号外

コロナ対策特集！「乗り越えるために、今できることを全力で！」

議員団レポート

KATSUSHIKA

心ふれあう住みよいまち 葛飾区

■発行／葛飾区議会自由民主党議員団（葛飾区立石 5-13-1） ■発行責任者／筒井 たかひさ ※ご意見・ご要望をお待ちしております。

か

コロナ禍により甚大な被害を受けられた方々、大変な生活を強いられている方々
のために 1 日も早い収束をお祈り申し上げます。

新型コロナウィルス感染症対策
今できることを、１人１人が取り組むことが必要です！

ホームページもチェック！

すべての人に 10 万円を給付決定！

免疫を上げる

バランス良くしっかり食べて栄養をとり、体の調子を整えましょう。
十分な睡眠をとり、体温を上げる運動で免疫力の維持・向上に努めましょう。

令和 2 年 4 月 20 日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定。
的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金（給付対象者 1 人につき 10 万円）を支給することを決定しました。

緊 急 経済対策を要 望

か

コロナ禍を乗り越えるための補正予算を検討しています！

自由民主党議員団では、コロナ禍に素早く対応するために区長をはじめ、区の担当者と日々議論
を重ね、補正予算の内容を検討しています。また、自民党から要望した補正予算案が 5 月の臨時本会
議で可決できるようにしっかりと進めてまいります。下記に主な要望を記載させていただきました。
か

バランス良く
食べよう！

しっかり予防

子育て世代を応援するために！

家の中でも
運動しよう！

十分な睡眠
をとろう！

生活のリズム
を崩さない！

上手に気分転換
しよう！

空気中をただようウイルスからの感染の可能性もあります。換気も行いましょう。
ウイルスを洗い流すことを意識した手洗いをしましょう。

01 葛飾区は子育て世代への臨時特別給付金
児童手当受給世帯
【現状】子どもひとりにつき 1 万円支給

（例）

【要望】子どもひとりにつき 1 万円を上乗せ支給

子どもが２人世帯の場合
4 万円が支給されます！

※葛飾区は給付金を上乗せしてお振込みします！！申請等も必要ありません。

コロナ収束まで頑張るために！

02 新型コロナウイルス対策緊急融資
【現状】本人負担の金利０.３％で６ヶ月の支払い猶予
【要望】緊急融資として本人負担の金利ゼロで
支払い猶予期間の延長！ ※すでに借りている方も
こちらに借り換え可能！
【要望】窓口の混雑回避のため、郵送での受付など
手続きを迅速化
※詳しくは裏面の「貸付」欄をご確認ください。

