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市民の暮らしを、
「戸田市新型コロナ対応

全力で支えます！
緊急支援パッケージ」

第 2弾！

2緊急経済雇用対策1 事業費 4,988万6千円

新型コロナウイルスの影響による
現状の資金繰りや従業員の雇用問題、
コロナ後を見据えた経営戦略など、市内商工業の
経営安定のための相談体制拡充への支援

対象 ： 市商工会（相談会開催主体）
期間 ： 7月 1日（水）～令和3年3月31日（水）
 （76回開催予定）
相談員：中小企業診断士
  社会保険労務士

新型コロナウイルスの影響により新たな需要が生じて
いるリモートワーク導入などへの支援、コロナ後にお
ける採用活動を見据えたオンラインセミナー、アン
ケートの実施などの事業者支援を実施

対象 ： 市内事業者

対象 ： 市内で活動する市民活動団体など
補助限度額：1事業あたり10万円
期間 ： 6～ 1 1月［申請は、1 1月20日（金）まで。
 交付決定は、申請からおおむね5営業日］

対象 ： 事業者を含むすべての水道・下水道利用者
 ※官公庁などは対象外

減免期間 ：基本料金4カ月分
  偶数月検針の方：6月検針分と8月検針分
  奇数月検針の方：7月検針分と9月検針分
減免額：一般家庭（口径20mm・上下併用など）の場合
　　　　▲5,368円（4カ月分・税込）
申込 ： 不要　※請求時に基本料金の額を差し引きます

商工会経営相談体制整備補助金
事業費 304万円

新型コロナウイルスの影響により
商業活動が制限される市内商店会に対して
感染症対策や販売促進などで活用できる支援金を給付

新型コロナウイルス対策市民活動支援補助金

対象 ： 市内商店会
期間 ： 7月 1日（水）申請受付開始
補助額：加盟店１店舗当たり1万円

新しい生活様式の普及のため、市内飲食店が
テイクアウト＆デリバリー商品を通常価格の「半額」
で販売し、割引相当額を補助金として給付

対象 ： 「#Stay Home戸田」に
 登録した市内飲食店
 ※詳しくは市ホームページを
 ご覧ください

補助限度額：１店舗当たり25万円
※この補助金による半額キャンペーンは、
　7月1日（水）～31日（金）に実施。
　詳しくはP.6をご覧ください

テイクアウト等販売促進補助金
事業費 2,557万2千円

商店会活性化臨時支援金
事業費 330万円

アフターコロナ人材確保支援事業
事業費 1,797万4千円

新型コロナウイルスの影響により、市民生活や経済への影響が深刻度を 増していることから、「緊急支援パッケージ第2弾」として追加対策を実施いたします。
市民の生活と安全を守り、経済を下支えすることで、危機を乗り越えると ともに、アフターコロナの新時代に備えます。

補助対象事業例
・医療従事者へのお弁当配達
・学習教材の配布
・フードパントリーによる食糧支援
　など

水道・下水道基本料金免除
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市民の暮らしを、
「戸田市新型コロナ対応

全力で支えます！
緊急支援パッケージ」

総事業費

約4.5億円

緊急生活支援対策2 事業費 3億4,900万7千円4,988万6千円

新型コロナウイルスの影響により新たな需要が生じて
いるリモートワーク導入などへの支援、コロナ後にお
ける採用活動を見据えたオンラインセミナー、アン
ケートの実施などの事業者支援を実施

市民活動団体などが行う
新型コロナウイルス感染症対策に関する
社会貢献事業への支援制度を創設

対象 ： 市内で活動する市民活動団体など
補助限度額：1事業あたり10万円
期間 ： 6～ 1 1月［申請は、1 1月20日（金）まで。
 交付決定は、申請からおおむね5営業日］

臨時休校や収入減により
生活が困窮する子育て世帯へ
企業や家庭、NPO法人などの
支援により食料を無料で配布

対象 ： 児童扶養手当受給世帯
 就学援助認定世帯　など
実施日 ： 5月 19日（火）、20日（水）
  （363世帯）

新型コロナウイルス感染症が各家庭および事業者に経済的な影響をもたらしていることから、
即効性のある生活・経済支援として、すべての水道・下水道利用者の基本料金を減免

対象 ： 事業者を含むすべての水道・下水道利用者
 ※官公庁などは対象外

減免期間 ：基本料金4カ月分
  偶数月検針の方：6月検針分と8月検針分
  奇数月検針の方：7月検針分と9月検針分
減免額：一般家庭（口径20mm・上下併用など）の場合
　　　　▲5,368円（4カ月分・税込）
申込 ： 不要　※請求時に基本料金の額を差し引きます

[ ]

