一人ひとりの命と生活を守り抜く
！

二郎

衆議院議員

受けとる
（給付・減免）

新型コロナ 個人・世帯向け支援策

新型コロナウイルスの影響により
収入が減少した皆さま

すべての国民

特別定額給付金

※相模原市の場合、5/30 から 6/30 頃
にかけて申請書が郵送されます。

一律１人１０万円が給付されます
お問い
合わせ

特別定額給付金コールセンター〈オンライン申請以外〉
☎042-851-3091（08：30〜17：00 土・日・祝日を除く）
特別定額給付金コールセンター〈マイナンバーを使用したオンライン申請〉
☎0120-260020（09：00〜18：30 毎日）

子育て中の方

子育て臨時特別給付金

☎042-769-8232

相模原市子育て給付課

FAX 042-759-4395

家計を維持することが
難しい皆さま

（小口・支援資金）

【無利子・無保証】
緊急小口資金（特例）

【貸付上限】10万円
（特に必要な場合：20万円）
【据置期間】
１年以内【償還期間】
２年以内〈返済免除特例付〉

総合支援資金（特例)【無利子・無保証】

【貸付上限】※原則３カ月まで
２人以上月20万円／単身月15万円
【据置期間】
１年以内 【償還期間】10年以内〈返済免除特例付〉
お問い
合わせ

児童手当の受給者に対し、
子ども１人あたり１万円が支給されます
お問い
合わせ

借りる

☎042-756-5034
厚生労働省
「全国共通相談ダイヤル」
☎0120-46-1999（09：00〜21：00
相模原市社会福祉協議会

延びる

児童扶養手当受給者特別給付金 ※6月下旬以降支給予定
児童扶養手当受給者に対し、
1世帯につき2万円が支給されます
お問い
合わせ

☎042-769-8232

相模原市子育て給付課

FAX 042-759-4395

妊婦の方

妊娠されている方に対し、
一律3万円が支給されます
相模原市こども家庭課

☎ 042-769-8345

所得税､市区町村民税･固定資産税等
国・市区町村による徴収が猶予されます
お問い
合わせ

FAX 042-759-4395

保険者の判断で、減免や徴収猶予がなされます
お問い
合わせ

住居確保給付金 支給期間：原則３カ月※最長９カ月
一定額を上限に家賃が支給されます

相模原市中央区自立支援相談窓口〈あじさい会館5階〉
☎042-769-8206（09：00 〜12：00 13：00〜17：00 土・日・祝日を除く）

アルバイト収入半減など

学生支援緊急給付金

アルバイト収入半減などで修学が困難な学生に対し
1人10万円が支給されます
（特に困窮する学生に対しては20万円）
お問い
合わせ

選考を各大学で実施するため、問い合わせについては大学窓口まで

高等教育就学支援制度

授業料の減免が受けられます
給付型奨学金が支給されます
日本学生支援機構

☎042-707-8111 FAX 042-751-5444
☎042-769-8228 FAX 042-769-8751

日本年金機構

相模原年金事務所

☎042-745-8101 FAX 042-744-7700

公共料金や電話料金

各事業者により支払期限が延長されます
お問い
合わせ

電気・ガス・電話
水道

……

……

契約中の事業者

相模原水道営業所

☎0570-666-301（09：00〜20：00※平日）

☎ 042-755-1132

住宅ローン

今後の利払い・返済スケジュールの変更相談
お問い
合わせ

金融庁相談ダイヤル

☎0120-156-811（10：00〜17：00

新型コロナウイルスについての一般的な質問は

新型コロナウイルス
感染症コールセンター

授業料の支払いが難しい方

お問い
合わせ

相模原市国民健康保険コールセンター
相模原市国保年金課

住宅を失った（失う恐れがある）
方

お問い
合わせ

国税局猶予相談センター
（猶予制度についてのご相談）
☎0120-948-271（8：30〜17：00 土・日・祝日を除く）
相模原市納税課
☎042-769-8300 FAX 042-757-8108

