
　令和元年台風第19号で被災した日野橋は、令和
元年11月から被災箇所の応急復旧が進められ、5月
12日㈫10:00に通行止めが解除されました。市民の
皆さまには、長期間にわたりご不便をお掛けいた
しました。この間、応急復旧事業へのご理解とご
協力をいただき、誠にありがとうございます。
　今後は、梅雨および台風による増水に備えるた
め、橋脚周辺のブロック整備、多摩川内の工事が
引き続き行われます。
　サイクリングロードおよび堤防上の遊歩道など
の通行には、もうしばらくの間、ご不便をお掛け

いたしますが、工事完了までご理解とご協力をお
願いします。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め、3～4月以降、下表の通り施設の利用を制
限しています。利用の制限についての最新の
状況は、市 HP をご覧ください。また、制限
の詳細については、各課にお問い合わせくだ
さい。

■利用を制限する施設

　市は、市民ま
たは市内事業者
が新型コロナウ
イルス感染症に
よる影響を受け、
貸付や融資など
の生活支援や経
済対策を利用す
る際に必要とな
る証明書の発行
手数料を無料に
します。

（市役所本庁舎、七生支所で
発行のもの）

免除対象となる証明書

・住民票の写し※1
・印鑑登録証明書※2
・�市民税の課税（非課税）証明
書※3

・個人市民税の納税証明書※4
・法人市民税の納税証明書※5

　市は、新型コロナウイルス感染症による影響を受け売上
高が減少している中小企業者を対象に、期間限定で金融機
関に融資あっせんをします。必要書類など詳細はお問い合
わせください。
あっせん期間�６月1日㈪まで�用途�運転資金（店舗の賃借料な
ど）あっせん金額�500万円以内�利率�実質無利子※市の利子補
給率1.5％（変動金利：0.80％（令和2年4月30日現在）、基準
金利：長プラ-0.3％）�保証料�全額補助�返済期間�84カ月以内
（据え置き12カ月以内を含む）�対象条件�既存の融資あっせん
制度を利用できる方で、以下の条件を満たす場合…新型コ
ロナウイルス感染症による影響で、最近1カ月の売上高ま
たは販売数量が前年同月に比して10％以上減少、かつ、そ
の後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比し
て10％以上減少が見込まれる�その他�申請には通常の融資あ
っせん申請書類のほかに「新型コロナウイルス感染症対応該
当届」が必要となります 問 産業振興課（☎514-8437）

　同感染症による影響を受けた市内に来客型の店舗をもつ
飲食業・小売業・宿泊業・娯楽業・生活関連サービス業の
商業者が、テイクアウトや移動販売、通信販売の開始など
にかかる広告費、設備の購入費、取り組みを宣伝する看板
の設置費、車両のリース料、梱包・包装資材費、システム
導入費など、新たなサービスを開始することで売り上げを
確保する取り組みを支援します。

対象業種 飲食業、小売業、宿泊業、娯楽業、生活関連サー
ビス業
対象事業 新型コロナウイルスに起因する課題解決に伴う経費
（テイクアウト、宅配・配送、移動販売、通信販売、3密への
対策など）
限度額 50万円
補助率 10分の10

　同感染症による影響を受けた市内の商業者が連
携して行う新たな取り組み(地域の商店で連携して
行う事業、情報発信、製品共同開発など)を支援し
ます。

対象事業 地域の商店で連携して宅配事業などを開
始、その際にかかる広告費、車両のリース料、備
品の購入、梱包・包装資材費など
限度額 50万円
補助率 10分の10

　新型コロナウイルス感染症による影響を受けた市内の商業者などが、その課題を解決するために行う新た
な取り組みに対し支援します。申込方法などの詳細は市 HP をご確認ください。
　この事業は、補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更される場合もあります。条件や
申請方法などの詳細は、決定次第、市 HP などでお知らせします。

５月１８日㈪から市内商業者に向けた二つの補助金の募集を開始

　 1013106ID 　問�東京都南多摩西部建設事務所（☎042-６43-2６51）

問 融資に関すること…産業振興課（☎514-8437）、
証明書（※1～4）の発行に関すること…市民窓
口課（☎514-820６）、証明書（※5）の発行に関す
ること…納税課（☎514-8259）

日野橋の通行止めが5月12日に解除されました

新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため利用を制
限する施設について

事業者の皆さまへ
新型コロナウイルス感染症に対応した市の支援策

融資などに利用する証明書
発行手数料を無料にします

運転資金を融資あっせんします
〜店舗の家賃などにも使用可

①魅力ある個店創り支援事業補助金
従来の補助金に新たに申請の枠を追加

②商業活性化連携支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症対策を
連携して行う事業者に対し、
補助率を5割から10割に引き上げ

