
mizuho information

広報

mizuho information

広報

5/14
2020

臨時号

　国は「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月20日閣議決
定）により、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に支援
を行うため、特別定額給付金事業を実施することになりました。
　瑞穂町では、早急に申請書を発送し、給付が開始できるよう準備を進めてい
ます。申請書がお手元に届くまでもうしばらくお待ちください。
　なお、感染拡大防止の観点から原則「郵送」もしくは「オンライン」での申
請受付としています。役場窓口では原則受け付けていませんので来庁をお控え
ください。ご理解とご協力をお願いします。

　申請書受付開始当初は、申請が大変集中し、申請書の確認や振込手続きに時
間を要することが予想されます。順次、振込手続きを行いますが、お時間をい
ただく場合があります（申請書受付後、1カ月程度）。
　なお、入金については、お手数をお掛けしますが、指定された振込口座をご
確認ください。
　ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

問合せ　新型コロナウイルス感染症関連情報 専用代表電話　 557―6690
時　間　平日 午前 9 時から午後 5 時まで（正午から午後 1 時までを除く）
※土・日曜日、祝日を除く
※お問合せが集中してお電話がつながらない場合は、お手数ですが時間をおい

ておかけ直しください。

特別定額給付金に関するお知らせ

瑞穂町の特別定額給付金給付事業スケジュール

申請書の発送 申請期限

※世帯主の皆さまに申請書を発送します ※当日消印有効
5/18㈪から 8/24㈪

令和2年 令和2年



1 2

3 給付額 給付対象者
1人につき 10万円

2 町へ申請書を郵送

1 町から申請書が届きます

2 マイナポータルで申請

1 必要なもの

AndroidiPhone

マイナポータル

　郵送された申請書に振込先口座などの必要事
項を記入し、添付書類と合わせて町に郵送して
ください。
　郵送の方は、あらかじめ必要な添付書類をご
準備ください。
　必要なものは、次の２つです。

添付書類
▶本人確認書類の写し（次のいずれか）
　運転免許証の写し
　マイナンバーカードの写し
　健康保険証の写し
　年金手帳の写し など
※本人確認書類の原本は送らないでください。

▶振込先口座が分かる書類
　通帳の写し（口座が書かれた部分）または
　キャッシュカードの写し
※通帳・キャッシュカードがないオンラインバ

ンクの場合は、金融機関・支店・口座番号・
氏名が分かるスクリーンショットを印刷した
もの添付してください。

※原本は送らないでください。

　申請書は、基準日（令和2年4月27日）におい
て、住民基本台帳に記録されている受給権者（世
帯主）に水色の封筒で郵送します。

配偶者などからの暴力を理由に避難している方へ
　事情により、町に住民票を移すことができず、「特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している
旨の申出書」を申出期間（令和2年4月24日～4月30日）に提出できなかった方でも、特別定額給付金を受けられますの
で、担当窓ロへご相談ください。
問合せ　福祉課福祉推進係　　557―7620

注意事項（パスワード入力について）
　サイト内でマイナンバーカードを読み取るとき、お客様自身が
設定した暗証番号(４桁の数字）の入力が必要となります。３回
間違えるとロックがかかります。また、最後に電子署名を付与す
るときにも、マイナンバーカードに、お客様自身が設定した暗証
番号 (６～16桁の英数字）の入力が必要となります。５回間違え
ると、ロックがかかります。
　その場合はマイナンバー担当窓口（住民課）にお越しいただ
き、どちらの暗証番号も再設定する必要があります。なお、暗証
番号の確認などは電話でのお問い合わせはできません。
　来庁による感染拡大防止のため、暗証番号にロックがかかった
ときはオンライン申請ではなく、郵送での申請に切り替えていた
だきますようお願いします。

受給権者（世帯主）が受給します

3 給付額 給付対象者
1人につき 10万円受給権者（世帯主）が受給します

①地域を「瑞穂町」で選択する
②「特別定額給付金」を選択
③必要事項を入力し、振込先口座の確認書類　
　（画像）をアップロードする
※必要事項入力中に数字4桁の暗証番号を入力する
　必要があります。
④英数字6～16桁の暗証番号を入力する
⑤マイナンバーカードをあてて読み取る

①受給権者（世帯主）のマイナンバーカード
②マイナンバーカード読取り対応のスマートフォン、
　またはパソコンとICカードリーダ
③ 「マイナポータルAP」の検索、インストール
④マイナンバーカード受取時に設定した２つの
　暗証番号（4桁の数字のものと、６～16桁の
　英数字のもの）
⑤振込先口座の確認書類

申請は、郵送か　　オンラインで！
給付対象者 受給権者

■ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口での申請は受け付けていません。
■ 給付金の申請は、次の 「❶郵送申請方式」か「❷オンライン申請方式」のいずれかとなります。
※口座などがない方は、電話でご相談ください。       557̶6690

ご協力をお願いします

基準日（令和2年4月27日）時点で、
住民基本台帳に記録されている方 給付対象者の属する世帯の世帯主

瑞穂　太郎 090 0000 0000瑞穂

ﾐ ｽ ﾞ ﾎ   ﾀ ﾛ ｳ

〇〇〇 瑞穂 1 2 3 4 5 6 7
レ

レ

1
2

レ

20 〇　　〇

レ

レ
レ

■マイナンバーカードを利用したオンライン申請方式は、令和２年５月12日㈫から申請受付を
開始しています。

※マイナポータルなどについてご不明な点は、総務省マイナンバー総合フリーダイヤル　 0120-95-0178にお問
い合わせください。

【時　間】
　平日　午前９時30分～午後８時
　土・日曜日、祝日　午前９時30分～午後５時30分
※これからマイナンバーカードの発行を申請してもお渡しまで２カ月程度お時間がかかります。
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3 給付額 給付対象者
1人につき 10万円

