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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
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特別定額給付金の使い道は決まっていますか？
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言により、自粛・休業
する生活が求められてきました。宣言は解除されましたが、自粛・休業は、私たち
の生活はもちろん、市内での事業・商業活動にも大きな影響を与えています。
そこで、今回の広報では、家庭が、地域が幸せになれる給付金の使い方につい
て考えてみました。まずは、食費や家賃など家計のために使っていただき、その次
は、ぜひ「地域の生活を豊かにする」ために使ってみませんか。
ご負担のない範囲で、市民の皆さまのご支援・ご協力をお願いします。
ID 1014565

①
今度の１０万円
何に使おうかなー？

せっかくもらったん
だから有意義に使い
たいね

迷うね…。
私は貯金
しちゃおっかなー

②

そうね、

確かにお気に入りのお店がなく
なったり、普段の買い物に行って
るお店がなくなると
困るわね

問 企画経営課（☎514‑8047）

少しでも日野でご飯を食べた
り、サービスを受けたりすれば、
自分たちの生活にもプラスに
なって返ってくるよね！

③
私も貯金だけじゃな
くて、日野のお店で
使ってみようかしら！

日野にもにぎわいが
欲しいじゃん？

お気に入りのお店も
もっと見つけたい！

家を
リフォーム
しよう！

TOYODAビール
飲みたいな！
父の日に
お花を買って
あげよう

スマホかタブレット
を買って、お友達と
ビデオ通話したいわ

ネイルサロンに
行こうかな♪
子どもにおもちゃを
買ってあげよう
多摩動物公園
でピクニック！

日野の
スイーツ巡り！

日野産の
果物や野菜を
食べたいな

新しい趣味の
講座を申し込
もうかな

うまいもん大図鑑
全制覇！！
寄付しよう
かな

7月下旬頃発行予定の「広報ひの」臨時号で、市内のお店を特集します
うまいもん大図鑑

日野市観光マップ

6月5日時点の情報に基づき作成しています

#10万円の使い道 #ひのLOVE をつけてSNSに投稿しよう ♥
まちのお店では、皆さまに おかえりなさい と伝えることを心待ちにしています。「こんなコトに使った
ら楽しそう！」
「こんなモノやコトに使ったよ！」というアイデアや経験をSNS（ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス）で共有してみませんか？ハッシュタグ（#）をつけて、たくさん発信してくださいね！
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特別定額給付金の返信用封筒について
5月末から6月初めにかけて特別定額給付金申請書を郵送しました。
同封した返信用封筒の宛先は、「日本郵便株式会社
局

私書箱8号

トッパン・フォームズ株式会社

京都中央郵便

特別定額給付金受付

事務局」としています。

ID 1014290
問 日野市特別定額給付金専用ダイヤル(☎0120‑671‑629）

ます。間違いではありませんので、安心して返信用封筒にて申請書を
送付してください。
なお、申請から給付まで3週間程度かかる見込みです。また、申請が
集中した場合はこれよりさらに時間がかかることがありますので、あ

トッパン・フォームズ株式会社は、申請などの受け付けや入力業務

らかじめご了承ください。

を市が委託している事業者であり、昨年度プレミアム付商品券事業を
受託するなどの実績があります。
一日でも早く給付を行うために、セキュリティなどを含め準備が整
っている京都で今回は業務を行うことになりました。
宛先はトッパン・フォームズ株式会社が設置した私書箱になってい

▲市から郵送した封筒

▲返信用封筒

「広報ひの」臨時号に事業者応援特集を
1014578
問 企画経営課(☎514‑8047）
掲載します

飲食店応援セミナーを開催します

掲載を希望する事業者さまは、この機会
にぜひご応募ください！

飲食店の皆さま向けの市の補助金などをお知らせするほ
か、テイクアウト・デリバリーを始めている方、始めようと
している方に向けて、これからの季節に注意すべき食中毒へ
のリスク対策について無料のセミナーを行います。

