万円 

専門学校 約 7 万円 約 17 万円 約 16 万円 約 59 万円 
 

（給付型奨学金の給付額（年額）） 

国公立 大学・短期大学・専門学校 自宅生：約 35 万円 

自宅外生：約 80 万円 

国公立 高等専門学校 自宅生：約 21 万円 

自宅外生：約 41 万円 

私立  大学・短期大学・専門学校 自宅生：約 46 万円 

自宅外生：約 91 万円 

私立  高等専門学校 自宅生：約 32 万円 

自宅外生：約 52 万円 

 

住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生等は、 

上記の減免額の 2／3 又は 1／3 の額の支援を受けられます。 

活用できる方 

住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生等 

（4 人世帯の目安年収 ～380 万円） 

※ 日本学生支援機構 HP 内の進学資金シミュレーターによって制度の対

象となるかなどを大まかに調べられます。 

必要なもの 在学中の学校の学生課や奨学金窓口にご確認ください。 

備考 

・高等教育の修学支援新制度 文部科学省特設 HP 

https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm 

・進学資金シミュレーター 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-

simulator.html 

・新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった 

学生のみなさんへ 
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1420041_00003.htm 

問い合わせ 
日本学生支援機構：0570-666-301 

各大学・専門学校等の学生課や奨学金窓口 
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 在宅高齢者配食サービス 

支援の内容 

65 歳以上の方で、食事の支度が困難（新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため自ら外出を控える方を含む）、調理をする家族等がいない方に

対し、お弁当を自宅までお届けします。 

自宅までの弁当配達にかかる配送料については市が全額負担し、お弁当

代実費（432 円／一食）については、利用者の皆様に負担をいただきま

す。 

活用できる方 

① ひとり暮らし高齢者 

② 65 歳以上の高齢者のみの世帯に属する人 

③ 重度の心身障害者及び 65 歳以上の人で構成する世帯に属する人 

必要なもの 

① 福知山市在宅高齢者配食サービス事業利用申請書 

② 一次アセスメント票（※1） 

※1 事業の利用にあたっては、お住いの地域にある地域包括支援センター

職員、介護サービスを利用中の方は担当されている介護支援専門員に

相談いただき、訪問調査を受けていただく必要があります。 

備考 
・お住いの地域により、お弁当の事業所が決まっています。 

詳しくは、下記までお問い合わせください。 

問い合わせ 
福祉保健部 高齢者福祉課 高齢企画係 

【TEL:24-7072 FAX：22-9073】 
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 市所管施設の使用料還付 

支援の内容 

活用できる方 

新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、事前予約をしていた市所

管施設の利用を取りやめる場合等は、前納された使用料を還付します。 

※ 詳細は使用される施設にお問い合わせください。 

〇還付条件  

以下のいずれかに該当する方 

① 市所管施設の使用を予定し、すでに使用料を前納されている方で、新

型コロナウイルス感染症予防のため使用をキャンセルされる方 

 

② 新型コロナウイルス感染症による休館期間中に当該市所管施設の使用

を予定し、当該使用料を前納された方 

 

〇 対象となる施設 

市民交流プラザふくちやま、ハピネスふくちやま、厚生会館等、事前の

予約に基づいて料金を前納し、使用する市所管施設 

必要なもの 詳細な内容は使用される施設にお問い合わせください。 

問い合わせ 使用を予定される施設に直接お問い合わせください。 
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 ≪関連情報≫生活福祉資金貸付制度 

支援の内容 

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世

帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊

急小口資金等の特例貸付を実施します。 

 

・生活福祉資金（実施主体は社会福祉協議会） 

（1）緊急小口資金（一時的な資金が必要な方） 

【貸付条件】無利子 保証人不要 

【貸付額】10 万円以内 

     ※学校等の休業等の特例 20 万円以内 

【償還期限】2 年以内（据置期間 1 年以内） 

 

（2）総合支援資金（生活支援費） 

【貸付条件】無利子 保証人不要 

【貸付額】2 人以上世帯 月 20 万円以内 

     単身世帯   月 15 万円以内 

【貸付期間】原則 3 か月 

【償還期限】10 年以内（据置期間 1 年以内） 

活用できる方  生活にお困りの福知山市民 

必要なもの  相談時にお伝えします。 

問い合わせ  福知山市社会福祉協議会 【ＴＥＬ：25-3211】 
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（３）事業者の皆様への支援制度 

