南会津町
新型コロナウイルス感染症に関する
支援制度ガイドブック
（令和 2 年 5 月 27 日）
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新型コロナウイルス感染症に関する支援 制度のご案内（令和 2 年 5 月 20 日現在）
制度内容は日々更新されています。詳細については、それぞれの問い合わせ先にご確認ください。

生活支援

町民１人あたり一律１０万円
申請は、郵送またはオンラインで

子育て世代への
臨時特別給付金

子ども１人あたり一律１万円

休業や失業等で
家計が維持できない

緊急小口資金
or 総合支援資金

２人以上の世帯：最大６０万円

税金が支払えない

住居確保給付金

徴収猶予の特例制度

休業補償

町独自の減免制度

雇用を維持できない

雇用調整助成金

感染症拡大防止のため
休業要請に協力した
売上が半減した

資金繰り

事業者向け制度

公共料金や保険料が
支払えない

福島県新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金及び支援金

持続化給付金

町独自で事業活動を支援

商業等持続化緊急対策事業補助金
小規模事業者等活性化補助金

融資を受けるために
証明がほしい

セーフティネット保証制度

融資制度の内容が知りたい
利子や保証料が支払えない

4

特別定額給付金

子育て世帯を応援

休業や失業等で
住居を失った・失うかも

猶 予・減 免

世帯や個人向け制度

全世帯の家計を支援
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申請は不要です（公務員を除く）

単身世帯：最大４５万円
原則３カ月、最長９カ月
家賃相当額を支援

町税・県税・国税について
徴収猶予の特例制度があります
上下水道料金・介護保険料・町営
住宅使用料の減免制度があります

労働者の休業手当や賃金等の一部
を助成します
県の休業養成に協力した事業者に
協力金及び支援金が支払われます

中小・小規模：最大２００万円
個人事業者：最大１００万円
土地・建物等賃料：最大２０万円
店舗改修等経費：最大５０万円
資金供給を円滑化するため、信用
保証協会が借入債務を保証します

無利子・無担保融資等

日本政策金融公庫や各民間金融機関

特別利子補給制度
緊急経済対策利子等補給事業

事業者の借入債務に関わる利子や

（新型コロナウイルス感染症特別貸付）

で融資制度を受け付けています

保証料を国や町が支援します

南会津町 住民生活課 専用ダイヤル
０５７０- ０５- ６７３３

P. 6

南会津町 健康福祉課
０２４１- ６２- ６１７０

P. 6

南会津町社会福祉協議会
０２４１- ６２- ４１６９

P. 8

生活自立サポートセンター
０２４２- ２３- ７４４５

P. 9

詳しくは、１０ページから
ご覧ください

P.10

詳しくは、１１ページから
ご覧ください

P.11

ハローワーク南会津
０２４１- ６２- １１０１

P.14

福島県休業協力金コールセンター
０２４- ５２１- ８５７５

P.14

持続化給付金事業コールセンター
０１２０- １１５- ５７０

P.16

南会津町 商工観光課
０２４１- ６２- ６２００

P.16

福島県信用保証協会 会津支店
０２４２- ２３- ９１７１

P.18

詳しくは、１９ページから
ご覧ください

P.19

詳しくは、２３ページを
ご覧ください

P.23
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支援内容
対 象 者

特別定額給付金

支援制度③

給付金

支援内容

基準日（令和２年４月２７日）時点で、南会津町に住民票（住民基本台帳に記載）が

対 象 者

ある方

排水対策費給付金
給付金
新型コロナウイルス感染症の影響で、納税が困難であると町税務課から認定
を受けた下水道以外の浄化槽や汲み取り式トイレを使用されている世帯

給付金額

世帯構成員 1 人につき１０万円

●上記に該当する世帯を対象に、給付金を支給します。

郵送による申請を基本としますが、マイナンバーカードをお持ちの方は、オン

給付要件

ライン申請も可能です。
（１）郵送の場合

制度概要

①５月１８日以降、町から順次、対象世帯へ申請書一式を郵送しています。

申請方法

②申請書に記載されている内容を確認し、必要事項を記載の上、同封の封筒で

制度概要

返送してください。なお、本人確認書類の写しを必ず添付してください。

問 合 せ

します。

オンライン申請】と検索してください。

給付金額：下水道基本使用料 2,090 円× 6 カ月＝ 12,540 円
※給付金の支給は、6 月下旬からを予定しています。

令和２年８月１７日

・南会津町役場 住民生活課 国保年金係
・舘岩総合支所 町民課 住民係
・伊南総合支所 町民課 住民係
・南郷総合支所 町民課 住民係

電話：０５７０- ０５- ６７３３（専用ダイヤル）
電話：０２４１- ７８- ３３４５
電話：０２４１- ７６- ７７１２
電話：０２４１- ７２- ２２２４

子育て世代への臨時特別給付金

問 合 せ

支援制度④

・南会津町役場 環境水道課 下水道係
・舘岩総合支所振興課 環境水道係
・伊南総合支所振興課 環境水道係
・南郷総合支所振興課 環境水道係

電話：０２４１- ６２- ６１４０
電話：０２４１- ７８- ３３３５
電話：０２４１- ７６- ７７１７
電話：０２４１- ７２- ２１１４

町営住宅への一時入居

支援内容

給付金

支援内容

一時的な住居の確保

対 象 者

基準日（令和２年３月３１日）時点で、児童手当を受給する世帯

対 象 者

新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や休業等を余儀なくされ、住居を
失った方
●失業や休業等を余儀なくされ、住居を失った方を対象に、一時的な住居を確保します。

対象児童１人につき１万円

給付期間

１回限り

制度概要
給付方法

そ の 他

問 合 せ

申請は不要です（公務員を除く）。児童手当登録口座に給付金を振り込みます。

制度概要

入居期間

入居を希望される方の収入の状況に応じて、使用料が発生します。

原則１年以内

※対象世帯には、あらかじめ案内資料を送付しますので、ご確認ください。
そ の 他

特例給付を受給されている世帯（所得制限を超えている世帯）は対象外です。

・南会津町役場 健康福祉課 子育て支援係

新型コロナウイルス感染症に関する支援制度ガイドブック
2020.5.27

住宅使用料

各種相談窓口

各種相談窓口

給付金額

資金繰りに関すること

資金繰りに関すること

支援制度②

受ける必要があります（１０ページ支援制度①を参照）
。

休業補償に関すること

休業補償に関すること

申請期限

新型コロナウイルス感染症の影響で、納税が困難であると町税務課から認定を

令和２年４月から９月までの６カ月間の下水道基本使用料と同額の給付金を支給
給付金額

（２）オンライン申請の場合
【特別定額給付金

猶予・減免に関すること

猶予・減免に関すること

●町内の全世帯を対象に、家計への支援を行います。

●児童手当を受給する世帯（０歳～中学生のお子さんがいる世帯）を対象に、給付金を支給します。
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生活支援に関すること

生活支援に関すること

支援制度①

電話：０２４１- ６２- ６１７０

問 合 せ

入居できる町営住宅は、空き状況等により変化しますので、詳しくはお問い
合わせください。

・南会津役場 建設課 管理係

電話：０２４１- ６２- ６２３０
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生活福祉資金制度による特例貸付（緊急小口資金）

支援制度⑦

母子父子寡婦福祉資金貸付金

支援内容

貸付（融資）

支援内容

貸付（融資）

対 象 者

新型コロナウイルスの影響で、休業等による減収を余儀なくされた世帯

対 象 者

母子（父子）家庭または寡婦家庭となって 7 年未満の世帯

制度概要

貸付利率

無利子

保 証 人

不要

貸付限度額

制度概要

貸付利率

電話：０２４１- ６２- ４１６９

生活福祉資金制度による特例貸付（総合支援資金）

返済期間

問 合 せ

支援制度⑧

支援内容

貸付（融資）

支援内容

対 象 者

新型コロナウイルスの影響で、失業等による減収を余儀なくされた世帯

対 象 者

制度概要

貸付利率

①保証人を立てることができる場合：無利子
②保証人を立てることができない場合：有利子（年１．０％）
①生活安定貸付の場合：８年以内（猶予期間：１年以内）
②失業貸付の場合：５年以内（猶予期間：１年以内）

