
福岡県議会議員（福岡市城南区）

守谷正人
ま さも り や と県政

報告
新型コロナウイルス感染症特集号 （2020年5月1日）号外

〒814-0104 福岡市城南区別府6-2-10
e-mail：macmac0621_1965@mail.goo.ne.jp

TEL 092-851-3679
FAX 092-851-3670

http：//moriya-masato.info/ホームページ上で政策や日々の活動をご紹介すると共に、
県民の皆様のご意見ご質問を随時受付しております。

福岡県議会議員

　新型コロナウイルス感染症により私達の生活は一変しました。
不幸にもお亡くなりになった方々に謹んで哀悼の意を表するとともに、感染された方々やそのご家族、
不安のなかにおられる皆様に対して、心からお見舞いを申しあげます。
　また、自らの感染リスクを顧みず、奮闘されている医療関係者の皆様をはじめ、様々な現場で社会を
支えて頂いている皆さまには心から敬意を表し感謝申し上げます。今はひとりひとりが危機感と他者へ
の思いやりの気持ちを持った行動を取って頂ければと思っています。
　日々の生活で少しでもお役に立てればとの想いで新型コロナウイルス感染症に関わる「主な相談窓口」
等を記載した号外を作成致しました。
　皆様のご健康と一刻も早く平穏な生活が戻る日を心より願っております。

◇福岡市　新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル◇
感染の予防・医療機関の受診に関すること、新型コロナウイルス感染症に関する相談。（医療機関を受診前に）

０９２-７１１-４１２６（24時間受付）
聴覚障害のある方は FAX番号：092-733-5535

＃189虐待のご相談は
いちはやく

0120-279-889DVのご相談は
つ な ぐ 　は や く

◇公共料金・税金等の支払いにお困りの方

◇労働（解雇・休業等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 福 岡県労働者支援事務所（092-735-6149）

休業失業などによって家計が苦しくなり、税金や公共料金が支払えずお困りの場合料金
減免や支払い期間について相談する事が出来ます。お問い合わせ窓口にご相談ください。

・市民税、固定資産税、都市計画税等・・・・・ 各 区 役 所 納 税 課（城南区092-833-4026）
・介護保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各区役所福祉介護保険課サービス係（城南区092-833-4105）
・国民健康保健料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各区役所保険年金課収納係（城南区092-833-4124）
・水道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各　営　業　所（城南営業所092-831-1311）
・市営住宅の家賃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福岡市住宅供給公社業務課（092-271-2562）

一人一人が危機感と思いやりを持った行動を！

まずは
電話を！

※福岡市の帰国者・接触者相談センターは
各区の保健所に設置していましたが、4月
20日から新型コロナウイルス感染症相談
ダイヤルに一本化しました。

＆ブログ更新中！

休業・時短要請への協力店舗等への支援

092‐401-0019
　9:00～18:00（土日除く）

10:00～18:00（土日除く）

福岡市店舗への家賃支援お問い合わせダイヤル

092-401-0019
9:00～18:00（土日除く）

休業要請対象外施設への支援ダイヤル

（休業に協力している中小・小規模事業者の皆さんへの支援）

給付

対象：県の休業要請対象施設で、休業又は営業時間を
短縮した店舗の家賃
給付額：上限50万円　助成率：家賃の8割
5月7日以後は家賃の8割、上限30万円

福岡市高齢者社会部事業者指導課
福岡市障がい者部障がい福祉課
福岡市こども未来局指導監査課
※児童福祉・認可外保育等は別途お問合せください

092-711-4257
092-711-4249
092-711-4262

福岡市にもたくさんの生活支援や経済対策等を市民の皆さんに提供しています。
市役所のホームページや各区役所にお問い合わせください。

福岡市役所 ０９２-７１１-４１１１（代表）

市民生活に必要なサービスを安全に提供する休業要請対象外施設への支援
（休業要請対象外事業者への支援）

給付

対象：県が作成した「基本的には休止を養成しない施設一覧」のうち、
市民と直接的に接する機会が多い施設を市民の安全対策に配慮しながら
対象期間内に営業した中小企業等で売上が30％以上減少した事業者
給付：法人15万円、個人事業主10万円（期間中１回）