 新型コロナウイルス対応緊急資金等特別支援事業 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受けた中小企業者に対す

る融資の利子補給制度 

 

〇対象融資 

 下記の融資であって、令和４年３月３１日までに実行された証書貸付 

制度 実施主体 

新型コロナウイルス対応緊急資金融

資 

京都府（窓口は各金融

機関） 

その他新型コロナウイルス対応に要

する融資 

福知山市長が認める

もの 

 

〇利子補給 

 利子補給対象期間は５年以内 

 対象融資の初回から 60 回目までに支払われた利子の半額を補給金と

して交付します。※延滞した場合は、その期間に係る利子を除く。 

 利子を支払われた回数 

初回～60 回 

補助率 50％（半額） 
 

活用できる方 

１ 中小企業法第２条第１項に規定する中小企業者またはこれらを構成員

とする団体もしくはこれに準ずるもの 

２ 市税の滞納がないもの 

３ 利子補給金と同趣旨であると市長が認める他の利子補給措置を受けて

いないもの 

必要なもの 

対象融資の実行後、次の書類を添えて、金融機関窓口へ申請 

 

福知山市新型コロナウイルス対応緊急資金等特別支援事業申込書・返済予

定表・金融機関の副申書・承諾書・その他市長が認めるもの 

その他 
セーフティネット保証 4 号・5 号を受けられる場合は、冊子４0 ページを

ご参照ください。 

問い合わせ 
産業政策部 産業観光課  

【TEL：24-707５ FAX：23-6537】 
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２ 関係機関の支援制度 

 

 
≪新規≫【京都府】まん延防止等重点措置協力金（1 月 27日～2月 20 日実

施分） 

支援の内容 

営業時間の短縮要請に協力いただいた府内の飲食店又は遊興施設の事業主

に対して給付金を支給します。 

 

【給付金額】 

 （次の区分に応じた給付金日額）×（協力日数） 

 

（１）「営業時間短縮（午前５時から午後８時まで）」、「酒類提供は行わない」

の要請に応じた場合の日額 

 平成 31 年、令和 2 年、令和 3 年のいずれかの年

の２月における１日あたり売上額 

7.5 万円以下 7.5 万円～25 万円

以下 

25 万円超 

中小企業 3 万円 売上高×0.4 10 万円 

大企業 
令和４年２月の１日あたり売上高減少額×0.4 

（上限 20 万円） 

 

（２）「営業時間短縮（午前５時から午後９時まで）」、「酒類提供は午前１１

時から午後８時３０分まで」の要請に応じた場合の日額 

 平成 31 年、令和 2 年、令和 3 年のいずれかの年

の２月における１日あたり売上額 

83,333 円以

下 

83,333 円～25 万

円以下 

25 万円超 

中小企業 2.5 万円 売上高×0.3 7.5 万円 

大企業 

次のいずれかの低い額（上限 20 万円） 

①令和４年２月の１日あたり売上高減少額×0.4 

②平成３１年、令和２年、令和３年のいずれかの年の

２月における１日あたりの売上高×０．３ 
 

活用できる方 営業時間の短縮要請に応じた事業者 

必要なもの 申請書類の詳細については、京都府 HP をご覧ください。 

問い合わせ 
京都府協力金コールセンター 

【TEL：０７５－３６５－７７８０】 
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 ≪新規≫【京都府】きょうと魅力再発見旅プロジェクト補助金 

支援の内容 

 新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ京都府内の観光業界

の需要回復を図るため、京都府民による府内観光に対して割引等を行うた

め補助金を支給します。 

 ※コロナウイルス感染症にかかる状況により利用が停止する場合があり

ます。 

 

【補助金額（１件あたり）】 

 宿泊・旅行代金の５０％以内、上限５，０００円 

 クーポン券 上限２，０００円 

 

【申請期限】 

 令和４年３月３日 

 

活用できる方 宿泊事業者、旅行業者、クーポン券利用可能施設事業者 

必要なもの 申請書類の詳細については、事務局 HP をご覧ください。 

問い合わせ 

きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局 

宿泊事業者、旅行業者【TEL：０７５－２８４－０１７８】 

クーポン券利用施設【TEL：０７５－２８４－０１７９】 
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 ≪新規≫【経済産業省】事業復活支援金 

