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24 松島町地域産業支援金 

 町独自の経済対策事業として、下記の対象事業者については、申請いただくことで支援金を受給することができます。 

●支給額 １事業者あたり１０万円 
 
●対象者 「松島町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の対象外で、次の①～③のいずれにも該当する中小の事業者 

 ①次の（ア）～（カ）のいずれかの業種に該当する方 
（ア）建設業…建築工事業、設備工事業、造園工事業など 
（イ）製造業…食料品製造業、製材業、印刷業など 
（ウ）卸売業、小売業…飲料食品卸売業、飲料食品小売業など 
（エ）宿泊業、飲食サービス業…旅館・ホテル、飲食店など 
（オ）生活関連サービス業、娯楽業…理容業、美容業、洗濯業、リラクゼーション業、スポーツ施設提供業、冠婚葬祭業 
（カ）サービス業（他に分類されないもの）…廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介、労働者派遣業 
※いずれの業種も、法人だけでなく個人事業者も対象です。 

②新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年３月から同年５月までのうち、事業収入が前年同月と比較して２０％以上 
減少している月がある事業者 

③令和２年３月以前から事業を営んでおり、現在も事業を継続している事業者 
 
●申請方法 以下の書類を作成・添付しお申し込みください。 

 ※原則として【郵送】でお願いします。 
 ①交付申請書兼請求書 ②誓約書 ③直近の確定申告書又は決算書、試算表等の写し 
 ④令和２年３月から同年５月のうち、対象となる月の事業収入の分かる帳簿書類等の写し 
 ⑤営業等に必要な許可証等の写し ⑥身分証明書の写し ⑦振込先口座がわかる通帳の写し 
 
●申請期限 令和２年８月３１日 

【担当窓口】 産業観光課産業振興班 ☎354-5707 

 

25 松島町事業所家賃補助金 

 町独自の経済対策事業として、下記の対象事業者については、申請いただくことで事業所の賃料が一部補助されます。 

●支給額 賃貸契約上の月額賃料の２分の１の３か月分、又は１０万円のいずれか少ない額 
 
●対象者 新型コロナウイルス感染症による影響を受けており、松島町内に店舗や事業所等を構え、次の①～③のいずれにも該 

当する中小の事業者。 
       ①町内の店舗、事務所、工場等の建物を賃借しており、貸し主が自社法人の役員、親族等の関係者を除く第三者である 
       ②新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年３月から同年５月までのうち、事業収入が前年同月比して２０％以 

上減少している月がある 
       ③交付申請時及び交付決定時において事業を継続している 
 
●申請方法 以下の書類を作成・添付しお申し込みください。 
 ①交付申請書兼請求書 ②誓約書 ③身分証明書の写し 
 ④令和元年中の確定申告書控え、決算書、試算表等の写し、又は直近１か月から３か月間の平均月収の分かる帳簿書類の写し 
 ⑤令和２年３月から同年５月のうち、ひと月の売上金額の分かる帳簿書類の写し 
 ⑥賃貸契約書の写し ⑦営業等に必要な許可証等の写し 
 
●申請期限 令和２年８月３１日 

【担当窓口】 産業観光課産業振興班 ☎354-5707 
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パルスオキシメータ、活動量計等の貸出しを行います。（安心療養・健康支援事業） 
●対象者（いずれも町内在住の方） 
①パルスオキシメータ、血圧計の貸出し 
・新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがあって PCR 検査を受ける予定の方 
・自宅療養をする軽症又は無症状感染者、濃厚接触者等 

※パルスオキシメータは血液内の酸素飽和濃度を測定する器具で、指先で簡単に測定することができ、肺疾患 
の重症化の徴候を察知することができます。 

②活動量計の貸出し 
・新型コロナウイルス感染症による外出自粛により、体力低下の不安がある概ね２０歳以上の方 

※活動量計は消費カロリーや歩数、運動強度などを測定するもので、健康管理に役立ちます。 
 
●利用料 無料 
 
●貸出期間 ①パルスオキシメータ：１か月程度 ②活動量計：６か月程度 
 
●申請方法 貸出しを希望される方は健康長寿課健康づくり班（☎３５３－０７０３）までご連絡ください。 

 
 

