
セブンイレブンなどに設置されているセブン銀行ATMまたは
銀行口座からPayPay残高へチャージができます。

電話番号とパスワード
を入力

SMSで認証コードを
受信

受信した４桁の認証
コードを入力

セブン銀行ATMで「ス
マートフォンでの取引」
を選択

アプリトップから「その
他」「銀行口座登録」を
選択

チャージ用の銀行口座
を選択。以降は各銀行
ごとの手順で登録を進
めます

チャージ用口座の登
録が完了。PayPay
残高にチャージ可能
となります

アプリを開き「チャージ」
から「セブン銀行ATM」を
選択。ATMに表示された
QRコードを読み取る

アプリに表示された番
号をATMに入力する

ATMで金額を決定後
入金し確定

登録完了

  問健康課（☎581-4111）1015152ID

＼日野市経済支援事業　市内の飲食店・小売店などを応援／

「PayPay使って日野でお買い物！最大30％
  戻ってくるキャンペーン」を実施

おすすめ!

PayPay（ペイペイ）
登録・チャージ方法

 12月1日からのキャンペーン開始に向けて、ぜひ
PayPayをチャージしてご準備ください！
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、落ち込んでいる市内経
済への支援としてPayPay（ペイペイ）で支払いをした方を対象に、一
定率のポイント（上限あり）を付与するキャンペーンを実施します。

【キャンペーン内容】
期間 12月1日㈫～令和3年1月31日㈰支払い条件PayPay残高、ヤフーカード、
PayPayあと払い（一括のみ）が対象 付与率利用金額の最大30％付与上限 1
決済当たり3,000円相当（期間中30,000円相当まで）対象店舗PayPayを導入
している市内店舗※コンビニ、大手チェーン店などを除く。詳細は広報12月1
日特別号にてお知らせするほか、11月下旬に市 HPに掲載、またキャンペーン
期間中にPayPayアプリに掲載

※チャージ後の残高はアプリの残高画面で確認ができます

PayPay使い方相談会
　PayPayアプリのダウンロードからチャージ方法、実際の
使い方まで丁寧に説明します。
日時①11月16日㈪～18日㈬②12月1日㈫～4日㈮いずれも11:
00～16:00会場市役所１階特設ブース問産業振興課（☎514-
8437)
PayPay出張講座
　市内で3人以上のグループで申請していただくと、PayPay
営業担当者が伺い、QRコード決済の使い方をご相談できる
「出張講座」も用意しています。問産業振興課（☎514-8437)

個別相談受付
　下記店舗において、PayPayアプリのダウンロード
の方法から使用方法まで説明します。

※ソフトバンクシ
ョップでの相談の
際は、事前予約が
必要です。予約が
ない場合は、当日
ご相談の対応が
できないことがあ
ります
※ソフトバンク以
外の機種につい
ても対応します

　新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症対策の基
本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳

せ き

エチケット」です。
　これからの時期は寒くなりますが、こまめな換気も忘れずに
お願いします。

感染症対策へのご協力
をお願いします

  問産業振興課（☎514-8437）
1015617ID

日野駅北

コープ

コンビニ JR日野駅

ソフトバンク日野
（新町1-20-1)
11:00～20:00
定休日あり

☎042-514-8996

JR豊田駅

豊田駅前

多摩平
交番前

北口

交番

イオンモール
多摩平の森

ソフトバンクイオン
モール多摩平の森
（多摩平2-4-1-2F)
10:00～20:00
☎042-589-2888

バス停
銀行

駅ロータリー

京王線高幡不動駅

ソフトバンク
高幡不動駅前
（高幡3-17)
10:00～19:00
☎042-599-0575

問 PayPayカスタマーサポート窓口（☎0120-990-634※土曜・日曜日、祝日を含む365日24時間受け付け）
問詳しくはPayPayHPで確認ください。https://paypay.ne.jp
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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
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。
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　新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる日野市国民健康保険の被
保険者（被用者）に傷病手当金を支給します。申請を希望する場合は、事前に
電話でお問い合わせください。
対象被用者のうち、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる者支給要件
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支給額直近の継続した3カ月間の給与収入の合
計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数適用令和2年1月1日～12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

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、テイクアウトを強化しようとして
いる事業者向けに、プラスチックの使用を抑えた環境配慮型容器（テイクアウ
ト容器）を市が一括購入し、飲食業者の皆さまに無料で配布する事業を始め
ます。
配布期間 11月17日㈫から※在庫がなくなり次第終了配布場所市役所3階環
境保全課、日野市商工会対象次の①～③すべてに該当する中小企業者①所
在地が日野市にあるまたは移動販売のため所在地が広域となるが移動販売先
に日野市を含み住所が日野市にある②「飲食業」、「お持ち帰り・配達飲食サー
ビス業」のいずれかに該当しテイクアウト事業などを行っている③そのほか要

領を満たす申込環境保全課（ kankyo@city.hino.lg.jp）へ参加登録申請書
（市役所3階環境保全課にあり。市 HPからダウンロード可）と営業許可書の写しを
提出（Eメールでの申請も可）。登録決定後に配布決定通知書と注文書を市か
ら送付

　市内の介護事業所で、働いていただける方を募集しています。
　介護業界は、人手不足で困っています。新型コロナウイルスの影響で、仕事
を失ってしまった方、転職を考えている方、介護の仕事に興味はあるけれど踏
み出せない方、未経験・無資格でも大丈夫！あなたの力を貸してもらえません
か。
　エントリー方法は、2通りあります。どちらかにお申し込みください。