支援の内容 

２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が２０１

８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と比較して３

０％以上減少した事業者に給付金を支給します。 

 

【給付金額】 

 （基準期間の売上高）－（対象月の売上高）×５か月 

 

 ※給付上限額 

 
売上高減

少率 

年間売上高 

1 億円以下 １億円～5 億円

以下 

5 億円超 

個人 

30％以上 

50％未満 
30 万円 

50％以上 50 万円 

法人 

30％以上 

50％未満 
60 万円 90 万円 150 万円 

50％以上 100 万円 150 万円 250 万円 

 

【申請期限】 

 令和４年５月３１日 

活用できる方 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 

必要なもの 申請書類の詳細については、事業復活支援金事務局 HP をご覧ください。 

問い合わせ 
事業復活支援金事務局 

【TEL：0120－789－140】 
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 【経済産業省】事業再構築補助金 

支援の内容 

新分野展開、業態転換、事業・業種転換等の取組み、事業再編又はこれらの

取組みを通じた規模の拡大を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援しま

す。 

 

【補助率】 

（１）中小企業 

 通常枠：２/３ 

 上限１００万円～８，０００万円（従業員数に応じる） 

  卒業枠：２/３ 

      上限６，０００万円～１億円 

（２）中堅企業 

 通常枠：１/２ 

 上限１００万円～８，０００万円（従業員数に応じる） 

  グローバル V 字回復枠：１/２ 

      上限８，０００万円～１億円 

 

【申請期限】（第５回）令和４年３月２４日 

活用できる方 新分野展開、業態転換、事業・業種転換等に取組む中小企業等 

必要なもの 申請書類の詳細については、経済産業省 HP をご覧ください。 

問い合わせ 
事業再構築補助金事務局コールセンター 

【TEL：0570―012－088】 

 

 
【経済産業省】中小企業への支援について（セーフティネット保証 4 号・

保証 5 号） 

支援の内容 

経済産業省が、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小 

企業者への資金繰り支援措置として、全都道府県を対象にセーフティネッ 

ト 4 号を発動したことにより、一般保証と別枠の保証が利用可能となりま 

した。 

■セーフティネット保証 4 号(突発的災害等) 

【対象】売上高が前年同月比 20％以上減少の場合など 

【内容】一般枠とは別枠で借入債務の 100％を保証 

 

■セーフティネット保証 5 号(業況の悪化している業種) 

【対象】売上高が前年同月比 5％以上減少の場合など 

【内容】一般枠とは別枠で借入債務の 80％を保証 

 

問い合わせ 産業政策部 産業観光課【TEL：24－7075  FAX：23-6537】 
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 【京都府】新型コロナウイルス対応緊急資金融資 

支援の内容 

 新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、業績が悪化してい

る中小企業者等の経営を支援するため、京都府が実施する融資制度 

 

融資対象者 京都府内に事業所等があり、府内で 6 か月以上継

続して同一事業を行っている事業者で、以下の要

件のいずれかを満たす中小企業者等 

(１)直近 1 か月間の売上高等が前年同期又は前々

年同期と比較して 10％以上減少している者 

(２)直近 1 か月間の原材料費等が前年同期又は

前々年同期と比較して 10％以上高騰してお

り、かつ、経営状況が悪化している者 

融資期間等 運転資金 10 年以内 

(原則、元金均等月賦返済。必要に応じ、2 年以内

の据置可) 

融資限度額 有担保２億円、無担保 8,000 万円 

融資利率 年１．２％(固定金利) 

受付期間 京都府制度融資取扱金融機関 

京都銀行、南都銀行、滋賀銀行、関西みらい銀行、

福邦銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都

北都信用金庫、近畿産業信用組合、京滋信用組合、

商工組合中央金庫 

実施期間 令和 2 年 2 月 6 日から令和４年 3 月 31 日まで 
 

問い合わせ 
京都府 商工労働観光部 中小企業総合支援課 金融・経営支援担当 

【ＴＥＬ:075-366-4357】 

その他 

この融資に伴い発生する利子などについて、福知山市独自の支援を行っ

ています。 

→冊子 35 ページ(新型コロナウイルス対応緊急資金等特別支援事業) 
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 【京都府】労働相談窓口 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症の影響についての労働者・使用者からの労務

相談を受け付けています。 

 