・南会津保健福祉事務所 保健福祉課

電話：０２４１- ６３- ０３０５

住居確保給付金
給付金
①２年以内に離職や失業を余儀なくされ、住居を失った・失うかもしれない方
②休業等のやむを得ない理由による減収で、住居を失った・失うかもしれない方

単身世帯：月１５万円

給付限度額

２人以上の世帯：月２０万円

単身世帯：月 33,000 円

３～５人世帯：月 43,000 円

２人世帯：月 40,000 円

６人以上の世帯は、お問い合わせください。

世帯月収の合計（公的給付を含む）と保有資産の合計が基準額以下である必要があります。

３カ月以内

制度概要

無利子

給付要件

単身世帯：月収 111,000 円以下、資産

468,000 円以下

２人世帯：月収 155,000 円以下、資産

690,000 円以下

３人世帯：月収 183,300 円以下、資産

840,000 円以下

４人世帯：月収 218,300 円以下、資産 1,000,000 円以下

保 証 人

５人世帯：月収 252,300 円以下、資産 1,000,000 円以下

不要
給付期間

返済期間

問 合 せ
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１０年以内（猶予期間１年以内）

・南会津町社会福祉協議会
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各種相談窓口

各種相談窓口

貸付期間

1 年以内

●一定期間、家賃相当額を家主に支給します。自立相談支援機関やハローワークを通じて、就労に
向けた活動を行う必要があります。

●失業に伴い、日常生活の維持が困難である世帯を対象に、生活再建に必要な生活費用の貸付を行い
ます。就労に向けた継続的な支援を受ける必要があります。
貸付限度額

貸付期間

月額 105,000 円

資金繰りに関すること

資金繰りに関すること

支援制度⑥

③失業を余儀なくされ、一時的に無収入の状態にある世帯

２年以内（猶予期間１年以内）

・南会津町社会福祉協議会

②職場の休業等により、減収を余儀なくされた世帯

休業補償に関すること

休業補償に関すること

問 合 せ

貸付対象

特例２０万円（学校の休業で仕事がなくなった方、個人事業主等の場合）
１回限り

返済期間

①保育所や学校の休業で、仕事を休まざるを得ず、減収を余儀なくされた世帯

原則１０万円

貸付期間

猶予・減免に関すること

猶予・減免に関すること

●日常生活の維持が困難である母子（父子）家庭または寡婦家庭を対象に、生活費用の貸付を行います。

●休業に伴い、一時的に生計の維持が困難となった世帯を対象に、少額の貸付を行います。
貸付限度額

生活支援に関すること

生活支援に関すること

支援制度⑤

電話：０２４１- ６２- ４１６９

そ の 他

問 合 せ

6 人以上の世帯は、
お問い合わせください

３カ月間
就労に向けた活動に熱心に取り組むなど一定の要件を満たす場合は、支給期間を２回
まで延長できます（最長９カ月間）

・社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 生活自立サポートセンター会津事務所
電話：０２４２- ２３- ７４４５
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町税の猶予

国税の猶予

支援内容

徴収猶予の特例制度

支援内容

徴収猶予の特例制度

対 象 者

新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が相当額減少し、納税が困難である方

対 象 者

新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が相当額減少し、納税が困難である方

●徴収猶予の特例制度に関わる要件は、次のとおりです。
●徴収猶予の特例制度に関わる要件は、次のとおりです。

①新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２年２月以降の任意の期間（１カ月

猶予要件

以下のすべてを満たす方

以上）に、事業等に関わる収入が前年同期比２０％以上減少していること

猶予要件

②一時的に納付が困難であること

制度概要

対象税目

令和２年２月１日から令和３年１月３１日までに納期限を迎える税目

申請期限

令和２年６月３０日または納期限のいずれか遅い日
収入や現金預貯金の状況がわかる資料

提出書類

提出書類
猶予期間等

特例制度に該当しない場合でも、徴収猶予または換価猶予の制度があります。

そ の 他

詳しくはお問い合わせください。

県税の猶予

問 合 せ

支援制度④

支援内容

徴収猶予の特例制度

対 象 者

新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が相当額減少し、納税が困難である方
●徴収猶予の特例制度に関わる要件は、次のとおりです。

提出書類
猶予期間等
そ の 他

問 合 せ

上下水道料金の減免

減免要件
減免期間

新型コロナウイルス感染症の影響で、納税が困難であると町税務課から認定を
受ける必要があります（１０ページ支援制度①を参照）
。
令和２年４月から９月までの６カ月間の上下水道基本料金を対象とします。
①水道料金（１カ月あたり）
：水道メーターの口径で料金が異なります。
13・20mm：2,200 円、25mm：2,970 円、30mm：4,070 円、40mm：6,050 円、

減免内容

猶予期間１年以内、延滞金全額免除、担保不要

50mm：9,020 円、75mm：12,980 円
②下水道使用料（1 カ月当たり）
：2,090 円
※超過料金は減免されません。

特例制度に該当しない場合でも、徴収猶予または換価猶予の制度があります。
詳しくはお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症に関する支援制度ガイドブック
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制度概要

※提出が困難な場合は、ご相談ください。

電話：０２４１- ６２- ５２１２

電話：０１２０- ９４５- ４３０

●町税務課から認定を受けた方を対象に、上下水道基本料金を減免します。

収入や現金預貯金の状況がわかる資料

・南会津地方振興局 県税部

詳しくはお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響で、納税が困難であると町税務課から認定を
受けた方

令和２年２月１日から令和３年１月３１日までに納期限を迎える税目
令和２年６月３０日または納期限のいずれか遅い日

特例制度に該当しない場合でも、徴収猶予または換価猶予の制度があります。

対 象 者

以上）に、事業等に関わる収入が前年同期比２０％以上減少していること

申請期限

猶予期間１年以内、延滞金全額免除、担保不要

料金の減免

①新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２年２月以降の任意の期間（１カ月

（証紙で納めるものを除く）

※提出が困難な場合は、ご相談ください。

各種相談窓口

各種相談窓口

対象税目

収入や現金預貯金の状況がわかる資料

・仙台国税局猶予相談センター

②一時的に納付が困難であること

制度概要

令和２年２月１日から令和３年１月３１日までに納期限を迎える税目

支援内容

以下のすべてを満たす方
猶予要件

対象税目

資金繰りに関すること

資金繰りに関すること

支援制度②

以上）に、事業等に関わる収入が前年同期比２０％以上減少していること

休業補償に関すること

休業補償に関すること

問 合 せ

制度概要

猶予期間１年以内、延滞金全額免除、担保不要

・南会津町役場 税務課 収税係 電話：０２４１- ６２- ６１１０
・舘岩総合支所町民課 住民係 電話：０２４１- ７８- ３３４５
・伊南総合支所振興課 住民係 電話：０２４１- ７６- ７７１２
・南郷総合支所振興課 住民係 電話：０２４１- ７２- ２２２４

