特別定額給付金(1人10万円)

2020年5月発行

福岡県議会議員

DV被害者支援

お問合せ先

福岡県議会では4月30日、5月1日で臨時議会が開催され、
新型コロナウイルスへの緊急対策を盛り込んだ総額707億円
となる令和２年度一般会計補正予算等を審議可決致しました。

飯塚市 : 男女共同参画推進課
0948-22-5500(内線1425)
男女共同参画推進センター 0948-22-7058

人権に関して

妊婦さんのための
新型コロナウイルス感染症情報

心の健康相談電話
☎092-582-7400

にんしんSOSふくおか
☎092-642-0110

9時〜12時、
13時〜16時
平日(祝日、
年末年始を除く)

※

●学校や福祉施設における感染拡大防止対策の強化

●
「福岡県持続化緊急支援金」
を給付

●地域商品券による地域経済活性を支援

●相談体制、
検査体制の充実

●中小企業向け制度融資を充実

●観光復興を支援

●
「新型コロナウイルス専用外来」
の設置・運営を支援

●テレワーク環境の整備を支援

●県産農林水産物利用の飲食店へ空気換気設備等

●入院病床や宿泊療養施設など受入れ体制を拡充

●農林業者を支援

の整備支援

●患者受け入れ医療機関に対し支援金を給付

・花き、
野菜の種苗購入、
和牛肥育農家を支援

●遠隔教育の導入を推進

●医療機関に対しマスク、
医療用ガウンを配布

・学校給食に県産和牛を提供

●介護サービス、
障がい者福祉サービス事業所へ

●治療薬等の開発を支援

・県営林における間伐を実施
●「福岡県ウェブ物産展」を開催し県産品の販路確保を支援

介護ロボットの導入を支援
●ワンヘルスの理念を普及

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

厚生労働省フリーダイヤル

0120-565653

福岡県議会議員 髙橋義彦
髙橋義彦事務所 〒820-0704 飯塚市阿恵 1178
TEL.0948-72-0005 FAX.0948-72-4785

前年同月比の売上高の減少割合によって国と県でご利用できる制度が異なります。
飯塚市の応援事業については、市指定の制度融資*を活用すれば併用できるようになっています。

く

「密閉」
「密集」
「密接」しない！

Facebook・Twitterでも随時情報をお届け致しております

《事業者向け 新型コロナウィルス感染症の支援策の活用について》
利用できる
支援策

国

持続化給付金

または

前年同月比で
月の売上が50％以上
下がった

福岡県

持続化緊急支援金
前年同月比で
月の売上が30〜49％
下がった

国または︑
県の支援策との併用可能

189
はや

新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いします

(免責事項)掲載している情報に関して、細心の注意を払っておりますが、情報に誤りがあった場合や、
事由の如何を問わず記載される情報等によって発生した損害等は一切責任を負うものではありません。

32.7億円

※

詳細等につきましては、福岡県議会のHPをご確認ください。→

いち

「ゼロ密」を目指しましょう。
屋外でも、密集・密接には要注意！

地域経済の回復と
社会構造の変革

●失業者等の就職、
障がいのある人の雇用継続を支援

政府は、
新型ウイルス感染症に関する特別措置法に基づく
「緊急事態宣言」
を行い、
福岡県も
対象区域に指定されました。
外出自粛や営業活動等の自粛要請等により大きな影響や損失を
受けておられる方が多数おられます。
医療関係者、
事業者の皆様、
保育・福祉・介護従事者の
方々、
子ども達やご高齢の方々、
そしてご家族の皆様、
その他本当に多くの方々が頑張っておら
れます。
改めて皆さまに敬意を表しますと共に、
このような時こそ、
一刻も早い回復に向けて力
を合わせていきたいと思います。
本県政ナビは支援策等の一覧を記載しており、
ご一読ご活
用いただければ幸いです。
感染拡大防止や社会経済活動の維持・継続に向けた対策を速やかに実施し、
一日も早く事態
を収束できるよう、
全力で取り組んでいきます。

髙橋義彦

586.2億円

※

前年同月の売上高

ともだち追加

福岡県

95.4億円

●子供の居場所、
学習機会を確保

児童相談・児童虐待
全国共通ダイヤル

https://form.soudanplus.jp/mail

「福岡ー新型コロナ対策
パーソナルサポート」

事業継続の支援

感染拡大防止と
医療体制の強化

9時〜17時半(土日対応あり)

電話・メール 24時間受付
チャット相談 12:00〜22:00

LINE公式アカウント

※概算を表示

コロナウイルス感染症など、あらゆる人権問題に関しては下記窓口にご相談ください
● 福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課 ☎ 092-643-3325
● 立岩人権啓発センター
☎ 0948-26-1178