【相談日】 

月曜日から金曜日 

  9 時 00 分～13 時 00 分、14 時 00 分～21 時 00 分 

 土曜日 

  9 時 00 分～13 時 00 分、14 時 00 分～17 時 00 分    

連絡先 京都府労働相談所【TEL：0120-786-604】【FAX：075-692-3452】 

 【日本政策金融公庫】新型コロナウイルス感染症特別貸付 

支援の内容 

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況

が悪化した事業者(フリーランスを含)に対し、信用力や担保に依らず一律金

利の融資制度を創設しています。 

【対象】最近 1 カ月の売上高が前４年のいずれかの年と比較して 5％以上

減少した方など 

【概要】融資後 3 年間まで 0.9％の金利引き下げ 

据置期間が最長 5 年 

問い合わせ 日本政策金融公庫 舞鶴支店 【TEL 0773-75-2211】 

 【日本政策金融公庫】マル経融資の金利引下げ 

支援の内容 

商工会議所等の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対し

て、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度 

【対象】最近 1 カ月の売上高が前４年のいずれかの年と比較して 5％以上

減少した方 

【概要】別枠 1,000 万円の範囲内で通常の貸付金利から 0.9％引下げ 

    据置期間を運転資金は 3 年、設備資金で 4 年以内に延長 

問い合わせ 

日本政策金融公庫 舞鶴支店【TEL: 0773-75-2211】 

福知山商工会議所 【TEL:0773-22-2108】 

福知山市商工会  【TEL:0773-56-5151】 
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 【商工組合中央金庫】商工中会による危機対応融資 

支援の内容 

【要件等】売上高 5％減少 

【利 子】1.06％（当初 3 年 0.16％） 

【融資限度額】6 億円 

【融資期間】設備 20 年以内、運転 15 年以内（措置 5 年以内） 

条件を満たした場合、実質無利子となる利子補給制度あり 

問い合わせ 

商工組合中央金庫 

（制度の案内・初めて利用される方） 0120-542-711 

（すでに融資のある方）商工組合中央金庫京都支店 075-361-1120 

 
【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・

支援金 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等

に通う子供の世話を行う保護者である労働者に対し、有給休暇を取得させ

た事業主、あるいは個人で仕事をする保護者を支援する。 

 

【対象】令和３年８月から令和４年３月までの間に子どもの世話が必要と

なった労働者に有給休暇を取得させた事業者及び子どもの世話を

行うために契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護

者 

【給付額】休暇取得期間ごとに定められた金額を支給 

【申請期限】  

休暇取得期間に応じて次のとおり 

令和３年１１月～１２月の場合：令和４年２月末 

令和４年 １月～ ３月の場合：令和 4 年５月末 

問い合わせ 
学校等休業助成金・支援金コールセンター 

【ＴＥＬ：0120-60-3999】 
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 【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業

させられた労働者のうち、休業中に賃金（休業手当）を受け取ることができ

なかった方に対して支給します。 

 

【対象者】 

・ 令和３年 4 月 1 日から令和４年３月 3１日までの間に事業主の指示を

受けて休業（休業手当の支払いなし）した労働者 

・ 短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。 

【支給額】 

 休業前賃金の 80％（１日あたりの上限額あり） 

※休業実績に応じて支給 

【申請期限】  

休業した期間に応じて次のとおり 

令和３年 4 月～１２月の場合：令和４年３月末 

令和４年１月～ ３月の場合：令和 4 年６月末 

問い合わせ 
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 

【ＴＥＬ：0120-221-276】 

 【厚生労働省】雇用調整助成金の特例措置 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症の影響により、「事業活動の縮小」を余儀なく

された場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき

雇用調整（休業）を実施する事業主に対して、休業手当等の一部を助成する

制度（特例措置として助成率が引上げられます） 

 

【支給対象となる事業主】 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 

※ 詳細な条件、対象期間、助成対象となる労働者の条件等については、問

い合わせ先にご確認をお願いします。 

【助成額】 

 平均賃金額 × 休業手当等の支払率 × 助成率 

（1 人 1 日あたり 15，000 円が上限） 

【助成率】 大企業  2/3（解雇を行わない場合   3/4） 

      大企業（緊急事態宣言の発出に伴い、京都府知事の要請を受け

て営業時間の短縮等に協力する大企業等）  4/5（解雇

を行わない場合）   10/10 

中小企業 4/5（解雇を行わない場合 10/10） 

【期 間】令和 4 年 3 月 31 日まで 

問い合わせ 
ハローワーク福知山【ＴＥＬ：23-8609】 

中小企業雇用継続緊急支援センター【ＴＥＬ：075-682-2233】 
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 【日本政策金融公庫】農林漁業セーフティネット資金 

