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国による「特別定額給付金（1人 10万円）」について、本市ではすでに 95％以

上の市民の皆さんに支給を終えています。まだ申請がお済みでない方は、申請締

め切りが 8月 26日となっていますので、それまでに手続きをお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症は、本市経済へ大きな影響を与えていることから、

新しい生活様式のもと、地域経済と市民生活に活気を取り戻し、地域の活性化を

図ることを目的に取り組まれます。

いつもお支えいただいている皆様に心から感謝申し上げます。

世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス（COVID-19）は、まだ終息の兆しは見えていません。我

が国でも例外ではなく、東京・大阪など大都市を中心に感染者が増加し、4 月には「緊急事態

宣言」が発令されました。国民の外出自粛や休業要請への協力などにより、感染者数が減少し

「緊急事態宣言」が解除されましたが、全国的には連日感染者が確認されており、まだまだ予断

を許さない状況にあります。

いずれにしても、1 日も早い終息をめざすためには、ワクチン・治療薬の開発が不可欠であり、あ

わせて全国民の理解と協力、新たな生活スタイルの徹底が必要であります。また、コロナウイルス

感染拡大防止とともに衰退した経済を立て直すことも求められています。

本市では 4 月 17 日以降新たな感染者を確認されていませんが（7 月 15 日現在）、都道府県

間の移動が緩和され、北海道は本格的な観光シーズンに入っていることから、このまま終息する

とは考えにくく、新たな感染者が確認されることを念頭に置く必要があります。市立旭川病院で

は、感染拡大に備えた医療体制の確立を図るとともに、新たな生活スタイルの徹底に向けた普

及啓発を進めています。

さらに、終息後の世界のパワーバランスの変化にも注視が必要です。国内の経済立て直しは

もちろんのこと、人・モノの動きが世界的に遮断されたことを考えると、生産国の自国優先＝輸出

制限に対する対策として、国内の食料自給率の向上やマスクなど輸入に依存している現状から

の脱却、政策転換を進めることも必要だと考えます。

様々な課題が浮き彫りとなった新型コロナウイルス感染症でありますが、今は我慢の時…。こ

れ以上の拡大を抑えるために皆が力を合わせて、一日も早い終息に向けて頑張っていきましょう。

引き続き皆様のご指導を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

また、国による「特別定額給付金」については、4月 27日が基準日となってい

ることから、4月 28日以降の新生児は対象となっていません。

旭川市として、対象外となった 4 月 28 日以降、翌 4 月 1 日までの新生児に、

国と同額の 10万円を祝金として独自に給付することとなりました。

●対象者 ～次の要件をすべて満たす産婦さん～

①令和 2 年 4 月 28 日から令和 3 年 4 月 1 日までに出生し、旭川市に住民登録さ

れている児を出産した産婦さん

②令和 2 年 4 月 27 日時点で旭川市に住民登録があり、申請書の消印日までの期

間継続して旭川市に住民登録されている産婦さん

（令和 2 年 4 月 28 日以降、旭川市に転入された方、申請書兼請求書の消印日まで

に旭川市より転出された方は対象外となります。）

●給付金額

出生されたお子さん 1 人あたり 10 万円

●その他

①出生届が市に提出された後、自宅に申請書類が届きます。必要事項を記入の上、

必要書類とともに郵送していただき、審査後指定の口座へ振込まれます。

【お問合せ先】

旭川市 子育て支援部 母子保健課  電話 0166（26）2395

●対象者  18 歳以上の旭川市民

●事業内容 10 月頃より事業実施

①全取扱店対象券（1 世帯 上限 5 冊）

12,000 円（1,000 円券×12 枚で 1 冊）を 10,000 円で販売

②飲食・商店街等対象券（1 世帯 上限 6 冊）

3,500 円（500 円券×7 枚で 1 冊）を 2,500 円で販売

●その他

①各世帯に購入申込書を送付して希望者から郵送で受け付け、引換券又は納付

書により購入。 ※9 月頃各世帯へ購入申込書送付。

②引換券は郵便局窓口で、納付書は郵便局 ATM で購入額を振り込む。