医療機関及び医療関係者への特別給付金

092-711-4264
福岡市福祉局地域医療課

（医療機関及び医療関係者を支援）

給付

対象：市内医療機関
給付額：40万～600万円（規模による）
対象：新型コロナ患者の入院受入医療機関
給付額：受入患者福岡市民1名につき30万円

介護・保育関係職員への特別給付金
（介護・保育関係職員への支援）

給付

対象：高齢者、保育所、障がい者施設等　
給付金：介護施設等1施設当たり15万円～150万円（規模による）
　　　 保育施設等1施設当たり上限60万円（規模による）

地域の飲食店を支えるテイクアウト支援

092-711-4508
福岡市MICE推進課

（テイクアウトに取り組む飲食店への支援）

給付

対象：市内に店舗を有する飲食店
給付：テイクアウト商品に特典付与して
販売した店舗に10万円

（沢山の支援策があります。市役所各所にお問い合わせください）

その他

〇介護者の感染対応　介護者の感染により要介護者の高齢者や　
障がい者を受け入れる施設に、要介護者
1人あたり15万円を支給。

〇子ども緊急預かり 保護者の感染により、他に養育者がいない
子供を「子ども総合相談センター」で預かる。

〇ペット緊急預かり 飼育者の感染により、飼育困難になった
犬猫を「市動物愛護管理センター」で預かる。

〇文化エンターテイメント 福岡市の魅力を発信する動画1作品の制作
につき50万円を上限に補助。

福岡市の支援等
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北九州市新型コロナウイルス
専用ダイヤル

093（522）8745
（24時間対応）

福岡アジア医療
サポートセンター

092（286）9595
（24時間対応）

久留米市新型コロナウイルス
相談センター 0942（30）9335

福岡県庁がん感染症疾病対策課
感染症対策係 092（643）3288

■新型コロナウイルスの相談窓口一覧
筑紫保健福祉環境事務所 092（707）0524
粕屋保健福祉事務所 092（939）1746
糸島保健福祉事務所 092（322）5579
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 0940（36）6098
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 0948（21）4972
田川保健福祉事務所 0947（42）9379
北筑後保健福祉環境事務所 0946（22）9886
南筑後保健福祉環境事務所 0944（68）5224
京築保健福祉環境事務所 0930（23）3935
夜間・休日の緊急連絡先 092（471）0264

新型コロナウイルス
感染症について

福岡市



新型コロナウイルス感染症対策の主な相談窓口
＜5月1日現在＞支援策は日々更新されています。最新情報は各相談窓口、ホームページ等でご確認ください。

福岡市生活自立支援センター 9:00～17:00（土日祝除く）
0120-17-3456 / 092-732-1188

福岡市特別定額給付金
9：00～17：00（土日祝含む）092-711-4301

持続給付金事業コールセンター
8：30～19：00（5・6月毎日）0120-115-570

福岡県　持続化緊急支援金相談窓口
9：00～17：00（5月中は土日祝含む）0570-094-894

事業資金相談ダイヤル
9：00～17:00（土日祝除く）0120-154-505

学校等休業助成金・支援金等相談
コールセンター
9：00～21：00（土日祝含む）0120-60-3999

福岡市社会福祉協議会
9：00～17：00（土日祝除く）092-791-7266

○各在籍校の奨学金窓口
○日本学生支援機構奨学金相談センター
9：00～20：00（土日祝除く）0570-666-301

福岡市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル
☎

（24時間受付）
092-711-4126
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生計の維持に困ったら 一律1人10万円を給付
※住民基本台帳に記載（4月27日時点）されて
　いるすべての人。
※ＤＶ被害者への救済措置もあります

特別定額給付金

住居確保給付金
対　象：離職・自営業の廃業等で住宅を失う恐れのある人など
支給額：家賃相当額　2人世帯：上限43,000円　3～5人世帯：上限47,000円
支払期間：原則3か月（一定条件を満たせば最長9か月まで可能）
対　象：大学・短大・高専・専修学校
支給額：月額5,900円～75,800円　家計急変発生から3か月以内の申込
学業成績、家計基準等で別途要件あり

