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令和２年５月17日

　市ホームページでは新型コロ
ナウイルス感染症に関する情報
を随時発信しています。
　最新の情報は市ホームページ
トップページ右側の「新型コロ
ナウイルス感染症情
報」をクリックする
か、QR コードを読み
込んでください。

支 援 制 度
　国・県・富津市が実施する新型コロナウイルス感染症に関する各種支援内容と窓口についてお知らせし
ます。対象となる支援をご活用ください。
　詳細は市ホームページをご覧になるか、問い合わせ先に確認してください。
　掲載内容は５月 13 日時点のものです。それ以降に決定する支援については随時お知らせします。

市民の皆さん向けの主な支援一覧

事　業　名 内　　　　容 問い合わせ先

国

特別定額給付金

対象　令和２年４月 27 日時点で富津市の住民基本台帳に登録されている人

給付額　対象者１人につき 10 万円

オンライン申請開始日　５月 8日㈮　　　　　申請書発送日　５月 18 日㈪

申請受付開始日　５月 20 日㈬　　　　 　　　申請受付期限　８月 19 日㈬

口座振込開始日　５月 28 日㈭

※新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請をお願いします。

特別定額給付金班

☎ 32・1656

９:00 ～ 16:00

（土・日・祝日を除く）

子育て世帯への

臨時特別給付金

対象　平成 16 年４月２日～令和２年３月 31 日に生まれた児童の児童手当（特例

給付を除く）の受給者

※令和２年３月まで中学生だった児童も対象となります。

給付額　対象児童１人につき１万円

申請方法　公務員以外の受給者：申請手続は不要です。児童手当を受給している口

座に振り込みます。

公務員の受給者：令和２年３月 31 日（対象児童が令和２年３月まで中学生だった

場合は令和２年２月 29 日）に住民登録されている市区町村に申請が必要です。勤

務先から申請書が配布されますので、「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明を

受け、富津市に申請する場合は９月 30 日㈬までに申請してください（郵送による

提出にご協力ください。）。

支給日　公務員以外の受給者：６月 10 日㈬　

　　　　公務員の受給者：申請書が提出された後、随時支給

子育て支援課

☎ 80・1256

９:00 ～ 16:00

（土・日・祝日を除く）

生活困窮者

住居確保給付金

対象　離職・廃業から２年以内または休業などにより収入が減少し、住居を喪失

したまたは喪失するおそれがあり、支給要件を満たす人

支給額　一定期間の家賃相当額

　　　　（世帯人数によって上限支給額が異なります。）

※ 支給には審査があります。詳細は市ホームページをご覧になるか、問い合わせ

ください。

くらしと仕事の相談支援

センター（市役所内）

☎ 32・1520

社会福祉課

☎ 80・1259

９:00 ～ 16:00

（土・日・祝日を除く）

富

津

市

独

自

子育て家庭

応援給付金

　この給付金は特別定額給付金の給付決定に基づき、給付しますので、改めて申

請する必要はありません。

対象　４月 27 日時点で富津市の住民基本台帳に登録されている 18 歳以下（平成

14 年４月２日以降生まれ）の人

給付額　対象者１人につき１万円

※ 特別定額給付金の迅速な給付を優先するため、この給付金の給付は特別定額給

付金振込後となる見込みです。

特別定額給付金班

☎ 32・1656

９:00 ～ 16:00

（土・日・祝日を除く）

若者応援給付金

対象　①大学、専門学校などの高等教育機関に在籍している学生　②中学・高等

学校などに在籍し、転出などにより子育て家庭応援給付金の対象とならない人

給付額　①対象者１人につき２万円　②対象者１人につき１万円

※ この給付金は申請が必要です。申請方法などの詳細は決まり次第、市ホームペー

ジなどでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症に関する
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企業・事業者の皆さん向けの主な支援一覧