2 町へ申請書を郵送

1 町から申請書が届きます

2 マイナポータルで申請

1 必要なもの

AndroidiPhone

マイナポータル

　郵送された申請書に振込先口座などの必要事
項を記入し、添付書類と合わせて町に郵送して
ください。
　郵送の方は、あらかじめ必要な添付書類をご
準備ください。
　必要なものは、次の２つです。

添付書類
▶本人確認書類の写し（次のいずれか）
　運転免許証の写し
　マイナンバーカードの写し
　健康保険証の写し
　年金手帳の写し など
※本人確認書類の原本は送らないでください。

▶振込先口座が分かる書類
　通帳の写し（口座が書かれた部分）または
　キャッシュカードの写し
※通帳・キャッシュカードがないオンラインバ

ンクの場合は、金融機関・支店・口座番号・
氏名が分かるスクリーンショットを印刷した
もの添付してください。

※原本は送らないでください。

　申請書は、基準日（令和2年4月27日）におい
て、住民基本台帳に記録されている受給権者（世
帯主）に水色の封筒で郵送します。

配偶者などからの暴力を理由に避難している方へ
　事情により、町に住民票を移すことができず、「特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している
旨の申出書」を申出期間（令和2年4月24日～4月30日）に提出できなかった方でも、特別定額給付金を受けられますの
で、担当窓ロへご相談ください。
問合せ　福祉課福祉推進係　　557―7620

注意事項（パスワード入力について）
　サイト内でマイナンバーカードを読み取るとき、お客様自身が
設定した暗証番号(４桁の数字）の入力が必要となります。３回
間違えるとロックがかかります。また、最後に電子署名を付与す
るときにも、マイナンバーカードに、お客様自身が設定した暗証
番号 (６～16桁の英数字）の入力が必要となります。５回間違え
ると、ロックがかかります。
　その場合はマイナンバー担当窓口（住民課）にお越しいただ
き、どちらの暗証番号も再設定する必要があります。なお、暗証
番号の確認などは電話でのお問い合わせはできません。
　来庁による感染拡大防止のため、暗証番号にロックがかかった
ときはオンライン申請ではなく、郵送での申請に切り替えていた
だきますようお願いします。

受給権者（世帯主）が受給します

3 給付額 給付対象者
1人につき 10万円受給権者（世帯主）が受給します

①地域を「瑞穂町」で選択する
②「特別定額給付金」を選択
③必要事項を入力し、振込先口座の確認書類　
　（画像）をアップロードする
※必要事項入力中に数字4桁の暗証番号を入力する
　必要があります。
④英数字6～16桁の暗証番号を入力する
⑤マイナンバーカードをあてて読み取る

①受給権者（世帯主）のマイナンバーカード
②マイナンバーカード読取り対応のスマートフォン、
　またはパソコンとICカードリーダ
③ 「マイナポータルAP」の検索、インストール
④マイナンバーカード受取時に設定した２つの
　暗証番号（4桁の数字のものと、６～16桁の
　英数字のもの）
⑤振込先口座の確認書類

申請は、郵送か　　オンラインで！
給付対象者 受給権者

■ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口での申請は受け付けていません。
■ 給付金の申請は、次の 「❶郵送申請方式」か「❷オンライン申請方式」のいずれかとなります。
※口座などがない方は、電話でご相談ください。       557̶6690

ご協力をお願いします

基準日（令和2年4月27日）時点で、
住民基本台帳に記録されている方 給付対象者の属する世帯の世帯主

瑞穂　太郎 090 0000 0000瑞穂
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■マイナンバーカードを利用したオンライン申請方式は、令和２年５月12日㈫から申請受付を
開始しています。

※マイナポータルなどについてご不明な点は、総務省マイナンバー総合フリーダイヤル　 0120-95-0178にお問
い合わせください。

【時　間】
　平日　午前９時30分～午後８時
　土・日曜日、祝日　午前９時30分～午後５時30分
※これからマイナンバーカードの発行を申請してもお渡しまで２カ月程度お時間がかかります。
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給付金詐欺に注意

▲

瑞穂町や総務省などが、ATM操作や手数料の振込みを求め
ることは、絶対にありません！▲
給付金に関する電話があった場合は、

　一旦電話を切って、瑞穂町役場へかけ直してください！▲

申請書の「日中に連絡可能な電話番号」欄には、
　 固定電話ではなく「携帯電話」番号を記入するようにして

ください！（詐欺被害の多くが固定電話）▲

申請書の郵送先は瑞穂町役場です。
　郵送する前に宛先を必ず確認してください！

ＡＴＭで
申請手続きは
できません

申請書の
電話番号欄は
携帯電話番号を推奨

給付金の電話
は一旦切って
瑞穂町役場へかけ直す

申請書の
郵送先が
瑞穂町役場以外は詐欺

重要!

重要!

重要!

重要!

少しでも不安になったら
すぐに相談してください！

瑞穂町役場　 557-6690
福生警察署　 551-0110
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