休業等で生計が維持できない

1
貸

緊急小口資金(特例)
失業等で生計が維持できない

・貸付上限10万円（特別な場合は20万円）
・無利子

・保証人不要

・据置1年以内

・償還2年以内

・貸付上限15万円/月（2人以上20万円/月）
・原則3カ月以内（一定の条件により最大３か月間の延長が可

付

2

総合支援資金(特例)

金
3

ひとり親家庭向け貸付
離職等で住居を失った(その可能性がある)

4

住居確保給付金(特例)
家計への支援(10万円給付)

生

終了

活

5

・無利子

・保証人不要
・償還10年以内

・母子父子寡婦福祉資金貸付金における生活資金(生活
安定貸付期間及び失業貸付期間に係る貸付)が受けられ
る。
・支給額上限33,000円(単身の場合)
・支給期間3カ月以内（一定の条件により最大３か月間
の延長及び再延長が可能）
・R2.4.27時点で住民基本台帳への記載者
・申請書提出→指定口座に世帯全員分入金
・申請期限は令和2年8月14日まで

熊本県宇城地域振興局総務福祉課
電話 (32)2416

宇土市社会福祉協議会
電話 (23)3756

新型コロナウイルス感染症対策室
電話 (22)1111(内線253，254)

児童手当への加算

終了

6

支
援

特別定額給付金

電話 (23)3756

能）
・据置1年以内

休業等で生計が維持できない

宇土市社会福祉協議会

子育て世帯臨時特別給付金
家計への支援

給

子育て支援課 保育子育て支援係

・児童手当に一律1万円加算

電話 (22)1111(内線420，435)

・申請不要
・１８歳以下(平成14年4月2日以後生まれた者）の子どもが属する世

終了

7

宇土市新型コロナウイルス経済対策商品券

付

帯の世帯主に１万円の商品券を給付
・児童扶養手当又は就学援助費受給者が属する世帯の世帯主について

商工観光課

商工観光係

電話 (22)1111(内線612，613)

は２万円加算

家計及び市内事業者への支援

金
等

・申請不要（公務員の方は要申請）

終了

8

・R2.8.1時点で住民基本台帳に登録されている者の属する世帯の世帯
主

宇土市新型コロナウイルス対策くらし応援商品券 ・一人当たり5,000円の商品券を世帯ごとに給付

新型コロナウイルス感染症対策室
電話 (22)1111(内線253，254)

・使用期限は令和3年1月31日まで

療養のために休業した場合の支援

・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

9

傷病手当金

・期間：令和2年1月1日から令和3年3月31日の間で療養のため働くこ
とができない期間(ただし,入院が継続する場合等は最長1年6か月ま

市民保険課国保年金係
電話 (22)1111(内線424，425)

で)

ひとり親世帯への支援

10

・児童扶養手当受給世帯等への給付（8月予定）
・1世帯5万円，第2子以降1人につき3万円

低所得者のひとり親世帯への臨時特別給付金

・児童扶養手当受給世帯及び受給していないひとり親家庭で収入が減
少した世帯

ひとり親世帯への支援

11

子育て支援課 子ども家庭支援係
電話 (22)1111(内線421，443)

時特別給付金」の支給を受けた世帯
・1世帯2万円

家計急変で緊急に奨学金が必要

貸

12

与

・月額8,000円～35,000円(無利息)

育英資金の緊急貸与

・貸与期間は申請年度の年度末まで
熊本県教育庁

返

学

熊本県ひとり親世帯への生活支援給付金事業

・県内において既に「低所得者のひとり親世帯への臨

還

13

猶

高校教育課

電話 096(333)2682

熊本県育英資金の返還が困難
・収入が著しく減少した方

育英資金の返還猶予

・猶予を希望する月から１年以内

予

生

大学生等への支援

終了

支
援

14

給
付
金

熊本県生活困窮大学生等給付金交付事業
「学びの継続」のための支援

終了

15

等

学生支援緊急給付金
大学生等への上乗せ支援

終了

16

宇土市緊急学生支援給付金

・熊本県内の大学生等及び熊本県外に進学した大学生
等へ５万円を給付
・受付期間は令和2年11月30日まで

熊本県生活困窮大学生等給付金相談窓口

電話 096(333)2738

・経済的理由により修学の継続が困難であると認められる者
が対象

在学する各学校

・住民税非課税世帯の学生20万円（その他の学生10万円）

・「学生支援緊急給付金」の対象となった方に，上乗
せとして，5万円を給付
・受付期間は令和3年1月29日まで

学校教育課

総務係

電話 (22)6502(内線307，321)