広報まつしま別冊 

        新型コロナウイルス感染症対策に関する各種支援事業 

    （第４版） 
 
 
※掲載されている情報は令和２年７月２２日現在の情報です。併せて、最新情報は町のホームペー
ジにも掲載しています。また、今後新たに追加される支援等につきましては、広報まつしま本誌な
どでお知らせします。 
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一般家庭向けの支援事業 
■給付金関係 

１ 特別定額給付金 

 
下記の対象者については、申請いただくことで給付金を受給することができます。なお、申請期限を過ぎてしまうと受

給することができなくなりますのでご注意ください。 
●支給額 対象者１人につき１０万円 
 
●対象者、受給権者 基準日（令和２年４月２７日）において、松島町の住民基本台帳に記録されている方 
                  ※受給権者は、その者の属する世帯の世帯主です。 ※世帯主が申請・受給者になります。 
 
●申請がお済みでない方へ 

本町では、下記の期日が申請期限となります。申請期限を過ぎると、給付ができなくなりますのでご注意ください。 
また、申請書がお手元にない場合やご不明な点等がございましたら下記担当窓口へお問い合わせください。 

 
●申請期限 令和２年８月１４日 ※振込日が決定した方から順次通知でお知らせします。 

【担当窓口】 総務課特別定額給付金推進室  ☎354-5701 
 
２ 松島町飲食・サービス業応援クーポン券 

 下記の対象者については、１世帯あたり 1,000 円（１００円×１０枚）分のクーポン券を郵送しています。 

●郵送対象 基準日（令和２年６月２３日）において、松島町の住民基本台帳に記録されている全世帯 
 
●使用期限 令和２年８月３１日 ※ご利用はお早めに！ 
 

●対象施設 
クーポン券に同封されているチラシを確認してください。また、利用できる店舗には「クーポン券取扱店」と掲示されていま

す。なお、チラシに掲載されている店舗以外にもクーポン券を利用できる店舗が追加されています。最新の情報は利府松島商
工会のホームページを確認するか、お問い合わせください。 

【担当窓口】 利府松島商工会松島事務所 ☎３５４－３４２２ 
 
３ 国民健康保険の被保険者に対する傷病手当金 

 下記の対象者については、申請いただくことで傷病手当金を受給することができます。 

●支給額 ①被用者については、直近の継続した３か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×２／３×日数 

       ②個人事業主で申告をしている者については、１日につき６，０００円×日数 
 
●対象者 次の①，②のいずれかに該当する方 

 ①被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱などの症状があり、感染が疑われる方 

※ただし休業の間、給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。  
       ②個人事業主で令和元年度分の申告をしている方が①と同様の感染症に感染した、またはその疑いがある場合 
 
●支給期間 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 

（入院が継続する場合は、最長１年６か月まで） 
 
●申請方法 以下の書類を作成・添付しお申し込みください。 
国民健康保険傷病手当金支給申請書ほか、医療機関や事業主の発行する休業の証明など、詳しくはホームページをご覧いた

だくかお問い合わせください。 
 
●申請期間 体調が回復次第（ただし、令和２年１月１日から令和２年９月３０日までの間に療養開始日がある方が対象） 

【担当窓口】 町民福祉課町民サービス班  ☎354-5705 
 
４ 後期高齢者医療傷病手当金 

 下記の対象者については、申請いただくことで傷病手当金を受給することができます。 

●支給額 １日あたりの支給額（（直近の継続した３か月間の給与収入の合計額÷就労日数）×２／３）×支給対象となる日数 
       ○支給対象となる日数 

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その労務に服することができない期間 
のうち、就労を予定していた日（最長１年６か月間） 

 
●対象者 給与等の支払を受けている方のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑 

われることにより、その療養のため労務に服することができないときに給与等の全部又は一部を受けられなかった方 
 
●申請方法 以下の書類を作成・添付しお申し込みください。 
 傷病手当金支給申請書ほか、保険証の写しや振込先通帳の写しなど、詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。  

【担当窓口】 町民福祉課町民サービス班 ☎354-5705 ／ 宮城県後期高齢者医療広域連合 ☎266-1021 
 
５ 宮城県新型コロナウイルス対応生活応援緊急融資制度 

 下記の対象者については、申請いただくことで融資を受けることができます。 

●対象者 新型コロナウイルス感染症の影響により、勤務先の休業による収入減少や、学校の休校措置に伴う休業等で収入減 
少または支出増加となった、中小企業に勤務する方 