事　業　名 内　　　　容 問い合わせ先

国

持続化給付金

対象　売上が前年の同月と比較して 50% 以上減少している中小法人また

は個人事業主など

支援内容　事業全般に広く使える給付金の支給

給付額　中小法人など：200 万円以内

　　　　個人事業主など：100 万円以内

受付期限　令和３年１月 15 日㈮

持続化給付金事業

コールセンター

0120・115・570

８:30 ～ 19:00

 （土・日・祝日も含む）

雇用調整助成金

対象　事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者に対して一時的に休業な

どを行い、雇用の維持を図った事業者

支援内容　休業手当などの一部を助成

千葉労働局職業安定部

職業対策課

☎ 043・221・4393

厚生労働省学校等休業助成金・

支援金、雇用調整助成金相談

コールセンター

0120・60・3999

木更津ハローワーク

☎ 0438・25・8609

小学校休業等

対応助成金

対象　小学校などの臨時休業などに伴い、保護者として子どもの世話を

行う労働者に有給の休暇を取得させた事業主および契約した仕事ができ

なくなった個人事業主

厚生労働省学校等休業助成金・

支援金、雇用調整助成金相談

コールセンター

0120・60・3999

９:00 ～ 21:00

 （土・日・祝日も含む）

県

千葉県中小企業

再建支援金

対象　売上が前年の同月と比較して 50％以上減少している中小企業者

支援内容　テナント料の負担や感染防止対策に係る経費などを総合的に

支援

給付額　最大 40 万円

受付期限　 8 月 31 日㈪

千葉県中小企業再建支援金

相談センター

☎ 0570・04・4894

６月まで：９:00 ～ 18:00

（土・日・祝日も含む）

７月から：９:00 ～ 17:00

（土・日・祝日を除く）

新型コロナウイルス

感染症対応特別資金

対象　売上が減少している中小企業者

支援内容　実質無利子・無担保・元金据置最大５年間（利子補給期間：当

初３年間）の融資
千葉県商工労働部

経営支援課金融支援室

☎ 043・223・2707

千葉県信用保証協会

☎ 043・221・8111

千葉県セーフティネッ

ト資金

市町村認定枠（４号・

５号）

危機関連保証枠

対象　経営の安定に支障をきたしている中小企業者

支援内容　一般保証（最大 2.8 億円）とは別枠で保証

富

津

市

独

自

中小企業緊急融資

信用保証料及び

利子補給事業補助金

対象　千葉県セーフティネット資金、市町村認定枠４号・５号、危機関

連保証枠による融資を受けた市内の中小企業者

信用保証料　上限 30 万円

利子　上限年 10 万円、期間２年

商工観光課☎ 80・1287

９:00 ～ 16:00

（土・日・祝日を除く）

事業者緊急支援

臨時給付金　

対象　売上が前年の同月と比較して、20％以上減少している市内の中小

企業者 (農林水産事業者などの個人事業主を含む )など

※千葉県中小企業再建支援金の対象となる中小企業者を除く

給付額　１事業者につき５万円

受付期間　５月 20 日㈬～８月 31 日㈪

商工観光課☎ 80・1287

農林水産課☎ 80・1282

９:00 ～ 16:00

（土・日・祝日を除く）

感染予防用マスクなどの配布
配布開始日 枚　数 配　布　先 （配布担当）
２月 28 日 800 枚 医療機関４カ所 （健康づくり課）

３月 ６ 日 2,150 枚
医療機関（眼科含む）８カ所
介護保険施設 11 カ所

（健康づくり課）
（介護福祉課）

４月 15 日 690 枚 保育所７カ所、私立保育園４カ所、みなと幼稚園 （子育て支援課）

４月 21 日 8,000 枚
医療機関（眼科含む）18 カ所、歯科医療機関 16 カ所
介護保険施設 17 カ所

（健康づくり課）
（介護福祉課）

４月 21 日 270枚（布マスク） 放課後学童クラブ９カ所 （子育て支援課）
４月 21 日 72 枚（布マスク） ５月～７月に出産予定の妊婦 36 人 （健康づくり課）
４月 24 日 2,000 枚 市内在住の全ての妊婦 90 人 （健康づくり課）

４月 30 日 5,000 枚
障がい福祉サービス事業所 26 カ所、児童養護施設３カ所
居宅介護支援事業所 20 カ所
保育所７カ所、私立保育園４カ所、みなと幼稚園

（福祉の窓口課）
（介護福祉課）

（子育て支援課）
５月 15 日 4,000 枚 児童扶養手当受給資格者に配布 （子育て支援課）

５月 18 日 6,000 枚 富津市要援護者見守り事業登録者に配布予定 （社会福祉課）

　配布したマスクは市が購入したものをはじめ、企業・団体などから寄附されたものです。
　この他にも、医療用ガウンを医療機関に配布しました。今後もマスクなどの確保ができ次第、随時配布していきます。