①新型コロナウイルス感染症の影響で、令和２年２月以降の任意の期間（１カ月
②一時的に納付が困難であること

※提出が困難な場合は、ご相談ください。

そ の 他

猶予・減免に関すること

猶予・減免に関すること

以下のすべてを満たす方

猶予期間等

10

支援制度③

生活支援に関すること

生活支援に関すること

支援制度①

問 合 せ

・南会津町役場 環境水道課 業務係
・舘岩総合支所振興課 環境水道係
・伊南総合支所振興課 環境水道係
・南郷総合支所振興課 環境水道係

電話：０２４１- ６２- ６１４０
電話：０２４１- ７８- ３３３５
電話：０２４１- ７６- ７７１７
電話：０２４１- ７２- ２１１４
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支援内容
対 象 者

介護保険料の猶予・減免

支援制度⑦

保険料の猶予・減免
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた第１号被保険者（６５歳以上の方）
、
または生計を同じくする世帯主の方

県立高等学校授業料の減免

支援内容

授業料の減免

対 象 者

新型コロナウイルス感染症の影響で、授業料の納入が困難であると認められる生徒
●授業料の納入が困難であると認められる生徒を対象に、授業料を減免します。

●第１号被保険者、または生計を同じくする世帯主の方を対象に、介護保険料を猶予・減免します。

制度概要

県立高等学校

①新型コロナウイルス感染症の影響で、財産に相当な損失が生じたこと

以下のいずれかに該当する生徒

②新型コロナウイルス感染症をり患し、長期入院等を余儀なくされ、収入が

①保護者が生活保護を受けていること

著しく減少したこと

猶予・減免に関すること

猶予・減免に関すること

対象校種

以下のいずれかに該当する方

減免要件

生活支援に関すること

生活支援に関すること

支援制度⑤

②保護者が天災や火災、その他の災害（新型コロナウイスる感染症を含む）の

③新型コロナウイルス感染症の影響で、失業または休業等を余儀なくされ、
収入が著しく減少したこと

影響で、著しく損害を受けたこと

制度概要

減免要件

③保護者が新型コロナウイルス感染症等の影響で、失業や休業等を余儀なくされ、
家計が急変したこと

※財産の損失状況や収入の状況に応じて、減免金額が変わりますので、お問い
合わせください。

※現在、国が運営する「高等学校等就学支援金制度」により、国公立の高等学校

問 合 せ

支援内容
対 象 者

制度は「高等学校等就学支援金制度」の対象とならない生徒に向けたものです。

・南会津町役場 健康福祉課 介護保険係
・舘岩総合支所町民課 住民係
・伊南総合支所振興課 住民係
・南郷総合支所振興課 住民係

電話：０２４１- ６２- ５０５０
電話：０２４１- ７８- ３３２５
電話：０２４１- ７６- ７７１３
電話：０２４１- ７２- ２２２５

減免金額

問 合 せ

支援制度⑧

町営住宅使用料の減免
使用料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町営住宅入居者

生徒が在籍する県立高等学校の授業料と同額

・福島県 教育庁 財務課 電話：０２４- ５２１- ７７５４
・生徒が在籍する県立高等学校

高等教育修学支援新制度による支援

支援内容

入学金や授業料の減免、各種奨学金の支給

対 象 者

新型コロナウイルス感染症の影響で、家計が急変した学生がいる世帯

資金繰りに関すること

資金繰りに関すること

支援制度⑥

６月以内

休業補償に関すること

休業補償に関すること

に在籍する生徒の大部分は、授業料が実質無料になります。ここで示す支援
猶予期間

●家計が急変した学生がいる世帯を対象に、授業料を減免します。
対象校種

●町営住宅入居者を対象に、使用料を減免します。

大学、短期大学、大学院（修士・博士課程）
、高等専門学校（４・５年生）、専修
学校専門課程
以下のいずれかに該当し、家計が急変した学生がいること
②生計維持者が新型コロナウイルス感染症をり患する等で、半年以上就労が困難で

新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や休業等を余儀なくされ、収入月額が

制度概要

前年同月比２０％以上減少している方
減免要件

各種相談窓口

各種相談窓口

①新型コロナウイルス感染症の影響で、生計維持者が死亡したこと

制度概要

あること
減免要件

③新型コロナウイルス感染症の影響で、生計維持者が失業（自発的な失業を除く）
したこと

※収入の状況によっては、減免にならない場合がありますので、お問い合わせ

④新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯収入が大きく減少したこと

ください。

⑤新型コロナウイルス感染症の影響で、学生自身のアルバイト収入等が減少し、
新たな支援を希望すること
支援内容

問 合 せ

12

・南会津役場 建設課 管理係
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電話：０２４１- ６２- ６２３０

問 合 せ

①入学金や授業料の減免措置と給付型奨学金の併用
②貸与型奨学金（無利子・有利子）

・日本学生支援機構 奨学金相談センター
・各学校の学生課や奨学金窓口

電話：０５７０- ６６６- ３０１
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雇用調整助成金（特例措置）

支援内容

助成金

対 象 者

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける雇用保険適用事業主

支援制度③
支援内容
対 象 者

●新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して休業・
教育訓練・出向等を行い、雇用の維持に努めた場合に休業手当や賃金等の一部を助成します。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
（労働者に休暇を取得させた事業者向け）
助成金
新型コロナウイルス感染症の影響による学校等の休業で、子どもの世話が必要になった労働者（保護者）
を対象に、有給休暇（賃金全額支給とし、労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主
●上記事業主を対象に、助成金が支払われます。
労働者（保護者） ①親権者、未成年後見人、その他（里親、祖父母など）

休業等の初日が、令和２年１月２４日から７月２３日までの場合を対象とします。

の定義

雇用保険被保険者として継続雇用された期間が６カ月未満の労働者も助成します。
対象労働者

①緊急対応期間中の場合：中小企業４／５、大企業２／３
②緊急対応期間中で解雇等を行わない場合：中小企業９／１０、大企業３／４
助 成 率

世話が必要となった労働者（保護者）を対象に、有給休暇を取得させた事業者主
助成要件

③新型コロナウイルスに感染した場合に、重症化するリスクのある基礎疾患のある子ども

③その他の期間の場合：中小企業２／３、大企業１／２

令和２年２月２７日から６月３０日までの間に、有給休暇を取得した対象労働者

※９／１０の助成を受けた中小企業に対し、県から上乗せ助成を予定しています。

※ただし、対象労働者の日額換算賃金額は、１日あたり 8,330 円を上限とします。

その他にも支給にあたっての要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

・福島県 職業対策課
電話：０２４- ５２９- ５４０９
・ハローワーク南会津 電話：０２４１- ６２- １１０１

福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金及び支援金

支援内容

協力金及び支援金

対 象 者

福島県の要請に応じて、休止や営業時間短縮の対策を講じた県内事業者
●休止や営業時間短縮の対策を講じた県内事業者を対象に、協力金及び支援金が支払われます。
対象期間

問 合 せ

支援制度④
支援内容
対 象 者

令和２年４月２８日から令和２年５月１５日まで

申請期限

令和２年９月３０日

そ の 他

申請書類等の様式や提出先については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

専用コールセンター

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
（委託を受けて個人で仕事をする方向け）
支援金
新型コロナウイルス感染症の影響による学校等の休業で、子どもの世話が必要となり、契約した仕事
内容を履行することができなくなった労働者（保護者）

労働者（保護者） ①親権者、未成年後見人、その他（里親、祖父母など）

（１）令和２年４月２０日以前に事業を開始し、営業実態が確認できること

の定義

（２）令和２年４月２８日から５月６日までの間に、対策を講じていること
（３）福島県暴力団排除条例に規定する事業者等でないこと

（３）国が示した「新たな生活様式」に対応するための取り組みを講じること

助成要件

制度概要

助成金額

（２）対策を講じた事業所のうち、賃借している事業所が１カ所ある場合：２０万円
（３）対策を講じた事業所のうち、賃借している事業所が２カ所以上の場合：３０万円
②感染症拡大防止支援金
一律１０万円（協力金の交付額に加算）