 
●融資金額 最高５０万円（１万円以上１万円単位） 
 
●融資条件 住所か勤務先が宮城県内にある中小企業に１年以上勤務する満２０歳以上で、前年の税込み年収が１５０万円以上 

ある給与所得者で、その他、東北労働金庫の審査基準を満たす方 
 
●融資期間 最長５年以内 
 
●申込に必要な書類 ①本人確認資料 ②勤続年数確認資料 ③居住地確認書類 ④前年年収確認資料及び直近の給与明細  

⑤直近の給与明細 ※臨時休校措置による場合、就学者との続柄確認資料 
 
●申込期限 令和３年３月末 

【担当窓口】 東北労働金庫 ☎０１２０－１９１９－６２ 
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21 松島町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 

 下記の対象事業者については、申請いただくことで協力金を受給することができます。 

●支給額 １事業者あたり３０万円 
 
●対象者 宮城県の休業要請や協力依頼に応じて、令和２年４月２５日から同年５月６日までの間、施設の使用停止（休業）又は 

営業時間の短縮等に全面的に協力した中小の事業者。 
※対象となる業種は宮城県ホームページをご確認ください。 

 
●申請方法 以下の書類を作成・添付しお申し込みください。 ※原則として【郵送】でお願いします。 
 ①交付申請書兼請求書 ②誓約書 ③身分証明書の写し 
 ④令和２年４月２４日以前の営業が確認できる書類（確定申告書、帳簿、営業許可証等の写し） 
   ※営業に許可が必要な業種の場合は、許可証等の写しを必ず提出してください。 
 ⑤令和２年４月２５日から同年５月６日の間、休業等に協力していたことが確認できる書類 
  （休業等をお知らせするポスターやホームページの写し、帳簿、店頭の告写真） ⑥振込先口座がわかる通帳の写し 
※申請に必要な書類は、町ホームページでダウンロードできます。また、役場産業観光課、利府松島商工会松島事務所、（一社） 

松島観光協会にも設置しています。 
 
●申請期限 令和２年８月３１日 

【担当窓口】 産業観光課産業振興班 ☎354-5707 

 
22 持続化給付金 

 下記の対象事業者については、申請いただくことで給付金を受給することができます。 

●支給額 個人事業者１００万円（上限）、法人２００万円（上限） 
 
●対象者 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で５０％以上減少している事業者 
 
●申請方法 インターネットでの申請となります。以下の書類を作成・添付し、経済産業省持続化給付金のホームページから申請

してください。 

【申請に必要な書類等】 

 ①令和元年分（法人の場合は前事業年度）の確定申告書類 ②売上減少となった月の売上台帳の写し 

 ③振込先口座がわかる通帳の写し ④身分証明書の写し（個人事業者の場合） 
 
 また、インターネットによる申請が困難な方のために、申請サポート会場が設置されていますのでご活用ください。 
【宮城県内の申請サポート会場一覧】 
 ①仙台会場 仙台市青葉区本町３－６－１７勾当台本町ビル 
 ②仙台第三会場 仙台市若林区六丁の目西町８－１ 
 ③塩釜会場 塩竈市海岸通１０－１ 三晴ビル 
 ④石巻会場 石巻市中央２－９－１８ 石巻商工会議所 
※サポート会場で申請する場合は事前予約が必要です。予約のない場合は入場できませんのでご注意ください。予約方法はイ
ンターネットによる予約のほか、電話予約も可能です。 
 予約電話番号：☎０１２０－８３５－１３０（自動音声・２４時間対応） 
           ☎０５７０－０７７－８６６（オペレーター対応：午前９時～午後６時） 
 