●旭川市の緊急支援（国・道除く）

《医療・保健対策》

①マスク・消毒液等の確保

妊婦に対し布マスクを配布（毎月 2 枚）

〈学校〉消毒用アルコール、校内消毒用の衛生用品の購入

②医療提供体制、検査体制の整備

感染症患者等の入院病床確保他、患者搬送時の防護服等の購入、

医療費等の公費負担、検査試薬購入など

③関連する課題への対応

学校給食休止に伴う食材費の補填、違約金等の支出

《市民生活対策》

①子育て世帯への臨時特別給付金【全額国費】

児童手当の上乗せ支給 1 万円／人

②〈国保〉傷病手当金の支給【全額国費】

被保険者のうち、感染症患者等で給与が支払われない者に支給

③特別定額給付金の支給【全額国費】

《経済対策》

①休業要請等に伴う支援金 ※下記図参照

②雇用調整助成金（企業負担分）の独自助成

企業負担分の 1/10（上限）の額を市で助成

③資金繰りへの支援（市独自の制度融資拡充）

売上高等が減少した事業者に対する制度拡充

④テレワーク奨励金

テレワークを導入する企業に対して 20 万円を支給

⑤飲食店等への緊急支援

テイクアウトメニューの掘り起こしや情報発信

●旭川市の緊急支援（国・道除く）

《医療・保健対策》

①医療提供体制、検査体制の充実

〈市立病院〉膜型人工肺、空気感染隔離ユニット、人工呼吸器等

購入、看護師等の確保

②感染拡大防止

・子ども食堂等の衛生対策への支援

・産前産後ヘルパーの感染予防対策

・高齢者・障害者施設での集団感染発生時に供給する感染防護

用品購入、他

③妊産婦支援

市内飲食店のデリバリー等の無料チケット配布

④児童生徒の心のケア ※スクールカウンセラーの配置時間拡大

⑤学校家庭インターネット環境整備事業

⑥高齢者への生活支援情報提供 ※リーフレットの作成、送付

《市民生活対策》

① 緊急雇用 ※会計年度任用職員の雇用

②〈育英〉大学生等への奨学金臨時貸付

就労収入等が減少し、学資支弁が困難な大学生等

③〈国保〉収入減少による保険料還付金

令和元年度 2・3 月納期分保険料の減免

④（後期高齢者）収入減少による保険料還付金等

令和元年度 2・3 月納期分保険料の減免

⑤住居確保給付金（扶助費等の増額）

離職、廃業、休業により家賃の支払いに困る方に原則 3 か月

（最大 9 か月）分を支給

《経済対策》

①休業等事業者緊急支援金への上乗せ

※なお、4/25～5/6 まで協力した事業者へも 10 万円支給

②新規創業者支援金 ※売上が減少し国の給付金対象外創業者

③事業者への支援

・地酒消費拡大緊急キャンペーン

※しあわせの地酒事業 ※6 月 26 日発売開始

・あさひかわ緊急応援プロジェクト

・地域未来投資促進事業補助金等の補助率の引上げ

④農業者への支援 ※農産物・農産加工品の販路開拓等の支援

⑤学校給食提供事業者への支援・衛生環境の改善に対する補助金

⑥テレワーク導入奨励金（補助枠の増）

●旭川市の緊急支援（国・道除く）

《医療・保健対策》

①感染拡大の防止に向けて

・サーマルカメラ、非接触型携帯体温計の購入

・飛沫感染防止アクリルパーティションの設置

・介護サービス事業所や障害福祉サービス事業者等への特別給

付金の支給 ※感染防止とサービス提供継続の取組への支援

・「新しい生活様式」の普及啓発及び支援金

②児童生徒の学びの保障

・小中学校の夏季・冬季休業における授業の実施

・特別支援教育補助指導員の配置（医療的ケア対応含む）他

③妊産婦支援

・市内飲食店のデリバリー等の無料チケット配布

《市民生活対策》

①ひとり親世帯臨時特別給付金の支給 【全額国費】

②出産特別祝金の支給 ※次頁を参照

③準要保護世帯の経済的負担の軽減

小中学校の臨時休業中、学校給食が提供されなかった期間分の

給食費相当額の給付金を支給

④障害者の就労機会の確保

就労継続支援事業所の布マスク等製作への支援

《経済対策》

①事業者への追加支援

・市独自の制度融資枠の拡大

・新規創業者への支援

・公共交通事業者への支援拡大

※福祉タクシー事業者への支援金、 鉄道の利用促進

・農業者への支援

※さくらんぼ果樹園の無料利用券を全小学生に配布、他

②市内消費の喚起、まちの賑わいの創出に向けて

・さんろくプレミアム飲食券発行支援及びプレミアム付商品券

の発行 ※次頁を参照

・商店街、地域活性化への支援

※地域イベント開催助成、農産物等地場産品の提供

・地場産品の販路・消費拡大

※オンライン食べマルシェの実施、他

・観光宿泊客数の回復に向けた取組

※宿泊者への飲食割引券配布、他