支援の内容 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、農林漁業経営の維持安定が困

難な農林漁業者を対象に、農林漁業セーフティネット資金の貸付限度額の

引上げ、実質無利子化、実質無担保等での貸付けを行うなど、必要な長期資

金を日本政策金融公庫が融資します。 

【対象者】 

主業農林漁業者等であって、新型コロナウイルス感染症により資金繰りに

著しい支障を来している又は来すおそれがある方 

【使途】 

 農林漁業経営の維持安定に必要な長期運転資金 

【利率】 

 実質無利子(融資当初 5 年間(林業者は融資当初 10 年間)) 

【融資期間】 

 15 年以内（うち据置期間 3 年以内） 

【融資限度額】 

 (一般)1,200 万円  

(簿記記帳を行っている場合)年間経営費等の 12 分の 12 又は粗収益の

12 分の 12 に相当する額のいずれか低い額 

問い合わせ 
 日本政策金融公庫 京都支店 農林水産事業 

【ＴＥＬ:075-221-2147】 

 【日本政策金融公庫】農業経営基盤強化資金(スーパーL 資金) 

支援の内容 

 認定農業者に対して、農業経営改善計画に即して規模拡大その他の経営

改善を図るのに必要な長期低利資金を日本政策金融公庫が融資します。 

 

【対象者】 

認定農業者(農業経営改善計画の認定を受けた方)であって、新型コロナウ

イルス感染症により経営に影響が発生している方 

【使途】 

 農業経営改善計画の達成に必要な次の資金 

 ・家畜等の購入・育成費、果樹等の新植・改植費、その他の経営費 

 ・施設・機械の取得 

【利率】実質無利子(融資当初 5 年間) 

【融資期間】25 年以内（うち据置期間 10 年以内） 

【融資限度額】 

 (個人)3 億円（複数部門経営等は 6 億円）  

(法人)10 億円(民間金融機関との協調融資の状況に応じ 30 億円) 

問い合わせ 
 日本政策金融公庫 京都支店 農林水産事業 

【ＴＥＬ:075-221-2147】 
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 【農林水産省】経営体育成強化資金 

支援の内容 

 意欲と能力をもって農業を営む者に対し、経営展開に必要な前向き投資

のための資金と営農負債の償還負担を軽減するための資金を長期低利で日

本政策金融公庫が融資します。 

 

【対象者】 

農業を営む者などであって、新型コロナウイルス感染症により経営に影

響が発生している方 

【使途】 

 経営改善資金計画に基づいて行う農業経営の改善を図るために必要な次

の資金(新型コロナウイルス感染症により必要なものに限る) 

・家畜等の購入・育成費、果樹等の新植・改植費、利用料の一括払い等 

 ・施設・機械の取得 

【利率】 実質無利子(融資当初 5 年間) 

【融資期間】 25 年以内【うち据置期間 3 年以内】 

【融資限度額】個人 1 億 5,000 万円、法人・団体 5 億円の範囲内 

問い合わせ 
 日本政策金融公庫 京都支店 農林水産事業 

【ＴＥＬ:075-221-2147】 
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 【農林水産省・京都府】農業近代化資金 

支援の内容 

 意欲と能力を持つ農業を営む者等に対し、経営改善に必要な施設資金等

を円滑に融通するため、都道府県等が農協、銀行等民間金融機関に利子補給

措置を講ずることにより、長期かつ低利の資金を融資します。 

【対象者】 

農業を営む者などであって、新型コロナウイルス感染症により経営に影響

が発生している方 

【使途】 

 経営改善資金計画に基づいて行う農業経営の改善を図るために必要な次

の資金(新型コロナウイルス感染症により必要なものに限る) 

・農産物の生産、流通、又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧 

または取得 

・果樹その他の永年性植物の植栽又は育成、乳牛その他の家畜の購入 

または育成 

・農地又は牧野の改良、造成又は復旧 

・長期運転資金 

・農村環境整備資金 など 

【利率】 

 実質無利子(融資当初 5 年間) 