従業員に休業してもらう

17

助
成

雇用調整助成金(特例措置)
臨時休校等により従業員が有給休暇を取得

金

18

休

小学校休業等対応助成金

終了

業
援

ハローワーク宇城

・助成率は企業規模や雇用状況により変動

電話 (32)8609

・対象期間は令和3年2月28日まで
・助成額上限(1日1人15,000円)

厚生労働省コールセンター

・対象期間は令和3年3月31日まで

電話 0120(60)3999

※労働者雇用事業者向け
市の要請に応じて休業した

支

・助成額上限(1日1人15,000円)

20

援
等

宇土市指定管理施設休業要請協力金
臨時休校等により契約が履行できなくなった

支
金

19

小学校休業等対応支援金

・市の休業要請に伴い，市公共施設を休業した指定管理者
・2020年4月～5月の期間で前年と比べ収入が100万円以上減
・１施設あたり10万円

・小学校休校等により休校したフリーランス

企画課

企画政策係

電話 (22)1111（内線803，804）

厚生労働省コールセンター

・日額7,500円

電話 0120(60)3999

※フリーランス向け
県の要請に応じて休業した

終了

21

熊本県休業要請協力金
県の要請に応じて時短営業した

22

熊本県時短要請協力金

資金繰りのため融資を受けたい

23

セーフティネット貸付

・熊本県の休業要請に応じた中小事業者

熊本県

・一律10万円

電話 096(333)2828

・熊本県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等

熊本県

・1月18日20時～2月8日5時まで

電話 096(333)2828

・4万円／日(原則84万円）

・4号：100％保証，前年比20％～売上減

熊本県信用保証協会

・5号：80％保証，前年比5％～売上減

電話 096(375)2000

4号（突発災害）・5号（業況悪化）

融

24

無利子・無担保融資
（特別貸付・特別利子補給制度）

・前年比5％以上の売上減少
・融資限度額 国民事業6,000万円（別枠）
日本政策金融公庫

25

資

マル経融資の金利引き下げ

・融資限度額：1,000万円（別枠）
・当初3年間の金利0.9％引き下げ

農林漁業者の経済的負担の軽減

26
利

新型コロナウイルス対策緊急支援資金
中小企業者の経済的負担の軽減

子

27

補
給

宇土市利子補給金制度
前年同月比で売上が５０％以上減少した

28

資

宇土市小規模企業者事業継続給付金

・農林漁業収入が前期より10％以上減少した場合，保
証料不要で最大５年間無利子での貸付けを受けられ
る。
・SN4号・危機関連保証の対象事業者が利用

終了

29

した場
商工観光課

・2020年1月～12月の期間で売上が50％以上減

終了

30

商工観光係

電話 (22)1111(内線612，613)

・1事業者30万円(賃料の負担がある場合35万円)
・申請期限は令和3年1月15日まで
・2020年1月～12月の期間で売上が50％以上減

持続化給付金

農林水産課 農業振興係
電話 (22)1111(内線604，614)

合，宇土市が最大３年間利子補給

前年同月比で売上が５０％以上減少した

金

熊本支店

電話 096(353)6121

・前年比5％以上の売上減（小規模事業者）

・給付上限：法人200万円，個人事業者100万円

中小企業

金融・給付金相談窓口

電話 0570(783)183

前年同月比で売上が３０％以上５０％未満減少した

繰
り

・2020年1月～12月の期間で売上が30％以上50％未満減

熊本県事業継続支援金

・給付上限：法人20万円，個人事業者10万円

・高収益作物（野菜・花き・果樹）について，次期作における種苗等

終了

31

高収益作物次期作支援交付金

の資材購入などの取組に対し10a当たり5.5万円，販売促進の取組ごと
に10a当たり2.2万円

※作物により金額が異なる場合があります。

電話 03(3502)8111
九州農政局 生産部 園芸特産課
電話 096(300)6253

付

地代，家賃(賃料）の負担軽減

金
等

相談窓口

農林水産省 生産局 園芸作物課

次期作への支援

給

熊本県

電話 096(333)2828

・資本金10億円未満の中堅企業，中小法人企業，小規模事業者，フ
リーランスを含む個人事業者
・原則，オンライン申請

終了

32

・2020年5月～12月の売上高が，1か月で前年同月比50％以上減少，

家賃支援給付金

または，連続する3か月の合計で前年同月比30％以上減少

家賃支援給付金コールセンター
0120（653）930

・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

農林漁業者への支援

33

【対象者】農林漁業を営む個人又は法人
※国の持続化給付金の支給決定額

宇土市農林漁業支援給付金

が上限額に達している者
【支援内容】給付上限：200千円

農林水産課 農業振興係(農業)
林務水産係(林業・漁業)
電話 (22)1111 (内線603,604,605)

