
5月26日㈫からの問い合わせ先　日野市特別定額給付金専用ダイヤル

　新型コロナウイルス感染症について、
市民の皆さまの生活と健康のために必要
となる最新の情報を取りまとめ、「広報
ひの臨時号」として発行しています。

　新型コロナウイルス感染症による現在の難局を乗り越えるためには、感染症対策を軸とした積極的な施策展開が
必要と考えており、そのための投資は惜しまず実行していく所存です。
　皆さまの命と生活を守るため、短期・中期・長期的な視点での感染症対策を一歩ずつ確実に実施してまいります。

　　　　　日野市長  大坪  冬彦

オンライン診療を実施しています

新型コロナウイルス感染症が心配なとき
「息苦しさ」「強いだるさ」「高熱」などの
強い症状がある場合や発熱やせきなど比
較的軽い風邪の症状が続いている場合

(高齢・基礎疾患がある・妊婦の方) 
発熱やせきなど比較的軽い風邪
の症状がある場合

不安に思う方 

専門的な助言
が必要な場合

自宅で安静
医療機関を受診

※症状が良くならない場合は、 再度受診
　相談窓口またはかかりつけ医に相談

●感染したかもしれない
　と不安
●感染予防法が知りたい

初診・再診ともにオンライン診療  を実施している医療機関

再診のみオンライン診療  を実施している医療機関

特別定額給付金
☎0120-671-629 042-514-8097（聴覚障害者向け）FAX

土曜・日曜日、祝日を除く8：30～17：15
申請書は5月29日㈮から順次発送
予定。詳細は市　 をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症対策を最優先に実施します

　新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、下記の医療機関で時限的・
特例的にオンライン診療（電話などを用いた診療）を実施しています。各
医療機関に診療内容を確認後、ご予約のうえ受診してください。詳細は
厚生労働省　 をご確認ください（5月18日現在）。

なお、下記に掲載していない医療機関でもオンライン診療を実施してい
る場合がありますので、まずは、かかりつけ医にお問い合わせください。

1014315ID

1014145ID

HP

HP

問

朝がおクリニック

青和クリニック
中川クリニック
花輪病院
森久保クリニック
森末クリニック

多摩平2-5-1 クレヴィア豊田
多摩平の森レジデンス111
新井865-3

南平7-18-11

日野本町3-14-15

高幡328 森久保医療モール

多摩平1-4-19-201

506-9304

594-1900
594-0313
582-0061
594-6778
589-3030

精神科・心療内科

内科・小児科
内科
内科
内科・小児科
内科・外科

施設名 所在地 電話番号 診療科

おおしろクリニック

康明会病院
佐々木クリニック豊田
鈴木内科クリニック

太陽クリニック

高瀬内科クリニック
麦倉眼科
百草の森ふれあい
クリニック
リーデンス皮フ科
クリニック

神明3-6-16 アメニティ明和館

豊田2-32-1

東平山3-1-1

高幡1009-7  TIKビル2F
多摩平2-5-1 クレヴィア豊田
多摩平の森レジデンス110

新町1‒20‒3 エスペラール1F

程久保3-37-8

百草1042-22

高幡507-4 リーデンススク
エア高幡不動117

589-6780

584-5251
585-8063
599-7021

843-1686

582-7228
593-9910

599-7068

599-5455

小児科・小児外科・内
科・外科・泌尿器科
内科・神経内科
内科
内科

小児科・内科

内科
眼科

内科・小児科

皮膚科

施設名 所在地 電話番号 診療科

健康課（☎581-4111）

かかりつけ医のいる方

医師が検査の必要ありと判断

受診相談
窓口を案内

受診が必要と
判断 受診が不要と判断

医師が検査の
必要なしと判断

日ごろ、医療機関にかかっていない方
新型コロナ受診相談窓口に電話かかりつけ医に電話相談
●平日（9：00～17：00）
南多摩保健所☎042-371-7661
●平日（17：00～翌日9：00）および土曜・日曜日、祝日
都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
☎03-5320-4592