財源は、戸田ふるさと祭りの中止などで
捻出し、後年度への負担を軽減します。

新型コロナウイルスの影響により
商業活動が制限される市内商店会に対して
感染症対策や販売促進などで活用できる支援金を給付

新型コロナウイルス対策市民活動支援補助金
事業費 200万円

商店会活性化臨時支援金

アフターコロナ人材確保支援事業

新型コロナウイルスの影響により、市民生活や経済への影響が深刻度を 増していることから、「緊急支援パッケージ第2弾」として追加対策を実施いたします。
市民の生活と安全を守り、経済を下支えすることで、危機を乗り越えると ともに、アフターコロナの新時代に備えます。

補助対象事業例
・医療従事者へのお弁当配達
・学習教材の配布
・フードパントリーによる食糧支援
　など

“戸田っ子の食！応援団”
フードパントリー ※実施済み

水道・下水道基本料金免除 減免額 3億4,700万7千円
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最新の支援策は、
市ホームページに
掲載しています。

詳しくは市ホームページをご覧ください。

戸田市小規模事業者等臨時給付金の申請期限を

7月31日（金）まで延長し、
給付対象を拡大しました！
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防災用
マルチルーム
（テント）

1
クイック

パーテーション

2
非接触型
体温計

3

災害時の指定避難所、福祉避難所における
感染症拡大防止対策を実施するための下記備品調達を実施

「新しい生活様式」を実践し、
感染症予防をすすめるための普及啓発活動を実施

マスク（50枚入り1箱）配布
対象：75歳以上の高齢者が

いる世帯（1世帯 1箱）
期間：7月中旬～8月末（予定）

「引換券」を郵送

1 2 手指消毒液（1 L入り1個）を配布
対象：理容室、美容室、

あんま・針灸・柔道整復師
期間：8月中旬～9月末（予定）

「引換券」を郵送

緊急感染症予防対策 3 事業費 5,625万3千円

● 持ち帰りや出前、デリバリーを活用
●おしゃべりは控えめに
●対面ではなく横並びで
●大皿は避けて、料理は個々に

●少人数ですいている時間に
●計画をたてて素早く済ます
●展示品への接触は控えめに
●レジに並ぶときはスペースを空ける
●通販や電子決済を活用

基本的な
対策

食事

「新しい生活様式」の普及啓発活動 事業費 2, 1 61 万5千円

災害時における避難所の感染症対策強化 事業費 3,0 13万8千円

新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言は解除されたものの、まだまだ予断を許さない状況が続いて
おり、感染拡大防止対策は今後も長く続けていかなければなりません。感染拡大を防ぐためにも、これからは
一人ひとりが意識して「新しい生活様式」を日常生活に取り入れましょう。

「新しい生活様式」を取り入れましょう
新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために

新型コロナウイルス感染拡大による影響で心の不調や不安を抱いている市民に対して
電話やメールによる相談窓口を開設

日時： ［電話］ 平日、午前9時～午後4時（正午～午後 1時を除く） 
［メール］ 随時

相談員：精神保健福祉士、保健師

新型コロナウイルスに関する
「こころの相談ダイヤル・相談メール」 事業費 450万円
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5,625万3千円

● 人との間隔はできるだけ2m空ける
●外出時や会話をするときはマスク着用
●こまめに手洗い（石鹸で30秒程度）
●毎朝検温
●咳エチケットの徹底
● 「3密」の回避（密集・密接・密閉）
●こまめに換気

2m

● 持ち帰りや出前、デリバリーを活用
●おしゃべりは控えめに
●対面ではなく横並びで
●大皿は避けて、料理は個々に

●少人数ですいている時間に
●計画をたてて素早く済ます
●展示品への接触は控えめに
●レジに並ぶときはスペースを空ける
●通販や電子決済を活用

日常生活での実践例

基本的な
対策

食事

買い物

●帰省や旅行は控えめに。
出張はやむを得ない場合に

●誰とどこで会ったかを記録

移動

●公園はすいている時間、
場所を選ぶ

●体操やヨガは自宅で動画を活用
●ジョギングは少人数で

●会話は控えめに
●混んでいる時間帯は避ける
●徒歩や自転車も併用

●テレワークや
ローテーション勤務

●時差通勤で混雑を回避
●会議はオンラインで

スポーツ
娯楽

公共
交通機関

働き方

新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言は解除されたものの、まだまだ予断を許さない状況が続いて
おり、感染拡大防止対策は今後も長く続けていかなければなりません。感染拡大を防ぐためにも、これからは
一人ひとりが意識して「新しい生活様式」を日常生活に取り入れましょう。

問い合わせ　福祉保健センター　446 - 6453

「新しい生活様式」を取り入れましょう
新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために
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