問 合 せ
14

令和２年７月３１日

・福島県休業協力金コールセンター
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①新型コロナウイルス感染症の影響で、臨時休業した学校等に通う子ども
③新型コロナウイルスに感染した場合に、重症化するリスクのある基礎疾患のある子ども

（１）対策を講じた事業所すべてが自己所有の場合：１０万円

申請期限

世話が必要となった労働者（保護者）
②新型コロナウイルスに感染した子ども、または感染のおそれのある子ども

①感染症拡大防止協力金
交 付 額

各種相談窓口

各種相談窓口

基づいた日時に業務を行うことができない方で、以下のいずれかに該当する子どもの

（１）感染症拡大防止協力金の交付を受けていること

制度概要

②子どもの世話を一時的に補助する親族
令和２年２月２７日から６月３０日までの間に、すでに締結している業務委託契約に

②感染症拡大防止支援金
（２）令和２年５月７日から５月１５日までの間に、対策を講じていること

電話：０１２０- ６０- ３９９９

●上記労働者を対象に、支援金が支払われます。

①感染症拡大防止協力金

交付要件

※賃金相当額は【対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇日数】で算出します。

資金繰りに関すること

資金繰りに関すること

支援制度②

に支払った賃金相当額（１０／１０）

休業補償に関すること

休業補償に関すること

助成金額

ことを表明しています。

問 合 せ

①新型コロナウイルス感染症の影響で、臨時休業した学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子ども、または感染のおそれのある子ども

制度概要

※一定の要件を満たした中小企業に対し、国が１０／１０まで助成率を拡充する

そ の 他

②子どもの世話を一時的に補助する親族
令和２年２月２７日から６月３０日までの間に、以下のいずれかに該当する子どもの

※令和２年４月１日から６月３０日までの緊急対応期間は、雇用保険被保険者で
ない労働者の休業も対象とします。

制度概要

猶予・減免に関すること

猶予・減免に関すること

対象期間

生活支援に関すること

生活支援に関すること

支援制度①

電話：０２４- ５２１- ８５７５

問 合 せ

令和２年２月２７日から６月３０日までの間で、就業できなかった日（春休み等
を除く）について、１日あたり 4,100 円を助成します。

申請期限

令和２年９月３０日

そ の 他

申請書類等の様式や提出先については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

専用コールセンター

電話：０１２０- ６０- ３９９９
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支援内容
対 象 者

持続化給付金

支援内容

補助金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中堅企業、中小企業、小規模事業者、

対 象 者

町内に事業所を有する個人事業主または中小企業者で、町商工会から推薦を受けた
事業者

個人事業主（フリーランスを含む）
、各種法人など

給付金額

【前年の総売上（事業収入）】－【前年同月比▲５０％月の売上×１２カ月】
により算出
法人の場合：２００万円以内、個人事業者等の場合：１００万円以内
※ただし、昨年１年間の総売上からの減少分を上限とします。

④新たな事業展開に関わる経費
対象期間

令和２年３月１日以降の経費

補助要件

町税等の滞納がないこと

補 助 額

※申請回数は１回限りです。

電話：０１２０- １１５- ５７０

補助金

対 象 者

新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が減少し、資金繰りが厳しい状況にある
町内事業者
●町内店舗等の月額賃借料を支援します。

問 合 せ

支援制度④

自動車運送業（タクシー）

飲食店応援前払利用券発行支援事業
利用券の発行

対 象 者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている県内の飲食業経営者
●利用が落ち込んでいる飲食店を対象に、事業資金の確保を支援します。

※大型店は対象外です。

営業に使用する土地、建物、駐車場等に係る月額賃借料
令和２年４月から９月までの期間で、最大３カ月分の家賃等が対象

補助要件

①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月から６月のいずれかの
月で前年同月比２０％以上売上が減少している事業者であること、または
これと同等の状況にあること
②町税等の滞納がないこと

電話：０２４１- ６２- ６２００
電話：０２４１- ７８- ３３３０
電話：０２４１- ７６- ７７１５
電話：０２４１- ７２- ２９００

支援内容

宿泊業、飲食店、飲食料品の卸・小売業、洗濯業、燃料小売業、一般乗用旅客

対象期間

制度概要

助成金額

飲食店の当面の事業資金を確保するため、飲食店で利用できるプレミアム付前払
利用券を作成し、プレミアム分を助成します。

①個人事業主の場合：額面 1,000 円に対して２０％のプレミア分を上乗せ
②法人事業者の場合：額面 1,000 円に対して１０％のプレミア分を上乗せ

月額賃借料の１／２以内（上限１０万円）
※複数の店舗を所有する場合は上限２０万円

・南会津町役場 商工観光課 商工振興係
・舘岩総合支所振興課 企画観光係
・伊南総合支所振興課 企画観光係
・南郷総合支所振興課 企画観光係

新型コロナウイルス感染症に関する支援制度ガイドブック
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※複数の店舗を所有する場合は上限５０万円

各種相談窓口

各種相談窓口

問 合 せ

対象経費の２／３以内（上限３０万円）

・南会津町役場 商工観光課 商工振興係
・舘岩総合支所振興課 企画観光係
・伊南総合支所振興課 企画観光係
・南郷総合支所振興課 企画観光係

助成内容

補 助 額

※予算が無くなり次第、終了となります。

資金繰りに関すること

資金繰りに関すること

商業等持続化緊急対策事業補助金

支援内容

制度概要

③感染予防のための設備改修等に関わる経費

令和３年１月１５日

・持続化給付金事業コールセンター

対象経費

制度概要

②生産設備等の導入または更新に関わる経費

休業補償に関すること

休業補償に関すること

申請期限

支援制度②

対象経費

している事業者

給付限度額

問 合 せ

①店舗等の改修に関わる経費（付帯設備を含む）

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比５０％以上減少

給付要件

猶予・減免に関すること

猶予・減免に関すること

●感染予防のための店舗改修や売上回復に向けた取り組みに関する経費を支援します。

●新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている事業者を対象に、事業の継続を支え、再起の糧
となる、事業全般に広く活用できる給付金を支給します。

制度概要

小規模事業者等活性化補助金

給付金

対象業種

16

支援制度③

生活支援に関すること

生活支援に関すること

支援制度①

電話：０２４１- ６２- ６２００
電話：０２４１- ７８- ３３３０
電話：０２４１- ７６- ７７１５
電話：０２４１- ７２- ２９００

飲食店の
参加申込期限

問 合 せ

令和２年７月３１日

・福島県 商工総務課
・南会津町商工会

電話：０２４- ５２１- ７２７０
電話：０２４１- ６２- ０３２９
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支援制度⑥

セーフティネット保証制度

支援内容

信用保証

対 象 者

新型コロナウイルスの影響で、経営に支障が生じている中小企業

新型コロナウイルス対策特別資金（実質無利子型）

支援内容

貸付（融資）

対 象 者

セーフティネット保証制度（１８ページ支援制度⑤を参照）の認定を受けている中小企業
●セーフティネット保証制度の認定を受けている中小企業を対象に、貸付を行います。

●新型コロナウイルス感染症感染拡大等の突発的事由により、経営の安定に支障が生じている中小
企業を対象に、資金供給を円滑化するため、信用保証協会が一般の保証限度額とは別枠で、借入
債務を保証する制度です。
対象経費

対象経費
貸付限度額

制度概要

問 合 せ

支援制度⑦

保 証 人

原則法人の代表者以外は不要

貸付期間

１０年以内（据置期間５年以内）

申請期限

令和２年１２月３１日

【特別資金について】福島県 経営金融課 電話：０２４- ５２１- ７２８８
【貸付相談・申込み】各金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、商工中金）