生活環境の変化でストレスを抱えている皆さま
福岡県精神保健福祉センター

報
議会情
福岡県

髙橋義彦 県政ナビ

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以
前に、
お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、お住いの市区町村に手続きを
していただくと、以下の措置が受けられます。*必要書類・要件があります

❶.世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、
特別定額給付金の申請を行い、
給付金を受け取ることができます
❷.手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主からの
申請があっても支給しません。

県政報告

飯塚市

事業継続応援事業

国及び福岡県の
制度融資を活用

（飯塚市指定）

する事業者
令和2年5月31日までの
申請が条件です。※

※令和2年5月11日時点

給付額（最大）
お問合せ先

法
人 200 万円
個人事業者 100 万円

法
人 50 万円
個人事業者 25万円

応援金

持続化給付金事業
コールセンター

福岡県持続化
緊急支援金相談窓口

飯塚市
経済支援窓口

直通番号 ☎0120-115-570
IP専用 ☎03-6831-0613

☎ 0570-094-894

☎0948-22-5500
(内線 1923・1924)

30万円

※各制度の利用条件、申請に必要な書類等は、各窓口に問い合わせの上、ご確認ください。
※県の制度は、国の「持続化給付金」を申請していない事、対象期間のうち、前年同月50％以上がひと月でもない事が要件となっています。
※情勢等の変動により制度が変わって行く可能性がある点、ご留意ください。

新型コロナウイルス感染症支援一覧

給付
(もらえる)

(飯塚市版 5/11時点)

個人向け

事業主向け

• 特別定額給付金 (一律10万円を給付) ※DV被害者への救済措置もあります
飯塚市役所 相談窓口
☎ 22-5500【内線1386〜1389】
• 子育て世代臨時特別給付金 (児童手当受給者に対し子ども一人当たり1万円)
※手続きは不要
• 医療施設従事者応援金 (市内の医療施設に勤務する方に(非正規職員含む)3万円/人)
飯塚市役所 健康スポーツ課
☎ 22-5500【内線2163、
2166】
• 保育施設等従事者応援金
(市内の保育施設、放課後児童クラブに勤務する方(非正規職員含む)に3万円/人)

保育所→
飯塚市役所 子育て支援課
児童クラブ→ 飯塚市役所 学校教育課

☎ 22-5500【内線1126】
☎ 22-5500【内線1628】

住まい

• 住居確保給付金
(離職・自営業の廃業等で住宅を失う恐れがある方に家賃最長９ヶ月相当分を支給)
飯塚市役所 生活自立支援相談室
☎ 30-2610
• 市営住宅の使用料の減免
飯塚市役所 住宅管理係
☎ 22-5500
【内線1521〜1523】
• 県営住宅の使用料の減免
福岡県 筑豊管理事務所
☎ 0948-21-3232

光熱費

• 九州電力(支払い期限延長)
☎ 0120-986-104
• 水道下水道料金(支払い期限延長・猶予)
飯塚市役所 料金センター
☎ 22-5500
【内線2210】

貸付
(かりる)

• 総合支援金
（失業等による生活支援、2人以上：月２０万円以内、単身：月15万円以内、1年以内の返済据置有）
• 緊急小口資金
（休業等による収入減少、20万円以内、1年以内の返済据置有）
飯塚市役所 経済支援窓口
☎ 22-5500
【内線1921・1922】

年金保険

• 国民年金(免除・納付猶予)
日本年金機構 直方年金事務所
☎ 0949-22-0891
• 国民健康保険、後期高齢者医療制度の一部負担金の減免
飯塚市役所 医療保険課医療給付係 ☎ 22-5500【内線1033】
• 後期高齢者医療保険料の支払いの猶予
飯塚市役所 医療保険総務課
☎ 22-5500【内線1040】
• 介護保険料の支払いの猶予及び介護保険一部負担金の減免
飯塚市役所 高齢介護課保険料係
☎ 22-5500【内線1135】

税金

• 市税・県税・国民健康保険税等の支払いの猶予
飯塚市役所 税務課納1・2係
☎ 22-5500【内線1063】
福岡県 総務部 税務課
☎ 092-643-3066

学費

• 家計急変給付奨学金 (支給額：月額5,900円〜75,800円) ※要件あり
• 奨学金返済期限の猶予
日本学生支援機構奨学金センター
☎ 0570-666-301
• 福岡県高等学校奨学金
公益財団法人福岡県教育文化奨学財団 福岡支所 ☎ 092-641-7326
• ひとり親家庭の場合は、母子父子寡婦福祉資金貸付（下記）
を利用できます