健康保険料（税）
・年金保険料等

妊婦特別給付金 ※6 月を目途に郵送で申請
お問い
合わせ

※毎日）

各種税金・公共料金等
を支払うことが難しい皆さま

（減免・猶予）

子育て中の方

あかま

…………………………

令和2 年 5月20 日 現在

☎042-769-8204

（9:00 〜 21:00）

37.5℃以上の発熱や強いだるさがある時は

……………………………………
最新情報はこちら

新型コロナウイルス
感染症特設ページ

※平日）

帰国者・接触者相談センター

☎042-769-9237

（24 時間対応）
電話での相談が難しい場合は
FAX 042-750-3066 へ

※高齢者や基礎疾患がある方などで、
上記の症状が 2 日程度続く場合はご相談下さい。
※妊娠中の方も早めにご相談下さい。

令和2 年 5月20 日 現在

受けとる

（給付・助成・支援金）

新型コロナ 事業主向け 支援策

売り上げ減少により事業継続に
お困りの事業主の皆さま

業績が悪化

セーフティネット貸付

200万円／個人 100万円

【融資限度額】
中小…………………

特別定額給付金コールセンター
☎0120-115-570（08：30〜19：00 ※毎日）

お問い
合わせ

（貸付・融資）

資金繰りのため、融資を受けたい
事業主の皆さま

日本政策金融公庫による貸付・融資【無利子・無担保】
売上減少の実績なしでも今後の影響が見込まれる

持続化給付金
最大：中小

借りる

個人・小規模……

………………………………

従業員に休んでもらう

雇用調整助成金※特例措置
（上限）
15,000円／人

売上が5％以上減少

新型コロナウイルス感染症特別貸付

× 休業日数

※上限の引き上げ
（現行8,330→15,000円）
の確定は6月中旬頃

【融資限度額】
中小…………………… 3億円
個人・小規模…… 6,000万円

売上が5%以上減少
一時的な休業等により雇用維持を図った事業主
お問い
合わせ

神奈川労働局 神奈川助成金センター
☎045-650-2801
（08：00〜17：15 月曜〜金曜 祝日を除く）

※金利補給:中小1億円／個人・小規模3,000万円

………………………………
新型コロナウイルス対策マル経融資

家賃の支払いが困難…

特別家賃支援給付金
（上限）中小・小規模事業者
個人事業主

【融資限度額】

別枠1,000万円

月額50万円
月額25万円

※当初3年間の金利を0.9％引下げ
※金利補給あり

１ヶ月の売り上げが前年同期比で50％以上、
または3ヶ月で30％以上減少

お問い
合わせ

半年間の家賃の2/3を給付、半年分で最大300万円
お問い
合わせ

6月中旬を目途に中小企業庁ホームページにて公表

民間金融機関による無利子・無担保融資
【上限】3,000万円／据置最大5年
※金利補給による無利子・無担保期間は3年間

小規模事業者臨時給付金

1事業者あたり10万円が支給されます
国の持続化給付金の対象とならない
「売り上げの減少が30％以上50％未満」
で
従業員20人以下の事業者
相模原市産業支援課

日本政策金融公庫
☎0120-154-505
（09：00〜19：00 ※毎日）

売上が20％以上減少
（小規模：15％）

売り上げが減少した小規模事業者の方々

お問い
合わせ

お問い
合わせ

各民間金融機関

延びる

☎042-769-8293

（猶予）

子どもの小学校休校への対応

無担保・延滞税なしで納税を1年間猶予

助成金（上限）1日あたり8,330円

※小学校等の休校により従業員が有給休暇を取得

………………………………

お問い
合わせ

個人事業主・フリーランス

支援金（上限）1日あたり4,100円

※小学校等の休校により契約した仕事ができなくなった
厚生労働省コールセンター
☎0120-60-3999
（09：00〜21：00 ※毎日）

各種税金・保険料等の支払い
が難しい事業主の皆さま

法人税、消費税･固定資産税等

小学校休業等対応助成金・支援金

お問い
合わせ

7.2億円
4,800万円

国税局猶予相談センター
（猶予制度についてのご相談）
☎0120-948-271
（8：30〜17：00 土・日・祝日を除く）
相模原県税事務所 ☎042-745-1111
相模原市納税課 ☎042-769-8300 FAX 042-757-8108

厚生年金保険料等

無担保・延滞税なしで納税を1年間猶予
お問い
合わせ

相模原年金事務所 ☎042-745-8101 FAX 042-744-7700

新型コロナウイルス感染症で経営にお困りの
飲食店

製造業

卸売業

小売業

宿泊業

旅客運輸業

貨物運輸業

娯楽業

医療関係

の皆様にあっては、QR コードを読取り
「業種別支援策リーフレット」等も参考にして下さい。

お問合せ

衆議院議員 あかま二郎事務所 ☎042-756-1500 FAX 042-753-7227