新型コロナウイルス対策特別資金（有利子型）

セーフティネット保証制度（１８ページ支援制度⑤を参照）の認定を受けている中小企業
●セーフティネット保証制度の認定を受けている中小企業を対象に、貸付を行います。
貸付要件

セーフティネット保証４号または危機関連保証の認定を受けている中小企業

対象経費

設備資金、運転資金

②危機関連保証の認定を受けた場合

制度概要

あらかじめ町の認定を受ける必要がありますので、ご注意ください。詳しくは
お問い合わせください。

貸付利率

年１．
５％以内（固定）

保 証 料

年０．
５％

担

審査により必要となる場合があります。

保

保 証 人

法人は原則として１名以上、個人は必要による（原則第三者保証人は不要）

貸付期間

１０年以内（据置期間１年以内）

取扱期間

問 合 せ

【保証制度について】福島県信用保証協会 会津支店 電話：０２４２- ２３- ９１７１
【売上認定について】南会津町役場 商工観光課 商工振興係 電話：０２４１- ６２- ６２００
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問 合 せ

8,000 万円

各種相談窓口

各種相談窓口

貸付限度額

セーフティネット保証を受けるための根拠となる売上高等の減少については、
そ の 他

無担保

対 象 者

【一般保証限度額 ２億 8,000 万円以内】＋【ＳＮ保証枠 ２億 8,000 万円以内】

＋【危機関連枠 ２億 8,000 万円以内】

保

貸付（融資）

②セーフティネット保証５号：借入債務の８０％を保証

【一般保証限度額 ２億 8,000 万円以内】＋【ＳＮ保証枠 ２億 8,000 万円以内】

②セーフティネット保証 5 号の認定を受けた中小企業（①を除く）：１／２

支援内容

③危機関連保証：借入債務の１００％を保証

保証限度額

※借入後 3 年間は実質無利子

資金繰りに関すること

資金繰りに関すること

保証割合

年１．
５％以内

休業補償に関すること

休業補償に関すること

（３）最近１カ月以降の３カ月間の売上高等が前年同期比２０％以上減少すること
が見込まれること

①セーフティネット保証４号：借入債務の１００％を保証

3,000 万円
①セーフティネット保証 5 号の認定を受けた個人事業主（小規模に限る）：不要

担

（２）最近１カ月間の売上高等が前年同月比２０％以上減少していること

制度概要

設備資金、運転資金

③セーフティネット保証４号または危機関連保証の認定を受けた中小企業：不要

（１）３カ月以上継続して事業を行っていること

③危機関連保証（以下のすべてを満たすこと）
（１）最近１カ月間の売上高等が前年同月比１５％以上減少していること
（２）最近１カ月以降の３カ月間の売上高等が前年同期比１５％以上減少すること
が見込まれること

貸付利率
保 証 料

①セーフティネット保証４号（以下のすべてを満たすこと）

保証要件

②セーフティネット保証 5 号の認定を受けた中小企業（①を除く）
③セーフティネット保証４号または危機関連保証の認定を受けた中小企業

経営安定資金

②セーフティネット保証５号（以下のいずれかを満たすこと）
（１）最近３カ月間の売上高等が前年同期比５％以上減少していること
（２）製品等原価のうち２０％以上を占める原油等の仕入れ価格が２０％以上
上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと

猶予・減免に関すること

猶予・減免に関すること

①セーフティネット保証 5 号の認定を受けた個人事業主（小規模に限る）
貸付要件

①セーフティネット保証 4 号または５号の認定を受けた場合

18

生活支援に関すること

生活支援に関すること

支援制度⑤

令和３年３月３１日融資実行分まで
※セーフティネット保証制度の取り扱いが終了次第、本資金も終了します。

【特別資金について】福島県 経営金融課 電話：０２４- ５２１- ７２８８
【貸付相談・申込み】各金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、商工中金）
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支援内容
対 象 者

新型コロナウイルス感染症特別貸付（小規模事業者、個人事業主向け）
貸付（融資）

支援内容

新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が減少し、業績が悪化している小規模事業者、
個人事業主（フリーランスを含む）

対 象 者

貸付限度額
貸付利率

制度概要

担

保

貸付要件

貸付（融資）
新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が減少し、業績が悪化している中小企業
（商工中金の株主である中小企業組合、またはその組合員）

設備資金、運転資金

対象経費

6,000 万円

貸付限度額

借入後３年間は 3,000 万円を上限に【基準利率－０．９％】により算出
４年目以降は基準利率

貸付利率

※基準利率については、お問い合わせください。

無担保

制度概要

①新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１カ月の売上高が前年比または
前々年比５％以上減少していること、またはこれと同等の状況にあること

担

保

貸付要件

※定性的な説明でも柔軟に対応します。

貸付期間

問 合 せ

貸付期間

②運転資金１５年以内（据置期間５年以内）

・日本政策金融公庫 会津若松支店

電話：０２４２- ２７- ３１２０

新型コロナウイルス感染症特別貸付（中小企業向け）

問 合 せ
支援制度⑪

※元高（累計貸付額）が２０億円以内である必要があります。

借入後３年間は１億円を上限に【所定利率ー０．
９％】により算出
４年目以降は所定利率

※所定利率については、お問い合わせください。

無担保
①新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１カ月の売上高が前年比または
前々年比５％以上減少していること、またはこれと同等の状況にあること
②中長期的な視点から、業績が回復し、発展が見込まれること
①設備資金２０年以内（据置期間５年以内）
②運転資金１５年以内（据置期間５年以内）

・商工中金 会津若松営業所

電話：０２４２- ２６- ２６１７

小規模事業者経営改善資金特別貸付（マル経融資）

支援内容

貸付（融資）

支援内容

貸付（融資）

対 象 者

新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が減少し、業績が悪化している中小企業

対 象 者

町商工会等が実施する経営指導を受けている小規模事業者

資金繰りに関すること

資金繰りに関すること

支援制度⑨

①設備資金２０年以内（据置期間５年以内）

３億円

休業補償に関すること

休業補償に関すること

②中長期的な視点から、業績が回復し、発展が見込まれること

設備資金、運転資金

猶予・減免に関すること

猶予・減免に関すること

対象経費

新型コロナウイルス感染症特別貸付（中小企業向け）

●商工中金の株主である中小企業組合、またはその組合員を対象に、貸付を行います。

●小規模事業者や個人事業主を対象に、貸付を行います。

●経営指導を受けている小規模事業者を対象に、貸付を行います。
●中小企業（資本金 1,000 万円以上）を対象に、貸付を行います。
対象経費
貸付限度額

制度概要

担

保

貸付期間

問 合 せ

貸付限度額

３億円

貸付利率

借入後３年間は１億円を上限に【基準利率ー０．９％】により算出
４年目以降は基準利率

※基準利率については、お問い合わせください。

制度概要

無担保
①新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１カ月の売上高が前年比または
前々年比５％以上減少していること、またはこれと同等の状況にあること
②中長期的な視点から、業績が回復し、発展が見込まれること

担

保

保 証 人

貸付要件

②運転資金１５年以内（据置期間５年以内）
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電話：０２４- ５２２- ９２４１

設備資金、運転資金
通常の融資枠 2,000 万円＋別枠で 1,000 万円
借入後３年間は【経営改善利率ー０．
９％】により算出
４年目以降は経営改善利率

※経営改善利率については、お問い合わせください。

無担保
不要
①新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１カ月の売上高が前年比または
前々年比５％以上減少していること、またはこれと同等の状況にあること
②町商工会等の経営指導を受けていること
③商工会長等から推薦を受けること