ひとり親
家庭支援

• ひとり親家庭等応援事業 (児童扶養手当を受給している家庭に5万円/1世帯)
飯塚市役所 子育て支援課 ☎ 22-5500【内線1120】
• 母子父子寡婦福祉資金貸付（生活費・学費等の貸付）
飯塚市 福祉部子育て支援課こども家庭係 ☎ 0948-22-5500【内線1117・1118】

上記以外にも様々な支援策がございます。
電話料金、
住宅ローン等について、
支払い期限延長など個別の対応も行われております。
必要に応じてご確認ください。
上記以外にも飯塚市の支援策がございます。公共料金、
公共料金、
電話料金、
住宅ローン等について、支払い期限延長など個別の対応も行われております。
必要に応じてご確認ください。
免責事項 :：掲載している情報に関して、
掲載している情報に関して、細心の注意を払っておりますが、
情報に誤りがあった場合や、
事由の如何を問わず記載される情報等によって発生した損害等は一切責任を負うものではありません。
免責事項
細心の注意を払っておりますが、
情報に誤りがあった場合や、
事由の如何を問わず記載される情報等によって発生した損害等は一切責任を負うものではありません。

給付
(もらえる)

• 持続化給付金 (国)
(売上が前年同月比で50%以上減少の場合 ： 中小 200万円 個人 100万円)
持続化給付金事業コールセンター
☎ 0120-115-570
• 持続化緊急支援金(福岡県)
(国の
「持続化給付金」
の対象とならない売上30〜49%減：中小100万円 個人50万円)
福岡県持続化緊急支援金相談窓口
☎ 0570-094-894
• 事業継続応援事業(飯塚市)
国及び県の制度融資(飯塚市指定)を活用する事業者に30万円給付
飯塚市役所 経済支援窓口
☎ 22-5500【内線1923・1924】
• 新たな経営改革の取組支援 ※経営革新につながる新たな取り組みを幅広く支援
(売上が前年同月比で15%以上減少の場合 上限 50万円 補助率 3/4 )
福岡県中小企業振興課
☎ 092-643-3449
• テレワーク導入支援
(上限56万2,500円、補助率 国のIT補助金と併せて3/4)
福岡県中小企業振興課 経営支援係 ☎ 092-643-3425
• 宿泊事業者の感染防止対策支援 (給付額:50万円 補助率3/4)
福岡県観光振興課
☎ 092-643-3457
•「花あふれるふくおか」推進
民間企業がオフィスや店舗で飾る花：1回2万円(企業1万円別途負担)
花き産地が地元公共施設で飾る花：1産地27万円
福岡県園芸振興課
☎ 092-643-3574

貸付
(かりる)

• 新型コロナウイルス感染症特別貸付 (限度額 ： 中小 3億円、国民生活事業 6千万円)
対象：売上高が５％以上減少、
金利：中小1.11% 国民生活1.36%、
据置・実質無利子あり
日本政策金融公庫 福岡支店 国民生活事業 ☎ 092-411-9111
• マル経融資（限度額 ： 1000万円、商工会等の経営指導必要、据置・実質無利子あり）
飯塚商工会議所
☎ 22-1007
• セーフティネット保証(４・５号)危機関連保証
返済困難の際、県信用保証協会が債務の肩代わり
前年比売上 15%以上減：100%保証、
5%以上減：80%保証
取引金融機関、福岡県信用保証協会
☎ 0120-112-249
• (県制度融資) 新型コロナウイルス感染症対応資金 (限度額 ： 3,000万円)
対象：前年同月比売上高が５％以上減少、実質無利子、保証料0%、据置あり
福岡県中小企業振興課
☎ 092-643-3420
• (県制度融資) 緊急経済対策資金(限度額 ： 1億円)
対象：売上高が５％以上減少、金利1.3%、保証料0%、据置あり
取引金融機関・飯塚商工会議所・飯塚市商工会
• (飯塚市) 事業継続応援貸付事業(限度額 ： 法人300万円 個人150万円)
対象：売上高が５％以上減少の市内企業、無担保、無利子
飯塚市役所 経済支援窓口
☎ 22-5500【内線 1923・1924】

従業員を
守る

• 雇用調整助成金（1人1日8,330円上限、
助成率 9/10 ※5月中に新たな拡大策提示予定）
福岡助成金センター ☎ 092-411-4701

子育て世代 • 小学校休業等対応助成金（休校・休園等により休んだ場合、一日 8,330円まで支給）
従業員を守る ハローワーク助成金コールセンター
☎ 0120-60-3999
フリーランス

• 上記の給付、貸付等の支援内容をご確認ください
• 小学校休業等対応助成金（休校・休園等により休職した場合、一日 4,100円まで助成）
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
☎ 0120-60-3999

福岡県議会議員

髙橋義彦事務所

