
内容 担当課

①－１

傷病手当金の支給を始める
日の属する月以前の直近
の継続した３ヶ月間の給与
等の収入合計額÷就労日
数×2/3×支給対象日数

国民健康保険課
☎：０４９－２２４－５８３６
ＦＡＸ：０４９－２２４－７３１８

①－２

傷病手当金の支給を始める
日の属する月以前の直近
の継続した３ヶ月間の給与
等の収入合計額÷就労日
数×2/3×支給対象日数

高齢・障害医療課
☎：０４９－２２４－５８４２
ＦＡＸ：０４９－２２４－７３１８

①－３
コールセンターにお問い合
わせください。

新型コロナウイルス感染症対応休
業支援金・給付金コールセンター
電話：０１２０－２２１－２７６
（月曜から金曜：8時30分から20時、
土曜・日曜・祝日：8時30分から17時
15分）

①－４
一定期間（最大９カ月）、家
賃相当額（上限額あり）を支
給

川越市自立相談支援センター
☎：０４９－２９３－９４１３
FAX：０４９－２９３－９４１９

①－５
コールセンターにお問い合
わせください。

小学校休業等対応助成金・支援金
コールセンター
電話：0120-876-187
（9時から21時:土曜・日曜・祝日含
む）

国民健康保険傷
病手当金

国民健康保険被保険者のうち、給与
等の支払いを受けている被保険者が
新型コロナウイルスに感染、または発
熱等の症状があり感染が疑われる場
合に、労務に服することが出来なくな
り、給与等の全部または一部の支払
いを受けることができなくなった場合、
傷病手当金を支給する。

後期高齢者医療
傷病手当金

被保険者が新型コロナウイルスに感
染、または発熱等の症状があり感染
が疑われる場合に、仕事を欠勤する
ことを余儀なくされ、給与等の全部ま
たは一部の支払いを受けることがで
きなくなった場合、傷病手当金を支給
する。

新型コロナウイル
ス感染症対応休
業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業
支援金・給付金は、新型コロナウイル
ス感染症及びそのまん延防止の措置
の影響により休業させられた労働者
のうち、休業中に賃金（休業手当）を
受けることができなかった方に対し、
支給。

住居確保給付金
（家賃の補助）

離職や廃業、やむを得ない休業等に
より住居を失った方、または失うおそ
れの高い方には、求職活動を行うこと
などを条件に、一定期間（最大９カ
月）、家賃相当額（上限額あり）を支給
します。

新型コロナウイル
ス感染症による小
学校休業等対応
助成金

新型コロナウイルスの感染拡大防止
策として、小学校等が臨時休業した場
合等に、その小学校等に通う子の保
護者である労働者の休職に伴う所得
の減少に対応するため、有給の休暇
（年次有給休暇を除く。）を取得させた
企業に対する助成金を創設。

新型コロナウイルス支援等情報
令和４年１２月現在

　　　　　　　　　　　　目次

☆個人・世帯向け支援メニュー　・・・・・・・・・・・１～３

☆事業者向け支援メニュー　・・・・・・・・・・・・・・３～４

☆その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

☆インフォメーション① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
（もし発熱したら）

☆インフォメーション② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
（Coronavirus Hotline for Foreign Residents）
　
☆インフォメーション③・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
（この冬は、ワクチン接種・新型コロナ抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬の準備を）

☆インフォメーション④・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
（新型コロナウイルスの重症化リスクの高い方・小学生以下の子どもと保護者の方へ）

☆インフォメーション⑤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
（新型コロナウイルスの重症化リスクの低い方へ）