①設備資金２０年以内（据置期間５年以内）

・日本政策金融公庫 福島支店

2020.5.27

対象経費

設備資金、運転資金

各種相談窓口

各種相談窓口

貸付利率

貸付要件
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支援制度⑩

生活支援に関すること

生活支援に関すること

支援制度⑧

貸付期間

問 合 せ

①設備資金１０年以内（据置期間４年以内）
②運転資金７年以内（据置期間３年以内）

・南会津町商工会
・日本政策金融公庫 会津若松支店

電話：０２４１- ６２- ０３２９
電話：０２４２- ２７- ３１２０

新型コロナウイルス感染症に関する支援制度ガイドブック
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生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付

支援内容

貸付（融資）

対 象 者

新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が減少し、業績が悪化している生活衛生
関係営業者

支援制度⑭

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度

支援内容

利子補給

対 象 者

支援制度（事業者向け）⑧～⑬を活用した事業者

●生活衛生関係営業者を対象に、貸付を行います。

対象経費
貸付限度額

制度概要

貸付利率
担

保

氷雪販売業、興行場

各種新型コロナウイルス感染症特別貸付を活用し、以下の要件を満たす事業者

①設備資金

①個人事業主（小規模に限る）
：要件なし

②運転資金（振興計画に基づいて事業を実施する場合に限る）

②小規模事業者（法人に限る）
：売上高が１５％以上減少した事業者

6,000 万円

補給対象

借入後３年間は 3,000 万円を上限に【基準利率ー０．９％】により算出
４年目以降は基準利率

※基準利率については、お問い合わせください。

無担保

前年または前々年と比較を行います。
借入後３年間、発生した利子を全額補給します。

貸付要件

①新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１カ月の売上高が前年比または
前々年比５％以上減少していること、またはこれと同様の状況にあること
②中長期的な視点から、業績が回復し、発展が見込まれること

①日本政策金融公庫の特別貸付を活用した場合
給付内容

中小企業（上限 1 億円）

②運転資金１５年以内（据置期間５年以内）

・日本政策金融公庫 会津若松支店

電話：０２４２- ２７- ３１２０

対 象 者

県生活衛生営業指導センター等が実施する経営指導を受けている生活衛生関係営業を
営む小規模事業者

問 合 せ

支援制度⑮

担

保

保 証 人

貸付要件

利子・保証料補給

対 象 者

町商工会を通じた融資や金融機関等からの借入を行う町内事業者
●町商工会や民間金融機関からの借入金に関わる利子や保証料を補給します。

設備資金、運転資金

①商工会を通じた経営改善資金等に関わる既存借入金の利子補給率

通常の融資枠 2,000 万円と別枠で 1,000 万円

現行の２／３から３／３に変更（令和２年度申請額を含めて３年間）
②民間金融機関が取り扱う福島県の新型コロナウイルス対応制度資金融資等に

借入後３年間は【経営改善利率ー０．９％】により算出
４年目以降は経営改善利率

関わる利子及び保証料

※経営改善利率については、お問い合わせください。

制度概要

無担保
不要

※①～③に国や県による利子及び保証料の補給がある場合は、その分を除きます。

①設備資金１０年以内（据置期間４年以内）
②運転資金７年以内（据置期間３年以内）

問 合 せ

2020.5.27

（初回返済月から３年間に限る）

（初回返済月から３年間に限る）

②原則 6 カ月以上、県生活衛生営業指導センター等の経営指導を受けていること

新型コロナウイルス感染症に関する支援制度ガイドブック

補給内容

3,000 万円を上限に、利子：１．
５％以内、保証料０．５％以内を補給

①新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１カ月の売上高が前年比または
前々年比５％以上減少していること、またはこれと同様の状況にあること

・日本政策金融公庫 会津若松支店

3,000 万円を上限に、利子：１．
５％以内、保証料０．５％以内を補給
③国の特別利子補給制度に該当しない事業者が負担する利子及び保証料

③生活衛生同業組合等の長から推薦を受けること
貸付期間

緊急経済対策利子等補給事業

各種相談窓口

各種相談窓口

貸付利率

電話：０５７０- ７８３１８３

支援内容

●経営指導を受けている生活衛生関係営業者を対象に、貸付を行います。
対象経費

・中小企業 金融相談窓口

資金繰りに関すること

資金繰りに関すること

生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付

小規模事業者または個人事業主（上限 3,000 万円）、中小企業（上限 1 億円）
②商工中金の特別貸付を活用した場合

①設備資金２０年以内（据置期間５年以内）

貸付（融資）

問 合 せ

※売上高は、最近 1 カ月以降の３カ月間のうち、いずれか１カ月を抽出し、

制度概要

原則法人の代表者以外は不要

支援内容

制度概要

③中小企業者（①、②を除く）
：売上高が２０％以上減少した事業者

休業補償に関すること

休業補償に関すること

支援制度⑬

●各種特別貸付を活用した事業者を対象に、借入後３年間の利子を補給します。

保 証 人

貸付期間

問 合 せ

旅館業、公衆浴場、理容店、美容店、クリーニング、飲食店、食肉販売業、

猶予・減免に関すること

猶予・減免に関すること

対象業種

貸付限度額
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生活支援に関すること

生活支援に関すること

支援制度⑫

電話：０２４２- ２７- ３１２０

・南会津町役場 商工観光課 商工振興係
・舘岩総合支所振興課 企画観光係
・伊南総合支所振興課 企画観光係
・南郷総合支所振興課 企画観光係

電話：０２４１- ６２- ６２００
電話：０２４１- ７８- ３３３０
電話：０２４１- ７６- ７７１５
電話：０２４１- ７２- ２９００

新型コロナウイルス感染症に関する支援制度ガイドブック
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外的変化対応資金

支援制度⑱

支援内容

貸付（融資）

対 象 者

経済的な環境の変化（新型コロナウイルス感染症等）により、売上が減少し、業績が
悪化している中小企業
●業績が悪化している中小企業を対象に、貸付を行います。
対象経費

貸付（融資）

対 象 者

新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が減少するなど業績が悪化し、衛生水準の
維持向上に著しく支障をきたしている生活衛生関係営業者

設備資金、運転資金

②売上高が３％以上減少している、または減少する見込みである事業者
設備資金：7,000 万円、運転資金：5,000 万円、併用する場合は 7,000 万円を上限
①セーフティネット保証制度の認定を受けた事業者：年１．７％以内

貸付利率

②売上高が３％以上減少している、または減少する見込みである事業者
：年２．０％以内（固定）、年１．５％以内（変動）

保 証 料

詳しくは、お問い合わせください。

担

保

審査により必要となる場合があります。

保 証 人

法人は原則 1 名以上、個人は必要による

対 象 者

②売上高が３％以上減少している、または減少する見込みである事業者

問 合 せ

支援制度⑲

社会的または経済的な環境の変化（新型コロナウイルス感染症等）により、売上が減少し、
業績が悪化している中小企業、小規模事業者（個人事業主、フリーランスを含む）

申請期限

令和２年８月３１日

農林漁業セーフティネット資金

新型コロナウイルス感染症の影響で、資金繰りに著しく支障をきたしている、または
きたすおそれのある農林漁業者
●農林漁業者を対象に、貸付を行います。

①中小企業：７億 2,000 万円
②小規模事業者・個人事業主：4,800 万円

②最近３カ月間の売上高が前年同期比または前々年同期比５％以上減少していること

対象業種

農業、林業、漁業

対象経費

経営を安定させるために必要な運転資金
①一般枠：1,200 万円

貸付限度額

制度概要

※多くの事業者が該当すると想定される要件を列挙しています。
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電話：０２４- ５２２- ９２４１

保

貸付期間

８年以内（据置期間３年以内）

【中小企業】日本政策金融公庫 福島支店

2020.5.27

担

①設備資金１５年以内（据置期間３年以内）

電話：０２４２- ２７- ３１２０

※ただし、公益財団法人農林水産長期金融協会が利子助成を行う金利負担軽減
措置により、借入後５年間は実質無利子となります。

④新型コロナウイルス感染症等の影響で、資金繰りに著しく支障をきたしていること

【小規模事業者】日本政策金融公庫 会津若松支店

※簿記記帳を行い、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる
場合に限り、特認枠が適用されます。