ID 1014580

ID

募集期間

6月30日㈫まで

掲載内容

事業所名、所在地、電話番号、取扱商品、PRコメントなど

掲載時期

7月下旬頃発行予定の「広報ひの」臨時号

応募方法

市 HP の専用フォームまたは各所で配布する申込書にて申し込み

問 市長公室広報担当(☎514‑8092）

6月22日㈪14:00〜15:00

会場

PlanT
（多摩平の森産業連携センター）イベントスペース

テイクアウト・デリバリーにおける衛生管理方法と実務
について、日野市産業振興課による補
助金などの施策のお知らせ
対象

6月19日㈮までに電話またはEメー
ル（kikaku@city.hino.lg.jp）
申込

市では、公式LINEアカウントの開設準備をしています。
まず、6月9日から、新型コロナウイルスに関する情報に
絞って一部を先行公開します。

ID 1014577

問 企画経営課(☎514‑8047）

特別定額給付金は、新型コロナウイルス感染症により収入が減少するなど、直接的に影響を受
けた家計を支援するもので、ご家庭の事情に合わせて使っていただくものですが、活用方法の選択
肢の一つとして、地域の支えあいのための寄付もご検討ください。
寄付をしていただいた場合は、税額控除の対象となります。
詳細は日野税務署
（☎585‑5661）
にお問い合わせください。
①日野市社会福祉協議会
・金融機関：三菱UFJ銀行
・支店名：日野市役所支店／店番号：246／口座番号：
（普通）0157442
・口座名
（漢字）
：社会福祉法人日野市社会福祉協議会 会長 奥住 日出男
・口座名
（カナ）
：ﾌｸ)ﾋﾉｼｼﾔｶｲﾌｸｼｷﾖｳｷﾞｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ｵｸｽﾞﾐ ﾋﾃﾞｵ

振込手数料は、寄付者さまのご負担となりますので、ご了承ください
同協議会総務係
（☎582‑2319 FAX 583‑9205 info@hinosuke.org)

その他

問

②日野市役所
詳細は市 HP をご覧ください。

「令和2年度市・都民税税額決定・納税通知
書」
を6月8日に発送 ID 1002629 問 市民税課(☎514‑8238）
令和2年度市・都民税税額決定・納税通知書を、6月8日に発送しました。非課税
の方への市・都民税税額決定・納税通知書の発送はありませんのでご注意くださ
い。
また、市・都民税が給与から差し引かれる方は、5月14日に勤務先へ税額決定通
知書を発送しています。
なお、新型コロナウイルス感染症対応による申告期限の延長により、申告され
た内容が通知書に反映されていない場合がありますので、ご注意ください。この
場合は、7月以降に順次変更通知書でお知らせします。
6月5日時点の情報に基づき作成しています

LINEで日野市と友だちになろう！
左 記 の Q R コ ード を
LI N Eアプリから読み
取り、友だち追加をし
てください。

※現在できることは限定されていますが、夏以降の正式稼働に向け
て段階的に機能を拡充していきます。また、必要な情報を選択し
て受け取ることができる仕組みも検討中です

寄付を受け付けています

振込先

飲食店経営者、事業責任者

定員 申込制で先着20人
（会場に空きが
あれば当日参加可）

応募いただいた事業者の皆さ
まには、3密
（密閉・密集・密接）
対策をしている店舗に掲示でき
る右記のステッカーを提供しま
す
（先着500店舗）
。

ID 1014581

日時
内容

新型コロナウイルス対策見える化ステッカー（㈱クレストご提供）

日野市公式
LINE アカウントを
先行公開！

問 企画経営課(☎514‑8047）

マスクの寄付を受け付けています
ID 1014496

問 企画経営課(☎514‑8047）

ご家庭で使わないマスクがありましたら、日野市へ
の寄付をご検討ください。市内の福祉施設などで活用
します。
受付場所 市役所1階市民相談窓口、七生支所、豊田駅連
絡所、市内各図書館
（市政図書室を除
く ） 受付時間 各 施 設
の開館時間 受付方法
各施設に設置してい
る寄付箱へ入れてく
ださい
（注）
新品未開封のも
のに限ります

新型コロナウイルス感染症の影響
により納税が困難な方はご相談を
ID 1013976

問 納税課(☎514‑8957、514‑8271）

新型コロナウイルス感染症の影響により、
市税・国民健康保
いっとき
険税を一時に納付することが困難な場合には、徴収猶予や換
価の猶予などの制度があります。
6月20日㈯と27日㈯に臨時納税相談窓口を開設します。
受付時間 9:00〜16:00
その他 感染拡大防止の観点から、極力電話での相談にご協
力をお願いします
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