●申請期限 令和３年１月１５日 

【担当窓口】 持続化給付金事業コールセンター ☎0120-115-570 
 
23 新型コロナウイルス感染症対応資金（セーフティネット保証等） 

 下記の対象事業者については、申請いただくことで下記のような支援を受けることができます。 

●支援内容 保証料補助や実質無利子化により民間金融機関を活用した資金繰りなどを受けることができます。 

※信用保証付き融資の既往債務の借換により、返済負担を軽減します。一定の要件を満たした場合は、借換についても保証料 

補助や実質無利子化の対象となります。 
 
●対象者 新型コロナウイルス感染症により、売上高が減少した中小の事業者 

①セーフティネット保証４号 

 （イ）県内において１年間以上継続して事業を行っていること。 

 （ロ）最近１か月の売上高等が、前年同月と比較して２０％以上減少しており、かつ、その後２か月を含む３か月間の売上高等が 

２０％以上減少することが見込まれるとき。 

 ②セーフティネット保証５号 

  指定業種に属する事業を行っており、最近３か月間の売上高等が前年同期比で５％以上減少していること。 

 ③危機関連保証 

  （イ）金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。 

  （ロ）最近１か月間の売上高等が前年同月比で１５％以上減少しており、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が、 

前年同期比で１５％以上減少することが見込まれること。 
 
●申請方法 以下の書類を作成・添付しお申し込みください。 

 ①認定申請書（町ホームページでダウンロードできます） 

 ②売上高等の減少を証明する書類 

※原則として、金融機関による代理申請をお願いしています。 

 融資実行までの期間短縮のため、先に融資を受ける金融機関へお問い合わせください。 

【担当窓口】 産業観光課産業振興班 ☎354-5707 
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事業者・企業向けの支援事業 
 

■給付金・補助金関係 

17 一次産業事業者継続支援金 

 町独自の経済対策事業として、下記の対象事業者については、申請いただくことで支援金を受給することができます。 

●対象者 

「松島町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」及び「松島町地域産業支援金」を受給しておらず、令和 2 年３月から 5 月ま

でのうち、いずれか一月以上で対前年同月比 20％以上事業収入が減少している一次産業事業者（個人・法人） 
 
●申請方法 以下の書類を作成・添付しお申し込みください。 

交付申請書兼請求書、誓約書、身分証明書の写し、振込先がわかる通帳の写し、月別の事業収入が減少していることを証明す

る書類 

※法人の場合は税務署に提出する「法人事業概要説明書」で月別の事業収入を確認することができます。個人の方で青色申告

をしている場合は、青色申告決算書で月別の事業収入を確認することができます。ただし、白色申告の方や、青色申告の方であ

っても農業所得の場合は月別の売上を確認することができません。売上帳簿等の写しを添付する場合、事業収入が減少した月

の比較ができるように書類を提出してください。 
 
●申請期間 令和２年８月３１日 

【担当窓口】 産業観光課産業振興班 ☎３５４－５７０７ 
 
18 店舗等感染拡大防止対策事業支援金 

 町独自の感染防止事業として、下記の対象事業者については、申請いただくことで支援金を受給することができます。 

感染対策として、新たに設備を設置する経費に対し、支援金を交付します。 

●対象者 飛沫感染防止板、非接触型スイッチ、換気扇、空気清浄機、非接触体温計等の感染防止対策を講じた事業者 
 
●支給額 上限 20 万円 
 
●申請方法等 詳細は、利府松島商工会松島事務所へお問い合わせください。 

【担当窓口】 利府松島商工会松島事務所 ☎３５４－３４２２ 
 
19 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 

 下記の対象事業者については、申請いただくことで支援金・給付金を受給することができます。 

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、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て、労働者からの申請により支援金・給付金が支給されます。 
 
●対象者 令和２年４月１日から９月３０日の間に事業主の指示を受けて休業し、賃金（休業手当）を受けることができなかった 

中小企業の労働者の方 
 
●支給額 以下のとおり算定します。 

①１日当たりの支給額（上限 11,000 円）×②休業実績 

※①…休業前の１日当たり平均賃金額×80％ ②…各月の日数－就労した又は労働者の事情で休んだ日数 
 
●申請方法 郵送（オンライン申請も準備中） 

【申請に必要な書類】 

申請書、支給要件確認書、本人確認書類、口座確認書類、休業開始前の賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの 