新型コロナコールセンターに電話

日野市健康課に電話

●9：00～22：00（土曜・日曜日、祝日を含む）
☎0570-550571

●8：30～17：15（平日のみ）
☎042-581-4111   042-583-2400
 （聴覚障害者向け）

24時間
対応

FAX

不安に思う方 
発熱やせきなど比較的軽い風邪

かかりつけ医に電話相談

PCR検査(東京都健康安全研究センター、民間検査機関など）

入院（感染症指定医療機関など）または宿泊療養など

陽性

日野市医師会PCR検査センター 新型コロナ外来（帰国者・接触者外来）を受診

陰性

日々の
受診に

すべての人に健康と福祉を
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　市民が利用したくなるお店作りを支援し、地域商業を構成する小規模店舗の活性化を図ります。詳細は市　 をご覧ください。

　市では、5月18日の市議会臨時会の議決を受け、新型コロナウイルス感染症の市内商業者などの取り組みに対する緊急支
援として、二つの補助事業（魅力ある個店創り支援事業補助金、商業活性化連携支援事業補助金）の募集をしています。

　市は、新型コロナウイルス感染症による影響で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。
　　　 　　9月30日㈬まで　　運転資金（店舗の賃借料など）　　　　　500万円以内　　実質無利子※市の利子補給率1.5％（変動金利：0.75％（令和2年5月
8日現在）、基準金利：長プラ-0.3％）　　 全額補助　　　　84カ月以内（据え置き12カ月以内を含む）　　　既存の融資あっせん制度を利用できる方で、次
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　　　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。市税などについて、新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予の適用を受けている場合は、納税証明書と併
せて「徴収猶予決定通知書の写し」もご提出ください　 

　利用に当たっては、一定の要件（収入、資産、求職活動など）があります。また、
支給額には上限があります。詳細は市　 を参照またはお問い合わせください。
　　以下の①②いずれかに該当する方で住宅を喪失している方または喪
失する恐れのある方①離職後２年以内の方②給与などを得る機会が当該
個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や
廃業と同程度の状況にある方　　　  原則3カ月　　　申請書類は市 　か
ら　　　　可　

　臨時休業中の学習支援の一環として、自宅でオンライン学習ができる環境を
整備します。詳細はお問い合わせください。

日野市魅力ある個店創り支援事業補助金

日野市商業活性化連携支援事業補助金

9月30日㈬まで期間延長 新型コロナウイルス感染症対応運転資金融資あっせん（別枠）

住居確保給付金事業～離職や減収した方の家賃を支給

中学3年生を対象にオンライン学習教材を導入します

　新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けているひとり親世帯の生活
を支援する取り組みとして、児童扶養手当を受給する世帯に対し、臨時特
別給付金（一時金）を支給します。対象となる世帯へ後日ご案内を送付します。
　　　6月末から7月上旬を予定　　　　申請不要。受給を拒否する場合の
み、受給拒否の届出書の提出が必要 　　　　4月分の児童扶養手当の受給
者※対象児童は3月31日で年度末年齢に到達する児童などを含む 　　  対象
児童1人当たり1万円　　　原則、児童扶養手当の振込口座

特別支援給付金を支給

　古着・古布などの繊維類は、回収後、リサイクル事業者を通じて一部を海
外へ輸出していますが、新型コロナウイルスの影響により、海外諸国での受
け入れが困難な状況となっており、当面焼却せざるを得ません。このような
状況が改善されるまでの間、古着・古布類については、ご自宅で保管してい
ただき、排出の抑制にご理解とご協力をお願いします。
　なお、状況改善が見られた際には、改めてご案内します。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、古着・古布類
の排出抑制にご協力を