貸付利率

して悪化していること

問 合 せ

②特認枠：年間経営費等の１２／１２

年間０．
１％

③最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期と比較

②運転資金

各種相談窓口

各種相談窓口

※基準利率については、お問い合わせください。

①最近の決算期における売上高が前期比または前々期比５％以上減少していること

貸付期間

電話：０２４- ５２２- ９２４１

対 象 者

設備資金、運転資金

基準利率

・日本政策金融公庫 福島支店

貸付（融資）

以下のいずれかに該当する事業者で、中長期的な視点から、業績が回復し、発展
が見込まれること

貸付要件

７年以内（据置期間２年以内）

支援内容

●業績が悪化している中小企業、小規模事業者を対象に、貸付を行います。

制度概要

貸付期間

令和３年３月３１日

貸付（融資）

貸付利率

②振興計画に基づく事業を実施している場合：
【基準利率ー０．９％】により算出
※基準利率については、お問い合わせください。

セーフティネット貸付

貸付限度額

②旅館業：別枠で 3,000 万円
①通常の場合：基準利率

貸付利率

【特別資金について】福島県 経営金融課 電話：０２４- ５２１- ７２８８
【貸付相談・申込み】各金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、商工中金）

対象経費

①飲食店営業・喫茶店営業：別枠で 1,000 万円

資金繰りに関すること

資金繰りに関すること

支援内容

経営を安定させるために必要な運転資金

休業補償に関すること

休業補償に関すること

支援制度⑰

対象経費

制度概要

：１０年以内（据置期間３年以内）
申請期限

飲食店営業、喫茶店営業、旅館業

貸付限度額

①セーフティネット保証制度の認定を受けた事業者：１０年以内（据置期間１年以内）
貸付期間

対象業種

猶予・減免に関すること

猶予・減免に関すること

●生活衛生関係営業者を対象に、貸付を行います。

設備資金、運転資金ともに 5,000 万円、併用する場合は 5,000 万円を上限

貸付限度額

問 合 せ

衛生環境激変対策特別貸付

支援内容

①セーフティネット保証制度の認定を受けた事業者

制度概要

生活支援に関すること

生活支援に関すること

支援制度⑯

問 合 せ

無担保
１０年以内（据置期間３年以内）

・日本政策金融公庫 福島支店

電話：０２４- ５２２- ９２４１
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相談内容

新型コロナウイルスに感染した疑いのある方は、すぐに医療機関を
受診するのではなく、
「かかりつけ医」または「帰国者・接触者相談
センター」に電話でご相談ください。

相談窓口④

相談内容

相談窓口②

福島県の緊急事態措置に関する相談窓口

相談窓口⑤

相談内容

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口（国、県）
国、県が設置する新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口です。
ご不明な点等あれば、ご相談ください。

問 合 せ

相談窓口⑥

相談内容

【国：厚生労働省相談窓口】
電話：０１２０- ５６５６５３
受付：毎日（午前９時～午後９時／土・日・祝日含む）
問 合 せ

【県：福島県一般相談コールセンター】
電話：０１２０- ５６７- １７７
受付：平日（午前８時３０分～午後９時）
土・日・祝日（午前８時３０分～午後５時１５分）

新型コロナウイルス感染症に関する支援制度ガイドブック
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新型コロナウイルス感染症に関わる経済対策の相談窓口（南会津町）
町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内事業者を支援
するため、経済対策の相談窓口を設けています。ご不明な点等あれば、
ご相談ください。

【南会津町役場 商工観光課 商工振興係】
電話：０２４１- ６２- ６２００
受付：平日のみ（午前８時３０分～午後５時１５分）

新型コロナウイルス感染症に関する「こころ」の相談窓口
各種相談窓口

各種相談窓口

相談内容

【福島県緊急事態措置コールセンター】
電話：０２４- ５２１- ８６４３
受付：毎日（午前９時～午後６時／土・日・祝日含む）

相談内容

【南会津町役場 健康福祉課 健康増進係】
電話：０２４１- ６２- ６１８０
受付：平日のみ（午前８時３０分～午後５時１５分）

資金繰りに関すること

資金繰りに関すること

問 合 せ

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、福島県が実施
する緊急事態措置に関する相談窓口です。ご不明な点等あれば、
ご相談ください。

町では、感染症対策や予防法に関する相談窓口を設けていますので、
お気軽にご相談ください。

休業補償に関すること

休業補償に関すること

問 合 せ

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口（南会津町）

猶予・減免に関すること

猶予・減免に関すること

問 合 せ

【帰国者・接触者相談センター】
電話：０１２０- ５６７- ７４７
受付：毎日（２４時間／土・日・祝日含む）

相談窓口③
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新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある方の相談窓口

生活支援に関すること

生活支援に関すること

相談窓口①

感染症の拡大や長い自粛生活の中で、ストレスや不安を感じている方
専用の相談窓口です。お気軽にご相談ください。
【福島県精神保健福祉センター：感染症に関する悩み専用回線】
電話：０２４- ５３５- ５５６０
受付：平日のみ（午前９時～午後５時）

問 合 せ

【福島県精神保健福祉センター：心の健康に関する一般相談窓口】
電話：０５７０- ０６４- ５５６
受付：平日のみ（午前９時～午後５時）
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相談内容

【中小企業のためのひまわりほっとダイヤル】
電話：０５７０- ００１- ２４０
受付：平日のみ（午前１０時～正午、午後１時～午後４時）
※電話がつながらない場合は、オンライン申込フォームをご利用ください。

相談内容

相談内容

福島県信用保証協会による相談窓口
県内６カ所の営業店や支店に「経営相談窓口」を開設し、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている事業者
を対象とした、資金調達や借入金の返済に関する相談窓口です。

問 合 せ

【福島県雇用労政課：雇用・就労に関すること】
電話：０２４- ５２１- ７２９０
受付：平日のみ（午前８時３０分）～午後５時１５分

相談窓口⑪

相談内容

問 合 せ

問 合 せ

問 合 せ

中小企業等向けの融資制度に関する相談窓口

相談窓口⑫

【日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル】
電話：０１２０- １５４- ５０５
受付：平日のみ（午前９時～午後５時）
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相談内容

問 合 せ

①雇用調整助成金等の各種助成金に関する相談
②有給休暇及び休業手当といった休業に関する相談
③新型コロナウイルス感染症に関する新たな助成金に関する相談

等

【休業等に関するホットライン】
電話：０２４- ５３６- ２２７０
受付：平日のみ（午前９時～午後４時）

労働問題に関する専用相談窓口（労働者向け）
各種相談窓口

各種相談窓口

相談内容

【休日電話相談窓口】
電話：０２４- ５２６- ２３３１
受付：土・日・祝日のみ（午前９時～午後５時）

福島県社会保険労務士会による無料電話相談窓口

資金繰りに関すること

資金繰りに関すること

【福島県信用保証協会 会津支店】
電話：０２４２- ２３- ９１７１
受付：平日のみ（午前９時～午後５時）

中小企業や小規模事業者、農林漁業者向けの融資制度や申込み手続き
等に関する相談窓口です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内事業者を対象とした、
資金繰りや経営相談、雇用・就労に関する相談窓口です。

休業補償に関すること

休業補償に関すること

相談窓口⑧

県内事業者向けの各種相談窓口

【福島県経営金融課：資金繰りや経営相談に関すること】
電話：０２４- ５２１- ７２８８
受付：平日のみ（午前８時３０分～午後５時１５分）

【オンライン申込フォーム：ＰＣ、携帯、スマートフォン共通】
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/chusho2015/online/