10万円以内（但し特に必要と認められた場合は20万円以内）
据置期間：1年以内　償還期限：2年以内

単身世帯：月15万円以内　複数世帯：月20万円以内
据置期間：1年以内　償還期限：10年以内　貸付期限：原則3か月以内

対象：売上が前年同月比で50％以上減少している事業主
給付額：中小 上限200万円、個人事業者 上限100万円

法人：上限50万円、個人事業者等：25万円
国の「持続化給付金」の対象とならない売上30％～50％減の事業主

対象：小学校等休校で労働者が有給休暇を取得した場合
助成：1日当たり8,330円を上限で賃金総合額を助成

対象：小学校等休校で休業したフリーランス
助成：1日当たり4,100円

対象要件：売上高が5％以上減少　融資利率：中小企業事業1.11％ 国民生活事業1.36％
金利引下げ（3年間を上限に▲0.9%）、実質無利子制度あり（諸条件あり）
限度額：中小企業事業3億円（金利引下げ・利子補給の限度額1億円）
国民生活事業6千万円（金利引下げ・利子補給の限度額3千万円）
融資期間：設備資金20年以内（据置5年以内）、運転資金15年以内（据置5年以内）

緊急小口資金（無利子）

総合支援資金（無利子）

持続化給付金

福岡県持続化緊急支援金県 独自

売上が50%以上減少した場合

売上が30％以上50%未満減少した場合

福岡県　中小企業振興課
9:00～17：00（土日祝除く）092-643-3425

福岡県　新事業支援課
9：00～17：00（土日祝除く）092-643-3449

対象：売上が前年同月比15％以上減の事業主　国の「ＩＴ導入補助金」に上乗せ
国の補助率：2/3→国＋県の補助率3/4テレワークの導入支援県 独自

新たな経営革新の取組支援県 独自

テレワークを実施する企業を支援
対象：売上が前年同月比15％以上の減の事業主　例：デリバリーテイクアウト等
給付額：上限50万円　補助率3/4　※経営革新につながる新たな事業の取組を幅広く支援新たな取組を始める事業主を支援

小学校休業等対応助成金

小学校休業等対応支援金

新型コロナウイルス
感染症特別貸付

対象要件：商工会等の経営指導員からの経営指導を受け、かつ売上高が5％以上減少
融資利率:1.21％ 金利引下げ（3年間を上限に▲0.9％）、実質無利子制度あり（諸条件あり）
限度額：1千万円
融資期間：設備資金10年以内（据置4年以内）、運転資金7年以内（据置3年以内）

新型コロナウイルス
対策 マル経融資

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
※下記の福岡県制度融資を利用するために必要となります。

セーフティネット保証4号・5号 9：00～17:00（平日）0120-112-249
（土日祝）092-415-2604

〇お取引のある金融機関
〇福岡県信用保証協会

対象要件：売上高が5％以上減少
融資利率：実質無利子（3年経過後は1.3%）（売上が15％（個人事業主は5%）以上減少した方）
保証料率：0％（売上が15％（個人事業主は5%）以上減少した方）
限度額：3千万円以内　融資期間：10年以内（据置5年以内）

離職等で家賃の支払いに困ったら

日本学生支援機構 家計急変 給付奨学金家計が急変して学費が払えない

学校等休業による補償（フリーランス向け）

学校等休業による補償（雇用労働者向け）

一時的に資金が必要（主に休業者向け）

生活の立直しが必要（主に失業者向け）

資金繰りに困り
融資を受けたいときに

給
付

福岡県　新型コロナウイルス経営相談窓口
9：00～17：00（土日祝含む）0120-567-179

〇お取扱金融機関
〇各地区商工会議所・商工会

対象要件：売上高が5％以上減少
融資利率：1.3％　保証料率：0％（15％以上減少した方）
限度額：1億円以内、融資期間：10年以内（据置2年以内）

新型コロナウイルス感染症
ポータルサイト

福岡県

日本政策金融公庫 9：00～15：00（土日祝除く）

福岡支店 092-431-5296（中小企業事業）
092-411-9111（国民生活事業）

「新型コロナウイルス
感染症対応資金」

県 独自

「緊急経済対策資金」県 独自

貸
付

福岡労働局　福岡助成金センター
8：30～17:15（土日祝除く）092-411-4701

対象労働者：1人1日8,330円上限
助成率：中小企業9/10　大企業3/4　休業補償6割を超える部分は10/10助成雇用調整助成金（コロナ特例）雇用の維持を図るための休業手当に対しての補償