排出量（約40トン、前年比約40%増）が増えています

緊急

産業振興課（☎514-8437）問1007418ID

1014401ID

1013989ID

1014390ID

HP

HP

HP

新型コロナウイルス感染症に対応した支援策事業者の
皆さまへ

ダウンロード

　　　 令和3年1月31日㈰または予算終了まで　　　　　 新型コロナウ
イルス感染症の流行にともなう緊急対策として、市内の個店が新たな
サービスを行うことで売り上げを確保する取り組みを重点的に支援　　
　　 50万円　　　10分の10　　　①②の両方を満たすこと①市内に店舗
を持ち、来店型の営業を行っている中小企業者（創業予定者も可）②飲食
業・小売業・生活関連サービス業・娯楽業・宿泊業のいずれかであること
※来店型の営業とは、来店客に対する商品などの販売、サービス提供などを
主たる事業とする営業形態で、広く市民の利用が可能なもの　　　　　①
②の両方を満たすこと①新型コロナウイルス感染症を契機として、新た
に取り組む売り上げ確保を目的とした事業②経済活動と感染拡大防止の両
立を図る事業※感染拡大防止とは、従来の自社事業活動と比べて「3つの密」
を減らすことなど　　　　　令和2年4月1日～3年2月28日㈰※令和3年2月28
日までに事業が完了しない場合、補助金が交付されない場合があります

【対象者例】

【対象事業となる例】
・新たに開始する「テイクアウト、宅配、通販」事業を行って実施する「販売促進」事業
・感染拡大防止に対応する改装を行って実施する「販売促進」事業

【対象事業とならない例】
※新規性がないもの、新型コロナウイルス感染症と関係がないもの
・通常の店舗営業に使用するアルコール消毒液、マスクの購入
・施設の維持管理や、老朽化のみを理由とする工事や設備の購入

【対象事業となる例】
地域の商店で連携して宅配事業などを開始、その際に係る広告費、車両のリー
ス料、備品の購入、梱包・包装資材費など

募集期間 補助金の概要

補助率

飲食業
小売業
生活関連サービス業・娯楽業
宿泊業

対象者

市内事業者の活用 地域活性化のため、可能な限り市内事業
者に発注するよう努めてください。

市内事業者の活用 地域活性化のため、可能な限り市内事業
者に発注するよう努めてください。

補助対象期間

　2以上の商業者が連携して行うイベント事業、拠点・ブランドづくり、製品開発事業などの取り組みに対して支援を行う商業活性化連携支援事業補
助金においても、新型コロナウイルス感染症対策に取り組む連携事業を実施する場合には補助率を従来の2分の1から10分の10に引き上げます。
※日野市魅力ある個店創り支援事業補助金（上記）を受けている方が、別の取り組みとして連携事業を実施する場合も対象となります。詳細はお問い合わせください

　　    令和3年1月31日㈰まで　　　　　50万円　　　10分の10　　　①②の両方を満たすこと①新型コロナウイルス感染症を契機として、売り上げ確保を目
的とした新たに取り組む事業②経済活動と感染拡大防止の両立を図る事業
募集期間

あっせん期間 あっせん金額用途

対象

給付日

給付額
振込先

給付方法
支給対象者

支給期限 その他

保証料

その他

問

返済期間 対象条件
利率

補助限度額 補助率 対象者

子育て課（☎514-8598）

問

問

ICT活用教育推進室（☎514-8799）

問ごみゼロ推進課（☎581-0444）

問セーフティネットコールセンター（☎514-8574）
　市では、新型コロナウイルス感染症に感染などした日野市国民健康保険の
被保険者で給与などの支払いを受けている方（被用者）に対し、傷病手当金
を支給します。申請の際は、事前に電話で必ずお問い合わせください。

新型コロナウイルスの感染などに対し傷病手当金を支給
給与などの支払いを受けている日野市国保被保険者の方へ

中学３年生のお子さまがいるご家庭の方へ

家賃の支払いでお困りの方へ

児童扶養手当を受給されている方へ

1014425ID 問保険年金課（☎514-8276）

産業振興課（☎514-8437）

経営環境激変対応支援型（新型コロナウイルス感染症対応）

新型コロナウイルス感染症対応

食堂、レストラン、そば屋、すし屋、カフェ、バー、その他飲食店
酒・肉・鮮魚・野菜・パン・衣服などの小売店、調剤薬局、書店、たばこ店など
　　　　　　　　　　洗濯・理美容業（医療・福祉は対象外）、カラオケなど
旅館、ホテルなど

補助
補助限度額

補助対象事業
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