相談窓口⑨
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因する法的な悩みごとに
ついて、弁護士が相談に応じます。身近に相談できる弁護士がいない
中小企業の皆さんは、ぜひご利用ください。

相談窓口⑩

猶予・減免に関すること

猶予・減免に関すること

問 合 せ

中小企業のためのひまわりほっとダイヤル

生活支援に関すること

生活支援に関すること

相談窓口⑦

解雇や労働時間、転勤等の労働条件、勤労者福祉、雇用に関すること、
職場での人間関係といった各種労働問題に関する相談窓口です。相談は
無料で、相談内容等の秘密は厳守されます。

【中小企業労働相談所】
電話：０１２０- ６１０- １４５
受付：平日のみ（午前９時～午後４時）
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相談内容

相談窓口⑯

農林漁業に関する経営相談や支援制度を紹介する相談窓口です。
【農業に関する相談窓口】
南会津農林事務所 農業振興普及部
南会津農林事務所 南郷普及所

電話：０２４１- ６２- ５６４４
電話：０２４１- ７２- ２２４３

【林業に関する相談窓口】
南会津農林事務所 森林林業部

電話：０２４１- ６２- ５３７１

【漁業に関する相談窓口】
福島県水産課

電話：０２４- ５２１- ７３７５

問 合 せ

【福島県消費生活センター】
電話：０２４- ５２１- ０９９９
受付：平日（午前９時～午後６時３０分）
第４日曜日（午前９時～午後４時３０分）

消費生活無料法律相談に関する窓口
新型コロナウイルス感染症に関わる無料法律相談を受け付けています。
事例①収入が減少したので、住宅ローンや保険を見直したい
事例②金融機関から借入をしたいが、多重債務の不安がある 等

相談内容

妊産婦や１８歳までの子どもとその保護者を対象に、子どもの発達や養育に
関する相談を受け付けています。保健師や臨床発達心理士、言語聴覚士の
資格を持った専門員が対応しますので、お気軽にご相談ください。

問 合 せ

【子育て世代包括支援センター「えがお」
：南会津町役場 健康福祉課内】
電話：０２４１- ６２- ６１７０
受付：平日のみ（午前８時３０分～午後５時１５分）
メール：egao@minamiaizu.org

相談窓口⑱

相談内容

【ファイナンシャルプランナーによる生活生計に関する相談窓口】
相談日：毎月第３木曜日、相談時間：午後１時～午後５時
問 合 せ

【弁護士による法律問題に関する相談窓口】
相談日：毎月第１・第３木曜日、相談時間：午後１時～午後５時
※相談は事前予約が必要です。あらかじめ電話予約をお願いします。
福島県消費生活センター 電話：０２４- ５２１- ０９９９
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子ども・子育てに関する相談窓口（南会津町）

問 合 せ

子ども・子育てに関する相談窓口（県）
各種相談窓口

各種相談窓口

相談内容

新型コロナウイルス感染症に関わる相談・情報提供を受け付けています。
事例①不審な業者から消毒作業に関する勧誘電話があった
事例②不審なマスク販売のメールが届いた
事例③感染症対策用品を購入したら、異なる商品が届いた 等

相談窓口⑰

【福島運転免許センター】
電話：０２４- ５９１- ４３８１
受付：平日のみ（午前８時３０分～午後５時）

資金繰りに関すること

資金繰りに関すること

問 合 せ

消費生活相談に関する窓口

運転免許有効期間の末日が令和２年３月１３日から７月３１日までの
運転免許証をお持ちの方は、申請書を提出することにより、３カ月間
運転期間及び更新可能期間が延長されます。

休業補償に関すること

休業補償に関すること

相談内容

相談窓口⑮
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相談内容

※受付：平日のみ（午前８時３０分～午後５時１５分）

相談窓口⑭

運転免許更新に関する相談窓口

猶予・減免に関すること

猶予・減免に関すること

問 合 せ

農林漁業者に関する相談窓口

生活支援に関すること

生活支援に関すること

相談窓口⑬

子どもの養育や子どもの心のケア等、あらゆる相談を受け付けています。
お気軽にご相談ください。

【児童相談所 南会津相談室：南会津保健福祉事務所内】
電話：０２４１- ６３- ０３０９
受付：平日のみ（午前８時３０分～午後５時１５分）
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相談内容

差別、虐待、セクハラ、パワハラ、ネット（ＳＮＳを含む）上の書き込み等、
あらゆる人権問題について相談を受け付けています。

相談窓口㉒
相談内容

【みんなの人権１１０番：全国共通人権相談ダイヤル】
電話：０５７０- ００３- １１０
【子どもの人権１１０番：子どもの人権問題に関する専用ダイヤル】
電話：０１２０- ００７- １１０
【女性の人権ホットライン：女性の人権問題に関する専用ダイヤル】
電話：０５７０- ０７０- ８１０

問 合 せ

聴覚に障がいのある方が、帰国者・接触者外来を受診または入院等が
必要になった場合に、タブレットやスマートフォンを通じて福島県聴覚
障害者協会が実施する遠隔手話通訳を利用することができます。
相談内容

【福島県男女共生センター相談室】
電話：０２４３- ２３- ８３２０
※面接相談や法律相談、カウンセリングをご希望の方は事前予約が
必要です。

性暴力等被害救援協力機関「ＳＡＣＲＡふくしま」による相談窓口

相談内容

性暴力の被害者に対し、被害直後から総合的な支援を提供することで、
被害者の心身の負担を軽減します。産婦人科医療をはじめ心理的支援や
法的支援等のコーディネートを担っています。

問 合 せ

※タブレットやスマートフォン等を使用する場合は、事前にアプリの
ダウンロードとＩＤの登録が必要です。
Skype 用ＩＤ：fukushima.zs4
FaceTime 用ＩＤ：fukushima.zs4@icloud.com
【福島県聴覚障害者協会】
電話：０２４- ５２２- ０６８１
受付：平日のみ（午前９時～午後５時）

各種相談窓口

各種相談窓口

相談窓口㉑

遠隔手話通訳サービス窓口

資金繰りに関すること

資金繰りに関すること

問 合 せ

家族・夫婦・友人との関係、学校・職場・地域での悩み、女性・男性・
ＬＧＢＴの生きづらさに関する相談、配偶者・恋人からの暴力（ＤＶ）
等について、相談を受け付けているほか、法律相談や女性のためのカウ
ンセリングを行っています。

相談窓口㉓

【日本、英、中国】
火～土（午前９時～午後５時１５分：相談員による対応）
【韓国、タガログ、ポルトガル、ベトナム】
木曜のみ（午前１０時～午後２時：通訳員による対応）
【タイ、ネパール、インドネシア、スペイン、韓国、タガログ、ポルトガル、ベトナム】
火～土（午前９時～午後５時１５分：外部通訳サービスによる対応）

休業補償に関すること

休業補償に関すること

相談内容

女性・男性のための相談窓口

外国人住民からの生活相談について、１１言語で対応しています。
【福島県国際交流協会】
電話：０２４- ５２４- １３１６

【インターネット人権相談受付窓口：ＰＣ、携帯、スマートフォン共通】
https://www.jinken.go.jp/
相談窓口⑳

外国人住民のための相談窓口

猶予・減免に関すること

猶予・減免に関すること

問 合 せ

問 合 せ
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人権に関する相談窓口

生活支援に関すること

生活支援に関すること

相談窓口⑲

【ＳＡＣＲＡホットライン】
電話：０２４- ５３３- ３９４０
受付：平日のみ 月・水・金（午前１０時～午後８時）
火・木（午前１０時～午後４時）
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互いを思いやり、
人と自然がやさしさに包まれた、
安心と信頼のまち
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