①個人・世帯向け支援メニュー（給付金・手当等）

制度 対象

川越市マスコットキャラクター ときも

- 1 -



内容 担当課

②－１

市税等について、１年以内
の期間に限り、納税の猶予
が認められる。なお、猶予
期間中の延滞金は、全部又
は一部が免除となる。

収税課
☎：０４９－２２４－５６９１
ＦＡＸ：０４９－２２６－２５３８

②－２

原則として、１年間納税が
猶予される。なお、猶予期
間中の延滞税は、全部又は
一部が免除となる。

川越税務署　徴収第１部門
☎：０４９－２３５－９４１１（代表）

②－３

県税について、納税の猶予
が認められる。なお、猶予
期間中の延滞金は、全部又
は一部が免除となる。

川越県税事務所
☎：０４９－２４２－１８１３

②－４

令和４年４月分から令和５
年３月分の保険料を減免
（納期未到来分に限る）
【減免額】
①の場合：全額を減免
②の場合：一部または全部
を減免
【申請期限】
令和５年３月３１日

介護保険課
☎：０４９－２２４－５８１７
ＦＡＸ：０４９－２２４－５３８４

②－５ 支払いの猶予
川越市上下水道料金センター
☎：０４９－２４９－１９１１
ＦＡＸ：０４９－２４８－２０３１

②－６ 支払いの猶予
農政課
☎：０４９－２２４－５９３９
ＦＡＸ：０４９－２２４－８７１２

②－７ おおむね１年間の返済猶予
教育総務課
☎０４９－２２４－６０７４
ＦＡＸ０４９－２２４－５０８６

②－８
登園自粛要請期間の登園
日数に応じて日割り計算を
行う。

保育課
☎：０４９－２２４－５８２７
ＦＡＸ：０４９－２２３－８７８６

②－９ おおむね１年間の返済猶予
こども家庭課
☎：０４９－２２４－５８２１
ＦＡＸ：０４９－２２５－５２１８

②－１０

臨時特例措置として、本人
申告の所得見込額を用いた
所得審査により国民年金保
険料が免除または猶予され
る（申請月から２年１ヶ月前
まで、さかのぼり申請可）

市民課
☎：０４９－２２４－５７６４
ＦＡＸ：０４９－２２６－５０９１
川越年金事務所
☎：０４９－２４２－２６５７
ＦＡＸ：０４９－２４５－８９１９

国民年金保険料
の免除

国民年金第1号被保険者で新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、所得
が減った方（本人・配偶者・世帯主の
所得審査あり）

水道料金・下水道
使用料の支払い
の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、収入が大幅に減少した等の事
情がある方

農業集落排水施
設使用料の支払
いの猶予

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、収入が大幅に減少した等の事
情がある方

育英資金貸付金
の返済猶予

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、収入が大幅に減少した等の事
情がある方で支払い期日に返済を行
うことが著しく困難な場合

保育所等の保育
料日割り計算（認
可のみ）

認可保育所の0,1,2歳児クラスに在園
する児童で、市からの登園自粛要請
に応じた場合。

母子父子寡婦福
祉資金貸付金の
償還金の支払猶
予

新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、収入が大幅に減少した等の事
情がある方

国税の猶予

新型コロナウイルスの影響で、国税を
一時に納付できない方や納付するこ
とにより事業の継続又は生活の維持
を困難にするおそれがあると認めら
れる方

県税の猶予

事業等に著しい損失を生じ、一時に
県税（個人事業税、不動産取得税、
自動車税など）を納付できない方や納
付することで事業の継続又は生活の
維持を困難にすると認められる方

介護保険料の減
免

①新型コロナウイルス感染症により、
主たる生計維持者が死亡、又は重篤
な傷病を負った方
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令和４年
中の収入が前年に比べ３０％以上減
少する見込み等の方

②個人・世帯向け支援メニュー（減免・猶予）
制度 対象

市税等の猶予

新型コロナウイルスの影響で、一時に
市税等（個人市県民税、固定資産
税、軽自動車税、国民健康保険税な
ど）を納付できない方や納付すること
で事業の継続又は生活の維持を困難
にすると認められる方
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②－１１

令和４年４月分から令和５
年３月分の保険料を減免
（納期未到来分に限る）
【減免額】
①の場合：全額を減免
②の場合：一部または全部
を減免
【申請期限】
令和５年３月３１日