【融資期間】 

 資金使途に応じ 7～20 年以内（うち据置期間 2～7 年以内） 

【融資限度額】 

 農業を営む者 個人 1,800 万円、法人・団体 2 億円 

問い合わせ 

 京都府 中丹広域振興局 農林商工部 農商工連携・推進課 

                 【ＴＥＬ:0773-62-2743】 

福知山市 産業政策部 農林業振興課  

【ＴＥＬ:0773-24-7044】 
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 【経済産業省】ものづくり補助金 

支援の内容 

革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資

等を支援します。また、社会経済の変化に対応したビジネスモデルの転換に

向けて前向きな投資を行う事業者に対し、営業経費を補助対象とした支援

を実施します。 

 

【対  象】中小企業・小規模事業者等 

【補助上限】１，０００万円 

      ３，０００万円（グローバル展開型） 

【補 助 率】通常枠型：中小 1/2、小規模 2/3 

       低感染リスク型ビジネス型：補助率：2/3 

【申請締切】（第９次）令和４年２月８日 

問い合わせ ものづくり補助金事務局サポートセンター【ＴＥＬ：050-8880-4053】 

 【経済産業省】持続化補助金 

支援の内容 

小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組や、ポスト

コロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取

組を支援します。 

 

【対  象】小規模事業者 等 

【補助上限】一般型：50 万円 

低感染リスク型：100 万円 

【補 助 率】一般型：2/3 

低感染リスク型：3/4 

【申請期限】一般型（第７回）：令和４年２月４日 

低感染リスク型（第６回）：令和４年３月９日 

問い合わせ 
小規模事業者持続化補助金コールセンター 

【ＴＥＬ：03-6731-9325】 
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 【京都府】妊婦への PCR検査費用助成 

支援の内容 

 

 妊産婦の方々の不安を軽減し、安心・安全に出産を迎えていただくため、

出産前の PCR 検査助成に取り組んでいます。 

※ 妊婦１人にあたり「１回の助成につき１回限り」です。 

 

【対象者】 

・ 京都府（京都市を除く。）にお住まいで（里帰り含む）、分娩前に新型コ

ロナウイルス PCR 検査等を希望される妊婦の方 

 

【助成内容】 

・ PCR 検査等に要した費用を最大 2 万円まで 

 

【対象期間】 

令和 2 年 4 月 10 日～令和 4 年 3 月 31 日に実施した検査 

 

問い合わせ 
京都府健康福祉部こども・青少年総合対策室母子保健係 

【ＴＥＬ：075-414-4591】 
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３ 市民の皆様にお願いしたいこと 
 

 

■ 新型コロナウイルス感染を予防するために 

手洗い 
ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが

付着している可能性があります。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめ

に手を洗いましょう。 

手洗いができる環境にないときは、アルコール消毒液なども有効です。 
 

■アルコール消毒液がない場合 

 石けんやハンドソープなどで手洗いを丁寧に行うことで、十分にウイルスを除去でき

ます。家庭用塩素系漂白剤を使った消毒液は、皮膚に対して刺激作用があるので、手

指、皮膚の消毒には使用しないでください。 
  

 

咳エチケット 
 くしゃみや咳が出るときは、飛沫にウイルスを含んでいるかもしれませんので、「咳エチ

ケット」を心がけましょう。 
 

 ■咳エチケット 

  感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ、

ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえること 
 

 

普段の健康管理 
 普段から、十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、免疫力を高めておきましょう。 

 

 

適度な湿度を保つ 
 空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下します。乾燥しやすい室内では加湿器

などを使って、適切な湿度（50～60％）を保ちましょう。 
 

 

熱中症への注意 
 気温・湿度の高い中でのマスク着用は、熱中症の危険性があるので注意が必要です。屋

外で人と十分な距離（2ｍ以上）を確保できる場合には、マスクを外してもよいでしょう。

また、水分補給もこまめにしましょう。 
 

 