【担当窓口】 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 ☎０１２０－２２１－２７６ 
 

20 家賃支援給付金 

 下記の対象事業者については、申請いただくことで給付金を受給することができます。 

５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃（賃料）の負担

を軽減する給付金を支給します。 
 
●対象者 以下の①～③すべてを満たす事業者 

①資本金１０億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者 

②令和２年５月～１２月の売上高について、１ヶ月で前年同月比５０％以上の減少、または、連続する３ヶ月の合計で前年同月 

比３０％以上の減少となっている事業者 

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている事業者 
 
●給付額 法人に最大６００万円、個人事業者に最大３００万円 

【算定方法】 申請時の直近１ヶ月における支払賃料（月額）に基づき算定した給付額（月額）の６倍 
 
●申請方法 インターネットでの申請となります。（「家賃支援給付金ポータルサイト」から申請してください。） 

なお、インターネットによる申請が困難な方のために、申請サポート会場が用意されています。 

塩釜会場…塩竈市港町１丁目６－２０ 塩釜商工会議所 

※事前予約が必要です（☎０１２０－１５０－４１３） 

【担当窓口】 家賃支援給付金コールセンター ☎０１２０－６５３－９３０ 
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６ 緊急小口貸付 

 下記の対象者については、申請いただくことで貸付を受けることができます。 

●貸付額 原則として１０万円以内（特に認められる場合は２０万円以内） 
 
●対象者 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により収入の減少があり、生活に困窮し日常生活の維持が困難な世帯  
 
●申請方法 担当窓口までお問い合わせください。 

【担当窓口】 松島町社会福祉協議会 ☎353-4224 
 
■減免関係 

７ 水道料金の減免 

 町独自の生活支援策として、下記の対象者については、水道料金が減免されます。 

●対象者 給水区域内水道使用者 
 
●減免対象額 水道料金（基本料金）の５割減免 
 注）使用水量に係る従量料金は、減免となりません。 

口径 基本料金（税抜） 減免後の基本料金（税抜） 

13ｍｍ 1,200 円 600 円 

20ｍｍ 2,300 円 1,150 円 

25ｍｍ 3,200 円 1,600 円 

40ｍｍ 5,000 円 2,500 円 

50ｍｍ 8,700 円 4,350 円 

75ｍｍ 15,000 円 7,500 円 

100ｍｍ 30,600 円 15,300 円 
 ※書類提出等の手続きは不要です。 
 
●減免期間 6 ヶ月間（令和２年７月～12 月分として徴収する料金）に適用 （３か月間延長いたします。） 

【担当窓口】 水道事業所経営班 ☎354-5711 
 
８ 国民健康保険税の減免 

 下記の対象者については、申請いただくことで国民健康保険税が減免されます。 

●対象者 次の①，②のいずれかに該当する方 

 ①国民健康保険世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により死亡、または重篤な傷病を負った世帯 

 ②国民健康保険世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の要件 i から iii 全てに該当する世帯 

【要件】 
 ⅰ事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額）が前年の当該事業収入額 

の１０分の３以上であること。 
 ⅱ前年の合計所得金額が１，０００万円以下であること。 
 ⅲ減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下であること。 
 
●申請方法 以下の書類を作成、添付の上、原則、郵送にて申請してください。 

 （申請書等は、町ホームページからダウンロードも可能です。） 
 ◆上記対象①の場合 国民健康保険税減免申請書（様式第 1 号）・医師の診断書等の写し 
 ◆上記対象②の場合 国民健康保険税減免申請書（様式第 1 号）・収入見込額計算書・現在の収入状況が確認できる書類 
                （主たる生計維持者の事業帳簿の写しや給与明細表の写しなど） 
 
●申請期限 令和３年３月３１日 

【担当窓口】 財務課税務班 ☎354-5703 
 
９ 後期高齢者医療保険料の減免 

 下記の対象者については、申請いただくことで後期高齢者医療保険料が減免されます。 

●対象者 次の①または②のいずれかに該当するに至った被保険者 

 ①新型コロナウイルス感染症により、その方の属する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方 

 ②新型コロナウイルス感染症の影響により、その方の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入また 

は給与収入（以下「事業収入等」という。）の減少が見込まれ、次のⅰからⅲまでの全てに該当する方 

  ⅰ事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額）が前年の当該事業収入等 

の額の１０分の３以上であること。 

  ⅱ前年の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の 

医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政令第３１８号）第７条第１項に規定する他の所得と区別して計算される所得 