地元 商店街活性化のために！

03 プレミアム付商品券を充実！
【要望】プレミアム率と発行数アップ！
１０% ➡ ２０％ 4万9500 セット ➡ セット数倍増

手洗いうがいを
しっかりしよう！

外出を控える

換気をしよう！

安全ではない
場所に触らない！

マスクや布で咳エチケットを
しよう！

ご高齢の方は動かないこと（生活不活発）によるフレイル（虚弱）が心配です。
動かない時間・座っている時間を減らし、ご家庭内で軽い運動を心がけましょう。

みんなで
コロナを

乗り越えよう！
最低限の外出を心がけ、
密閉空間・密集空間・密接場面を避けよう！

新型コロナウィルス関連情報
NHK 新型コロナウイルス
特設サイト「私たちはどう行動する」
葛飾区内の新型コロナウイルス
感染者発生状況

フレイル（虚弱） ベランダ等で
予防をしよう！
日光浴をしよう！

（ネット上の誤った情報にご注意ください！）
緊急応援企画
「葛飾テイクアウト＆出前店舗」
新型コロナウイルスに関連した
人権への配慮について

葛飾区新型コロナウイルス対策一覧

給付金・補助金等の情報は、日々更新されます。
各問合せ先に詳細をご確認くださいますよう、お願い致します。

社会・事業支援

家計支援

給付金

生 活 費

総務省コールセンター 5658-5855

■持続化給付金

■緊急小口融資

社会福祉協議会 5698-2457

■東京都休業要請協力金

■生活支援費

社会福祉協議会 5698-2457

■特別定額給付金

個人に一律 10 万円支給

(5 月中に開始予定）

失業等による生活困窮、貸付最大月額 20 万円以内（3 か月まで）連帯保証人不要・無利子、返済免除有

家 賃

税 金

■住居確保給付金

賃貸住宅に住み、失業等の場合、
求職中の家質最長９か月相当分
を支給
5654-8625

通 信 費

支払期限延長の問合せ

■区民税（支払い猶予）
区税務課

その他の税は都税事務所 ( 都税 )・
税務署 ( 国税 ) へ

光 熱 費

支払期限延長の問合せ

■東京電力

■au

■東京ガス

■Softbank

■都水道局

157 または 0077-7-111
0800-170-4535

0120-993-052
0570-002211
5326-1101

学 費

■日本学生支援機構 ( 給付あり )
■葛飾区奨学金貸付

年金・保険料
■国民年金（免除・支払猶予）
国保年金課 5654-8214

■国民健康保険料（支払猶予）
国保年金課 5654-8210

■介護保険料（支払猶予）

■docomo

0800-333-0500

5654-8280

介護保険課 5654-8249

ひとり親
■母子父子福祉資金貸付
（生活費・学費等の貸付）

子育て支援課 5654-8276

フリーランス
6743-6100

5654-8447

・在学する高校・大学でも相談を受け付けています。
・ひとり親家庭の場合は、母子父子福祉資金貸付でも借りる
ことができます。夢を諦めないでください。

(GW 前後より開始予定）

前年同月比売上半減などの場合、中小企業で 200 万円、個人事業主で100 万円を限度に支給
中小企業庁 金融 · 給付金相談窓口 3501-1544

休業等による収入減少、貸付 20 万円以内（1 回）連帯保証人不要・無利子 、返済免除有

自立相談支援窓口

４月 21 日現在

■小学校休業等対応助成金
休校・休園等により休職した
場合、1 日 4,100 円支給
ハローワーク助成金
コールセンター

0120-60-3999

＊区役所に電話をする場合、職員の増員をし、回線も増やしていますが、電話はつながりにくくなって
います。つながるのを待つ間は、ハンズフリー通話などを利用するなどの工夫をお願い致します。

条件：休業期間 4 月16日〜 5 月 6 日、

５０万円支給（２店舗以上有する事業者は 100 万円支給）
休業を証明する HP・ポスター等
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 5388-0567

■国保傷病手当金の支給

コロナウイルスに感染、療養で仕事を休み、給与の減額などがあった場合に支給
葛飾区 国保年金課 5654-8212

貸 付

※インターネット申込やお申込書類のご郵送による提出をお勧めします

■新型コロナウイルス感染症特別貸付

(GW 前後より開始予定）

日本政策金融公庫 HP➡

売上高が 5 % 以上減少した企業が対象等、実質無利子・無担保、5 年元本返済猶予
日本政策金融公庫千住支店 【中小企業事業】3870-2125

■マル経融資

(GW 前後より開始予定）

無利子、無担保、上限 1,000 万円 ( コロナ対応特別枠 )
東京商工会議所葛飾支部 3838-5656

■葛飾区新型コロナウイルス対策緊急融資

前年同月比売上３% 減少等、上限 1,000 万円、利率０.３％、信用保証料全額補助
区産業経済課 3838-5556

保 証

■産業経済省のセーフティネット保証

4 号認定：20% 売上減少により、上限 2 億 8,000 万円
5 号認定： 5% 売上減少により、上限 2 億 8,000 万円

従業員
を守る

■雇用調整助成金 給与の最大 90％まで支給

パパママ

■小学校休業等対応助成金

従業員
を守る

ハローワーク助成金コールセンター 0120-60-3999

休校・休園等により休んだ場合、1 日 8,330 円まで支給
ハローワーク助成金コールセンター 0120-60-3999

葛飾区自由民主党議員団は新型コロナウィルス対策に全力で取り組んでまいります
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