マスクの着用が困難な方について 
 感覚過敏がある方や知的障害、自閉症の方の中には、症状や障害などの特性によりマス

クの着用が困難な方がいます。 

 「わがまま」ではなく「マスクをつけることができない人もいる」ということを知って

ください。 
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■ 日常生活で気をつけていただきたいこと 

ゼロ密を目指しましょう！ 

 新型コロナウイルスの集団感染を防止するた

め、「3 つの密（密閉・密集・密接）」は、それぞ

れ一つだけでも感染リスクを高めるため、「ゼロ

密」をめざしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権への配慮と冷静な行動をお願いします 

 新型コロナウイルス感染症に感染された方やそのご家族、周囲の方、治療に従事されて

いる医療関係者などの方々に対する不当な差別、いじめなどがあってはなりません。また、

うわさ話や不確かな情報に惑わされ、誹謗中傷や風評被害を広めないよう冷静な行動をお

願いします。 
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新型コロナウイルス感染症関連に便乗した不審電話等にご注意ください 

 

 全国で新型コロナウイルス感染症関

連に便乗した不審電話や悪質商法等が

発生しています。不安を感じた場合は、

相談窓口に早めにご相談ください。 

 福知山市内においても、新型コロナウ

イルス感染症関連に便乗した同様の不

審電話等が発生する可能性があります

ので、家庭や地域において声をかけあい、

被害に遭わないよう注意しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

■ 健康相談窓口 

・ 発熱症状などのある方 

地域の診療所（かかりつけ医）など、お近くの医療機関に電話します。 

診察した医師の判断により新型コロナウイルス感染症の検査をします。（または、検査ので

きる医療機関を案内します）  

 

・ 休日・夜間やかかりつけ医のいない方 

きょうと新型コロナ医療相談センターに電話してください。 

 

きょうと新型コロナ医療相談センター 

電話番号 075－414－5487 

ファクス 075－414－5487 

対応言語 英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語 

受付時間 365日 24時間対応 

 

相談・受診の前に心がけていただきたいこと 

・発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。 

 ・発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。 

 ・基礎疾患（持病）をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染症以

外の病気が心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話で相談してください。 

 

 

 

京都府消費生活安全センター 

電話番号 075-671-0004 

受付時間 
平日 午前９時～午後４時 
(正午～午後 1時を除く) 

電話番号 075-257-9002（緊急相談） 

受付時間 土日祝日 午前１０時～午後４時 

お昼の消費生活相談（国民生活センター） 

電話番号 03-3446-0999 

受付時間 平日 午前１１時～午後１時 

福知山市消費生活センター 

電話番号 0773-24-7020 

受付時間 平日 午前９時～午後４時 
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〇その他の相談窓口 

 

 

■ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止アプリの活用 

新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA（ココア）」 

利用者が新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性に

ついて、通知を受け取ることができます。 

詳しくは厚生労働省 HPまで 

 

 

京都府新型コロナウイルス緊急連絡サービス「こことろ」 

府内の施設（店舗）・イベントを利用される際、アプリ上でチェッ

クインいただくことで、同じ日に施設等を利用した方の感染が判明

した場合やクラスターの発生が確認された場合などに、京都府から

注意喚起の連絡を受けることができます。 

市内の公共施設や市主催イベントも登録しています。 

詳しくは京都府 HPまで 

 

■ 飲食店などをご利用の際には、「京都府新型コロナウイルス感染症防止対策認

証制度」「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカ

ー」掲示施設をご利用ください。 
 

・ 京都府新型コロナウイルス感染症防止対策認証制度とは 

飲食店における安心・安全な感染防止対策の環境を整備す

るため、京都府が定めた基準に基づく感染防止対策が実施

されている飲食店を認証する制度 

・ 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言

事業所ステッカーとは 

感染拡大防止ガイドラインに基づき、自ら適切な感染拡大

予防策に取り組むことを宣言する事業者を表すもの 

  

厚生労働省電話相談窓口（コールセンター） 

電話番号 0120－56－5653 

ファクス 03－3595－2756 

受付時間 9時～21時(土日・祝日も実施) 

官公庁外国人旅行者向けコールセンター 

「Japan Visitor Hotline」 

対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語 

電話番号 050－3816－2787 

受付時間 24時間対応(土日・祝日も実施) 

SNSによる相談 

こころのほっとチャット 

LINE での相談はこちらから 
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■ 友人・知人・同僚が陽性になったらどうする 

 

現在の感染状況を踏まえ、京都府（保健所）は、積極的疫学調査（濃厚接触者などを調

べる調査）を重症化リスクのある人が多数いる場所（医療機関、高齢者施設など）を優先

的に実施しています。 

友人や知人、同僚など身の回りの人が陽性になった場合に、自分が感染している可能性

があるか確認できるチェック票をご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 