1013773ID

施設名 利用制限など 期間など 問い合わせ先
エール（発達・教育支援センター） 貸室利用休止 5月31日㈰まで 発達・教育支援課（☎042-589-8877）

カワセミハウス 休館 5月31日㈰まで カワセミハウス（☎042-581-11６4）、�
環境保全課（☎042-514-8294）

郷土資料館 休館 ６月1日㈪まで 郷土資料館（☎042-592-0981）
勤労・青年会館 臨時休館 5月31日㈰まで 産業振興課（☎042-514-8437）
小島善太郎記念館 臨時休館 5月31日㈰まで 文化スポーツ課（☎042-514-84６2）
市営ドッグラン 休止 5月31日㈰まで 環境保全課（☎042-514-8298）
市内グラウンド（多摩平第一公園、旭が丘中央公園、万願
寺中央公園、浅川スポーツ公園、北川原公園、多摩川グラ
ウンド、東光寺グラウンド、実践女子学園グラウンド）

閉鎖 5月31日㈰まで 文化スポーツ課（☎042-514-84６5）

市内交流センター（南平駅西・万願寺・新町・落川・多摩
平・平山・東町・豊田駅北） 臨時閉鎖 5月31日㈰まで 地域協働課（☎042-581-4112）
市内テニスコート（多摩平第一公園、旭が丘中央公園、七
生自然学園） 閉鎖 5月31日㈰まで 文化スポーツ課（☎042-514-84６5）

市内福祉センター 4カ所（中央・湯沢・高幡・七生） 貸室利用休止 ６月1日㈪まで 高齢福祉課（☎042-514-8495）
市民会館（ひの煉瓦ホール） 休館※9:00 ～ 17:00電話による受付可 5月31日㈰まで 文化スポーツ課（☎042-514-84６2）
市民の森ふれあいホール 全館休止 5月31日㈰まで 文化スポーツ課（☎042-514-84６5）
市民陸上競技場（会議室） 閉鎖 5月31日㈰まで 文化スポーツ課（☎042-514-84６5）
市民陸上競技場（トラック・フィールド） 閉鎖 5月31日㈰まで 文化スポーツ課（☎042-514-84６5）

消費生活センター（生活・保健センター内） 一部制限※来所相談を休止。消費生活相
談員1人での対応 5月31日㈰まで 日野市消費生活センター（☎042-581-355６）

新選組のふるさと歴史館 臨時休館 ６月1日㈪まで 新選組のふるさと歴史館（☎042-583-5100）
生活・保健センター 臨時閉鎖※貸室のみ 5月31日㈰まで 地域協働課（☎042-581-4112）
男女平等推進センター（集会室1・2） 臨時閉鎖 5月31日㈰まで 男女平等課（☎042-584-2733）
地区センター 臨時閉鎖 5月31日㈰まで 地域協働課（☎042-581-4112）
中央公民館 臨時休館 5月31日㈰まで 中央公民館（☎042-581-7580）
東部会館 臨時閉鎖 5月31日㈰まで 地域協働課（☎042-581-4112）
図書館 臨時休館※詳細は図書館 HP 参照 5月31日㈰まで 中央図書館（☎042-58６-0584）
とよだ市民ギャラリー 休館 5月31日㈰まで 文化スポーツ課（☎042-514-84６2）
七生公会堂 休館※9:00 ～ 17:00電話による受付可 5月31日㈰まで 文化スポーツ課（☎042-514-84６2）

七ツ塚ファーマーズセンター 一部臨時閉鎖※センター内、農産物直売
所「農あるまち日野みのり處」は通常営業 5月31日㈰まで 都市農業振興課（☎042-514-8447）

ひの市民活動支援センター 臨時閉鎖 5月31日㈰まで 地域協働課（☎042-581-4112）
日野宿交流館 臨時休館 ６月1日㈪まで 新選組のふるさと歴史館（☎042-583-5100）
日野宿本陣 臨時休館 ６月1日㈪まで 新選組のふるさと歴史館（☎042-583-5100）
平山台健康・市民支援センター 臨時閉鎖 5月31日㈰まで 地域協働課（☎042-581-4112）
福祉支援センター 会議室※原則利用休止 5月31日㈰まで 福祉政策課（☎042-514-84６7）
PlanT（多摩平の森産業連携センター） 閉館時間変更および施設内一部利用休止 5月31日㈰まで 産業振興課（☎042-514-8442）
百草台コミュニティセンター 臨時閉鎖 5月31日㈰まで 地域協働課（☎042-581-4112）
八ヶ岳高原大成荘 臨時休館 5月31日㈰まで 生涯学習課（☎042-514-87６5）

問�産業振興課（☎514-8437）
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