の金額（地方税法第３１４条の２第１項各号及び第２項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。）の合計額（以下 

「合計所得金額」という。）が１，０００万円以下であること。 

  ⅲ減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下であること。 
 
●申請方法 以下の書類を作成・添付しお申し込みください。 

 ①保険料減免申請書（町ホームページからのダウンロードも可能です） ②診断書（収入の減少の場合は不要） 

 ③収入の減少がわかる書類（売上帳、給与明細、預金通帳の写しなど。保険金等がある場合はその金額がわかるもの） 

 ④事業の廃止・失業の場合は事実の確認が可能な書類（廃業届や雇用保険受給者資格者証など） 

※保険料の減免を申請する方で、徴収猶予（猶予期間：６ヶ月）も申請する場合は併せて申請してください。 
 
●申請期限 令和元年度分：令和３年３月３１日  令和２年度分：令和３年６月３０日 

【担当窓口】 町民福祉課町民サービス班 ☎354-5705 ／ 宮城県後期高齢者医療広域連合 ☎266-1021 
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10 介護保険第一号保険料の減免 

 下記の対象者については、申請いただくことで介護保険第一号保険料が減免されます。 

●対象者 以下の①，②いずれかに該当する方 

 ①新型コロナウイルス感染症により、その属する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介護保険第一号被保険者  

 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事業収入等の減少が見込まれ、次の要件ⅰ及びⅱいずれに 

も該当する第一号被保険者 

【要件】 

 ⅰ事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額）が前年の当該事業収入額 

の１０分の３以上であること。 

 ⅱ減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下であること。 

※申請方法等詳細については、７月 20 日付で送付している介護保険料本算定通知書にお知らせを同封しております。 

【担当窓口】 健康長寿課高齢者支援班 ☎355-0677 
 
１１ 国民年金保険料の免除申請 

 下記の対象者については、免除申請をしていただくことで国民年金保険料の納付が免除されます。 

●対象者 次の①，②のいずれにも該当する方 

 ①令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した方 

 ②令和２年２月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除承認の基準額相当になることが見込まれる方  
 
●申請の対象となる期間 令和２年２月分から令和２年６月分まで（７月分以降は、改めて申請が必要となります。） 
 
●免除承認の所得基準額   ・全額免除・納付猶予：(扶養親族等の数＋１) × ３５万円 ＋ ２２万円 

・４分の３免除：７８万円 ＋ 扶養親族等控除額 ＋ 社会保険料控除額等 

                         ・半額免除：１１８万円 ＋ 扶養親族等控除額 ＋ 社会保険料控除額等 

                         ・４分の１免除：１５８万円 ＋ 扶養親族等控除額 ＋ 社会保険料控除額等 
 
●申請方法 以下の書類を作成・添付しお申し込みください。 

 ①国民年金保険料免除・納付猶予申請書 ②所得の申立書 

【担当窓口】 町民福祉課町民サービス班 ☎354-5705 ／ ねんきん加入者ダイヤル ☎0570－003－004 
 
12 国民年金保険料の特例申請 

 下記の対象者については、特例申請をしていただくことで国民年金保険料の納付が猶予されます。 

●対象者 次の①，②のいずれにも該当する学生の方 

 ①令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した方 

 ②令和２年２月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、学生納付特例承認の基準額相当になることが見込まれる方  
 