公共交通事業者への支援

終了

34

・市内に事業所を有するタクシー事業者

宇土市公共交通緊急支援金
指定管理施設の感染拡大防止

終了

35

・市内に保有する事業用車両の台数に3万円を乗じた額

企画課

企画政策係

電話 (22)1111（内線803，804）
・市公共施設を管理している指定管理者

宇土市新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金 ・１施設あたり10万円

感染者訪問時の消毒負担の補助

36

資

宇土市新型コロナウイルスに係る消毒事業補助金
経営継続に関する支援

金
繰

補

・消毒作業委託費の1/2を補助
・補助上限：50万円
・令和2年2月1日から適用
農林漁業者を営む個人または法人
※常時従業員数が20人以下であること
・経営継続に関する取組に要する経費（①国内外の販路の回復・開

37

助

経営継続補助金

拓，②事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立・転換，③円
滑な合意形成の催促等）

金

・補助率：3/4

農林漁業者への経営継続補助

り

38

補助上限額：100万円

【対象者】農林漁業を営む個人又は法人
※国の経営継続補助対象外者

宇土市農林漁業経営継続補助金

【支援内容】省力化機械等の購入補助
補助率1/2，補助上限：100千円

一時的に納税が困難

納

39

税
相

国税の納税相談
一時的に納税が困難

40

談

市税の納税相談
税負担の軽減

41

納

保険料負担の免除

42

税
相
談
・

国民健康保険税の減免

・本人や家族が罹患，事業の休廃止，事業に著しい損
害を受けた場合等
・個別状況に応じて分納や納税猶予を適用
・本人や家族が罹患，事業の休廃止，事業に著しい損
害を受けた場合等
・個別状況に応じて分納や納税猶予を適用
・世帯の主たる生計維持者の収入が前年より3割以上減少した世帯等
・納期限が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの国保税を対象と
し，減額または免除（所得制限あり）

免
・
分

減

割

免

納

後期高齢者医療保険料等の徴収猶予・減免
介護保険第１号被保険者

44

介護保険料の減免
市営住宅家賃の軽減

45

付

03(6744)0576
（林業）林野庁経営課
03(6744)2286
（漁業）水産庁水産経営課
03(6744)2345

農林水産課 農業振興係(農業)
林務水産係(林業・漁業)
電話 (22)1111 (内線603,604,605)

宇土税務署
電話 (22)0410

税務課 収納係
電話 (22)1111(内線515，516)

税務課 課税係
電話 (22)1111(内線511，512)

・年金事務所か市役所へ申請書を提出（郵送可）

市営住宅家賃減額措置

水道料金・下水道料金の分割納付

市民保険課国保年金係
電話 (22)1111(内線424，425)

・主たる生計維持者の死亡又は重篤な傷病，事業収入等の減少
・納期限が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの保険料を対象と
し，減額または免除（所得制限あり）

・主たる生計維持者の死亡又は重篤な傷病，事業収入
等の減少
・申請期限：令和3年３月31日
・収入が著しく減少した場合
・要申請

一時的に納付が困難

46

（農業）農林水産省経営局経営政策課

免除等に該当する水準になることが見込まれる場合

国民年金保険料の免除申請
保険料負担の軽減

減

環境交通係

・収入が減少し，当年中の所得の見込みが，現行の国民年金保険料の

・令和２年２月分からが対象

43

環境交通課

電話 (22)1111（内線518，519）

・要相談

高齢者支援課

高齢者支援係

電話 (22)1111(内線413)

都市整備課 建築住宅係
電話 (22)1111(内線710，711)

上下水道課 上下水道係
電話 (22)1111(内線716，717)

中小事業者の税負担の軽減
・売上高が前年比3割以上減少した中小事業者等

終了

47

・償却資産と事業用家屋にかかる固定資産税を全額または1/2軽減

固定資産税の軽減（R3年度)

・申告前に，経営状況について認定経営革新等支援機関等の認定が必

税務課 課税係
電話 (22)1111(内線509，510)

要

中小事業者の設備投資を支援

48

生産性向上に向けた固定資産税の
特例措置の拡充・延長

・対象となる新規の設備投資を実施した中小事業者等
・生産性向上に向けた新規の設備投資に係る固定資産税を3年間軽減
・対象資産に事業用家屋と構築物を追加
・期間を令和4年度まで2年間延長

税務課 課税係
電話 (22)1111(内線509，510)