高齢・障害医療課
☎：０４９－２２４－５８４２
ＦＡＸ：０４９－２２４－７３１８

②－１２

令和４年４月分から令和５
年３月分の保険税を減免
（納期限未到来分に限る）
【減免額】
①の場合：全額を減免
②の場合：一部または全部
を減免

国民健康保険課
☎：０４９－２２４－５８３３
ＦＡＸ：０４９－２２４－７３１８

内容 担当課

③－１

１人につき１回のみ、２万円
を上限に検査費用を助成
（令和４年４月１日から令和
５年３月３１日までに行った
検査が対象）

健康づくり支援課
☎：０４９－２２９－４１２１
ＦＡＸ：０４９－２２５－１２９１

③－２

助産師・保健師が家庭訪
問、電話等により不安や悩
みを伺い、育児に関する助
言・支援を行う。

健康づくり支援課
☎：０４９－２２９－４１２５
ＦＡＸ：０４９－２２５－１２９１

金額等 担当課

④－１
コールセンターにお問い合
わせください。

雇用調整助成金、産業雇用安定助
成金コールセンター
☎：０１２０－６０３－９９９
（9時から21時:土曜・日曜・祝日含
む）

④－２
埼玉県金融課にお問い合
わせください。

埼玉県金融課
電話：０４８－８３０－３８０１
ＦＡＸ：０４８－８３０－４８１４

④－３
コールセンターにお問い合
わせください。

新型コロナウイルス感染症対応休
業支援金・給付金コールセンター
電話：０１２０－２２１－２７６
（月曜から金曜：8時30分から20時、
土曜・日曜・祝日：8時30分から17時
15分）

④－４
コールセンターにお問い合
わせください。

小学校休業等対応助成金・支援金
コールセンター
電話：0120-876-187
（9時から21時:土曜・日曜・祝日含
む）

④－５
初めて課税対象となる年度
から３年間、対象資産に係
る課税標準額を０とする。

資産税課
☎：０４９－２２４－５６８４
ＦＡＸ：０４９－２２６－２５３９

新型コロナウイル
ス感染症による小
学校休業等対応
助成金

新型コロナウイルスの感染拡大防止
策として、小学校等が臨時休業した場
合等に、その小学校等に通う子の保
護者である労働者の休職に伴う所得
の減少に対応するため、有給の休暇
（年次有給休暇を除く。）を取得させた
企業に対する助成金を創設。

先端設備に係る
固定資産税の特
例

中小企業者等が市の認定を受けた先
端設備導入計画に従って、令和５年３
月３１日までに取得した機械装置、工
具、器具備品、建物附属設備、事業
用家屋及び構築物

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済上の理由に
より、事業活動の縮小を余儀なくされ
た事業主が、労働者に対して一時的
に休業、教育訓練または出向を行
い、労働者の雇用を維持した場合に、
休業手当、賃金等の一部を助成する
制度。

経営安定資金・経
営あんしん資金

県では、中小企業者への資金繰り支
援として、経営安定資金、経営あんし
ん資金を設けている。

新型コロナウイル
ス感染症対応休
業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業
支援金・給付金は、新型コロナウイル
ス感染症及びそのまん延防止の措置
の影響により休業させられた労働者
のうち、休業中に賃金（休業手当）を
受けることができなかった方に対し、
支給。

不安を抱える妊婦
への分娩前ウイル
ス検査

次の全ての要件を満たしている妊婦
①川越市に住民登録がある方
②うつ状態にあるなどの不安を抱える
妊婦又は基礎疾患を有する妊婦
③分娩予定日まで概ね２週間以内の
方
④発熱等の新型コロナウイルス感染
症を疑われる症状がない方
⑤検査実施機関が行う事前説明内容
に同意した方

新型コロナウイル
スに感染した妊産
婦に対する寄り添
い型支援事業

新型コロナウイルスの感染が確認さ
れた妊産婦で希望する方

④事業者向け支援メニュー

制度 内容

後期高齢者医療
保険料の減免

①新型コロナウイルス感染症により、
世帯主が死亡し又は重篤な傷病を
負った方
②新型コロナウイルス感染症の影響
により、世帯主の令和４年の収入が
前年に比べ３０％以上減少した等の
方