❶介護初任者研修の資格を取って働く
　研修期間から実習まで就業時間に含まれ、給与が支払われます。研修・実習
を経て、採用面接に合格した場合、市内の介護事業所で就労を開始します。
日程令和3年1月6日～3月上旬頃研修会場近隣市を予定※申し込み後の選考
で合格した方へ通知内容介護職員初任者研修の資格取得、市内の介護事業
所での実習合わせて150時間対象現在無資格で、市内の介護事業所に就労す
る意欲があり、事前の説明会に参加できる方※日程などについては申し込み
時に確認を定員 15人※選考あり申込 11月30日㈪～12月11日㈮に㈱シグマスタ
ッフへ電話

❷Web説明会に参加し、面接を受けて働く
自宅にいながら市内の介護事業所の説明会に参加し、面接が受けられます。

■説明会
日程令和3年2月14日㈰・15日㈪対象市内の介護事業所に就労する意欲があ
り、Zoomの利用が可能な方定員申込制で先着80人程度申込 11月30日㈪から
㈱シグマスタッフへ電話

■Web面接
　説明会後、日程調整をした上で、希望する介護事業所と実施します。面接に
合格した場合、市内の介護事業所で就労を開始します。

　新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる日野市後期高齢者医療制
度の被保険者（被用者）に傷病手当金を支給します。申請を希望する場合は、
事前に電話でお問い合わせください。
対象被用者のうち、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる者支給要件
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支給額直近の継続した3カ月間の給与収入の合
計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数適用令和2年1月1日～12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

傷病手当金の支給

介護事業所で介護事業所で
働きたい方働きたい方 今がチャンス！ 介護のお仕事探しお手伝いします！

テイクアウト事業者向けに環境配慮型容器を無料配布テイクアウト事業者向けに環境配慮型容器を無料配布

国民健康保険 後期高齢者医療制度

1015757ID

1014425ID 問 保険年金課給付係（☎514-8276）

1015724ID

問 環境保全課（☎514-8294）

問 市高齢福祉課（☎514-8519）、㈱シグマスタッフ（☎03-6806-1264※土曜・日曜日、祝日を除く9:00～17:00）

1014369ID 問 保険年金課高齢者医療係（☎514-8293）

説明会当日の流れ
※両日とも介護事業所６社程度を予定（おおむね３時間程度）

事前に電話で
お問い合わせ
ください

　新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった世帯に
対して、国民健康保険税を減免する制度があります。
対象以下のいずれかに該当する世帯①新型コロナウイルス感染症の影響に
より、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った②新型コロナウ
イルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度下がった
（前年比30％以上の減少）
減免額①全額免除②一部を減額
申請期限令和3年3月31日㈬（必着）までに〒191-8686日野市役所保険年金課
保険税係へ申請書（市 HPからダウンロード可）を郵送※申請書を自宅で取得する
ことが困難な方は問い合わせを

　新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった被保険
者などに対して、後期高齢者医療保険料を減免する制度があります。
対象以下のいずれかに該当する方①新型コロナウイルス感染症の影響により、
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った②新型コロナウイルス感
染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度下がった（前年比30
％以上の減少）減免額①全額免除②一部を減額申請期限令和3年1月4日㈪（必
着）までに〒191-8686日野市役所保険年金課高齢者医療係へ申請書（市 HPか
らダウンロード可）を郵送※令和2年12月以降に被保険者となった方は、令和3年3月
19日㈮までに申請を。申請書を自宅で取得することが困難な方は問い合わせを

　新型コロナウイルス感染症の影響により、一時に後期高齢者医療保険料を
納付することが困難な場合には、徴収猶予などの制度もあります。詳細は、お
問い合わせください。

②の保険税の減免額

合計所得金額 減免割合
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

合計所得金額 減免割合
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

新型コロナウイルス感染症に係る
国民健康保険税の減免制度

新型コロナウイルス感染症に係る
後期高齢者医療保険料減免制度1014297ID

問 国民健康保険税減免問い合わせ専用ダイヤル（☎514-8193） 1014355ID 問 保険年金課高齢者医療係（☎514-8293）

②の保険料の減免額
減免対象保険料額（A×B÷C）に減免割合（D）をかけた金額
減免対象の保険料額（A×B÷C）
A： 75歳以上の方の保険料額
B： 世帯の主たる生計維持者の減少が
見込まれる収入に係る前年の合計
所得金額

C： 主たる生計維持者および世帯の後
期高齢者医療保険被保険者全員の
前年の合計所得金額

合計所得金額に応じた減免割合（D）減免対象保険税額（A×B÷C）に減免割合（D）をかけた金額
減免対象の保険税額（A×B÷C）
A： 世帯の被保険者全員について算出
した保険税額

B： 世帯の主たる生計維持者の減少が
見込まれる収入に係る前年の所得
額

C： 主たる生計維持者および世帯の被
保険者全員の前年の合計所得金額

合計所得金額に応じた減免割合（D）

（日野市テイクアウト等支援事業）

受講費・
参加費
無料

A社説明
（動画配信）

A社
質疑応答
（Live）

B社
質疑応答
（Live）

終了B社説明
（動画配信） 以下

繰り返し

211月5日時点の情報に基づき作成しています。