●特例の内容 以下の期間における国民年金保険料の納付が猶予されます。 
 
●申請の対象となる期間 ①令和２年２月分から令和２年３月分（令和元年度分） 

 ②令和２年４月分から令和３年３月分（令和２年度分） 
 
●学生納付特例承認の所得基準額 １１８万円 ＋ 扶養親族等の数×３８万円 ＋ 社会保険料控除額等 
 
●申請方法 以下の書類を作成・添付しお申し込みください。 

 ①国民年金保険料学生納付特例申請書 ②所得の申立書 ③学生証のコピー 

【担当窓口】 町民福祉課町民サービス班 ☎354-5705 ／ ねんきん加入者ダイヤル ☎0570－003－004 
 

13 町税の徴収猶予の特例 

 下記の対象者については、申請いただくことで町税の納税が猶予されます。 

●対象者 次の①，②のいずれにも該当する方 

 ①新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１カ月以上）において収入が前年同期に比べて概ね１０ 

分の２以上減少している方 

 ②一時に納税を行うことが困難である方 

※令和２年２月１日から令和３年２月１日までに納期限が到来する町税（町県民税、固定資産税など）が対象です。猶予が認めら 

れると、納期限の翌日より最大で１年間の納税が猶予され、その間に発生する延滞金については免除されます。 
 
●申請方法 以下の書類を作成・添付しお申し込みください。 

 ①徴収猶予申請書（町ホームページからのダウンロードも可能です） 

 ②収入の減少がわかる書類（売上帳、給与明細、預金通帳の写しなど） 

※既に他の地方団体等に申請済みの場合は、申請済みである徴収猶予申請書や猶予許可通知書の写しを添付することにより 

省略できる場合があります。 
 
●申請期限 各町税の納期限まで 

【担当窓口】 財務課特別滞納整理室 ☎354-5913 
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子育て世帯向けの支援事業 
■給付金関係 

14 松島町新生児給付金 

 下記の対象者については、申請いただくことで給付金が支給されます。 

●支給額  対象者 1 人につき 10 万円 
 
●対象者  令和２年４月２８日から令和３年３月３１日までに生まれた子ども（出生により、本町に住民登録した子どもに限る。） 
 
●申請期限 令和３年３月３１日 
 
●申請方法 以下の書類を作成・添付しお申し込みください。 

申請書兼請求書、身分証明書（運転免許証、健康保険証など）の写し、振込希望口座の通帳又はキャッシュカードの写し 

【担当窓口】 町民福祉課こども支援班 ☎354－57９８ 
 
15 令和２年度松島町子育て世帯への臨時特別給付金 

 下記の対象者については、申請いただくことで給付金が支給されます。 

●支給額 対象児童１人につき１万円を給付 
 
●対象者 令和２年４月分（３月分含む）の児童手当（本則給付）の受給者 
       （平成１６年４月２日から令和２年３月３１日までに生まれた子どもが対象児童です。） 

＜公務員の方の申請について＞ 
         支給対象者である旨の証明を所属庁から受けた上で、振り込み口座が分かるものの写しを添付し、担当窓口へ郵 

送等で申請してください。 
＊令和２年３月３１日現在に居住している市町村から支給されますので、あらかじめご住所をご確認ください。 

 
●申請期限 令和２年１０月３１日 

【担当窓口】 町民福祉課福祉班 ☎354－5706 

 

16 ひとり親世帯臨時特別給付金 

 下記の対象者については、申請いただくことで給付金が支給されます。 

【児童扶養手当受給世帯等への給付（基本給付）】（１回のみ） 

対象者 給付申請要否 支給額 

① 令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受けている方 

不要 

※支給を希望しない方は受給

拒否届出書を８月７日まで提出

（届出書の用紙は担当窓口で用

意しています。） 

１世帯５万円 

（第２子以降１人につき３万円） 

②公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方 必要 

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の 

収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方 
必要 

 
【収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付（追加給付）】（１回のみ） 

対象者 給付申請要否 支給額 

上記①②の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響

を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があ

った方 

必要 １世帯５万円 

 
●申請方法 以下の書類を作成・添付しお申し込みください。 

i 基本給付（上記対象者②、③）の場合 

【申請に必要な書類】 

    ・ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書（請求書）【基本給付】 

    ・申請者・請求者本人確認書類の写し（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど） 

    ・受取口座を確認できる書類の写し（通帳、キャッシュカードの写し） ・簡易な収入（所得）額の申立書 

②の場合：申立を行う平成３０年の収入（所得）に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類 

③の場合：申立を行う令和２年２月以降の任意の１カ月の収入（所得）に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が 

分かる書類の写し 
   ※その他、上記以外の書類が必要となる場合があります。 
 
 ⅱ 追加給付の場合（上記対象者①または②の方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減 

少している方） 

【申請に必要な書類】 

  ・ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書（請求書）【追加給付】 
 
●申請期限 令和３年２月２８日 

【担当窓口】 町民福祉課福祉班 ☎354-5706 ／ ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター ☎0120-400-903 
 