国民健康保険税
の減免

①新型コロナウイルス感染症により、
世帯の主たる生計維持者が死亡し又
は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響
により、世帯の主たる生計維持者の
令和４年の収入が前年に比べ３０％
以上減少した等の世帯

③個人・世帯向け支援メニュー（検査）
制度 対象
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④－６

市税等について、１年以内
の期間に限り、納税の猶予
が認められる。なお、猶予
期間中の延滞金は、全部又
は一部が免除となる。

収税課
☎：０４９－２２４－５６９１
ＦＡＸ：０４９－２２６－２５３８

⑤－７

原則として、１年間納税が
猶予される。なお、猶予期
間中の延滞税は、全部又は
一部が免除となる。

川越税務署　徴収第１部門
☎：０４９－２３５－９４１１（代表）

④－８

県税について、納税の猶予
が認められる。なお、猶予
期間中の延滞金は、全部又
は一部が免除となる。

川越県税事務所
☎：０４９－２４２－１８１３

金額等 担当課

⑤－１

新型コロナウイルスへの感
染が判明した方の健康状態
や症状の変化を迅速に把
握するため、パルスオキシ
メーターを無償で貸し出して
います。
※パルスオキシメーターは、
川越市から貸し出している
ものになりますので、療養
期間終了後は、すみやかに
ご返却をおねがいいたしま
す。

保健予防課
☎：０４９－２２７－５１０２
ＦＡＸ：０４９－２２７－５１０８

⑤－２

新型コロナウイルスへの感
染が判明した方のうち、左
記対象者へ、自己負担なし
（無料）で配食サービス（食
事セットの配達）の提供をし
ております。

保健予防課
☎：０４９－２２７－５１０２
ＦＡＸ：０４９－２２７－５１０８

新型コロナウイル
ス感染症で自宅
療養される方への
配食サービス

自宅療養に際し下記の方を対象に、
一定期間常温で保存可能な食品を梱
包し配送する配食サービスを実施し
ています。
※配食サービスは次の1から3のすべ
てを満たす方が対象です。
1．市内で自宅療養される「発生届対
象者」または「陽性者登録窓口へ登録
済み」の方
2．「一人暮らしの有症状の陽性者」ま
たは「同居の方全員が有症状の陽性
者」であり、外出ができず食料調達が
困難な方
3．ネット販売、宅配サービス等の利
用が困難な方（インターネット利用不
可の方）

ご希望される場合は、川越市保健所
保健予防課まで電話にてお申し出下
さい。

掲載されているものは、支援メニューの一部を要約したものです。また、内容に変更がある場合もありますの
で詳しくは、担当部署にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援については、国や県のホームページからもご確認ください。
また、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策ホームページでは、「支援情報ナビ」により支援メニューの案
内があります。
なお、掲載している支援内容に変更があった場合は、随時更新いたします。

新型コロナウイル
ス感染症陽性者
の方へのパルス
オキシメーターの
貸出について

新型コロナウイルスへの感染が判明
した方のうち、発生届の対象となる陽
性者の方を対象に貸し出しておりま
す。発生届の対象とならない陽性者
の方につきましては、必要時お届けし
ますので市保健所保健予防課へご相
談ください。
なお、発生届の対象とならない方につ
いては陽性者登録窓口への登録を先
にお願いいたします。

国税の猶予

新型コロナウイルスの影響で、国税を
一時に納付できない方や納付するこ
とにより事業の継続又は生活の維持
を困難にするおそれがあると認めら
れる方

県税の猶予

事業等に著しい損失を生じ、一時に
県税（個人事業税、不動産取得税、
自動車税など）を納付できない方や納
付することで事業の継続又は生活の
維持を困難にすると認められる方

⑤その他

制度 内容

市税等の猶予

新型コロナウイルスの影響で、一時に
市税等（個人市県民税、法人市民
税、事業所税、固定資産税、軽自動
車税等）を納付できない方や納付する
ことで事業の継続又は生活の維持を
困難にすると認められる方
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インフォメーション①
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インフォメーション②
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インフォメーション③

- 7 -



インフォメーション④
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インフォメーション⑤
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