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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。 ＆ブログ更新中！

私が所属する「警察委員会」では暴力団犯罪の取締り、少年の非行防止及び健全育成対策、交通指導取締り
対策及び交通安全施設の整備、警察施設及び装備の整備、風俗営業等取締り対策、麻薬及び密貿易取締り対
策、警察署の管轄区域などについて審査及び調査を行っています。直近の委員会活動は下記の通りです。

「福岡県警本部地域部地域課航空隊」を視察しました。航空隊はヘリコプターを3機保有（さちかぜ、とびうめ
1号、2号）しており、福岡空港からヘリポートを東区奈多に移設しました。「犯罪の予防・検挙のための警ら活
動」「水難、山岳遭難者等の捜査救助活動」「警察各部門に対する支援活動」等県民の生命と財産を守って頂い
ています。昨年の飛行回数845回。九州北部豪雨での朝倉市や東峰村での救助活動や「あおり運転」の摘発な
ど記憶に新しいと思います。 空からも福岡県警航空隊は私達県民を守って頂いています。

警察委員会と管内視察

　樋井川は福岡市のほぼ中央に位置し、その源は福岡市の城南区と
南区の区界である油山（標高597ｍ）付近に発し、糠塚川、駄ヶ原川、
一本松川、七隈川等の支流を合わせ、博多湾に注ぐ、幹線流路延長
12.9kｍの2級河川です。
　城南区役所や地域からの要望を受け、本年か
ら友泉亭橋まで除草作業を延長しています。
今年は梅光園橋～友泉亭橋区間を5月18日～
5月29日迄の日程で実施しました。

樋井川の除草作業につきまして

〇　5月15日　常任委員会
1　非違事案の発生について
2　ニセ電話詐欺対策の推進状況について
3　新型コロナウイルス感染症の対応状況について

〇　6月18日　常任委員会
　　議案審査（2件）
1　令和2年度福岡県一般会計補正予算（第2号）〔所管分〕
2　令和2年度福岡県一般会計補正予算（第3号）〔所管分〕

〇　5月15日　「警察委員会」の管内視察

①休業を要請されない事業者への所見と支援について
②芸術文化・芸能分野への支援と対応について
③休業要請を守らない事業者の現状と対応ついて
④休業要請解除において知事の声は正確に県民に届いたのか
　※開業間もない事業者への支援等

新型コロナウイルス感染症に
係る「雇用維持・労務管理」を県が

九州在住者（福岡含む）
に対して

①本県の宿泊施設利用
一泊最大5千円/人

②本県を周遊する旅行商品
一泊最大5千円/人
日帰り最大3千円/人

雇用維持のための専門家助言事業
運営事務局

複雑な助成金申請手続きなどを
指導・助言します

「福岡の魅力再発見」

無料相談
お問合せ先 092-715-4383

県 キャンペーン

 7 月 1 日スタート

割引

福岡県議会議員

知事に「新型コロナウイルス感染症の支援策」について質問！
6月定例県議会は6月5日から24日までの日程で開催され「新型コロナ

ウイルス感染症対策」等を盛り込んだ一般会計補正予算総額1660億円
余や「日田彦山線沿線地域復興基金条例」等が最終日に成立しました。
私も今議会では小川知事に対して「新型コロナウイルス感染症における
本県の支援策」について質しました。今回の質問は県民からの多くのご要
望やご指摘が寄せられ、それらを基に発言しました。これからも地域の皆様
の声を政治に届けて参ります。

ひとりひとりの行動が福岡を救う。日本を救う。
　福岡県では、5月14日の「緊急事態宣言解除」を受け、6月1日から一部を除いて県内では感染拡大
防止策の緩和が行われました。休業要請や外出自粛により、私達の暮らしは大きく変わり、これまで経験した
ことの無い事態となりました。
　この間、感染症によりお亡くなりになられた方やご家族の皆様には謹んでご冥福をお祈りいたします。
ご入院や治療をされている方には心よりお見舞いを申し上げます。また、自らの感染のリスクを顧みず、
最前線でご尽力頂いている医療従事者の皆さん、様々な現場で私たちの生活を支えて頂いている皆様に
は敬意を表すると共に活動に感謝申し上げます。
　前号に続き、国や県等の「新型コロナウイルス感染症支援策」をまとめましたので、皆様の生活やお仕事
でご活用頂けたら幸甚に存じます。ひとりひとりの行動が福岡を、そして日本を救います。
　皆様のご健康と一刻も早く平穏な日常が戻る事を願っております。

飛沫拡散防止ボードの中で発言しました。

除草作業の効果…除草作業は河川の流水の
正常な機能が維持され、及び河川環境の整備
と保全のために毎年出水期前のこの時期に草
刈作業を実施しています。



対象：生活が困窮しているひとり親で児童
扶養手当受給世帯
支給額：１世帯5万円、第２子以降１人
につき３万円

城南区役所納税課
8:45-17:15（土日祝除く)
☎092-833-4026

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

「福岡県家賃軽減支援金」
相談コールセンター

9:00-17:00（土日祝日も開設 )
☎092-285-0013

中小企業庁総務課
9:00-17:00（土日祝除く)
☎ 03-3501-1768

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

福岡県
フリーダイヤル
経営相談窓口

9:00-17:00（土日祝含む )
☎0120-567-179

持続化給付金事業
コールセンター

8:30-19:00（7〜12月／土日除く)
☎ 0120-115-570

厚生労働省雇用保険課
☎ 03-3502-6771

福岡県家賃軽減
支援金

福岡労働者支援事務所
8:30-17:15（土日祝除く)
☎092-735-6149

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

福岡市生活
自立支援センター

9:00-17:00（土日祝除く)
☎0120-17-3456

西福岡年金事務所
8:30-17:15（土日祝除く)
☎092-883-9962

城南区役所　保険年金課
8:45-17:15（土日祝除く)
☎092-833-4124

福岡市特別定額給付金コールセンター
9:00-18:00（土日祝除く)
☎0570-092-012

感染の疑いなどで
無給や減給になった

児童手当（本則給付）を受給する世帯に
対し、対象児童1人当たり1万円を支給
します。

特別給付金コールセンター
9:00-17:30（土日祝除く)
☎092-401-0282

子育て世帯への
臨時特別給付金子育て世帯に

福岡市子育て世帯への
臨時特別給付金コールセンター
9:00-17:30（土日祝除く)
☎092-401-0282

臨時特別給付金新 ひとり親世帯への
支援

新型コロナウイルスに感染または感染が
疑われたため、仕事を休み、無給や減給に
なった人に対し、傷病手当金が支給される
場合があります。

城南区役所保険年金課
8:45-17:15（土日祝除く)
☎092-833-4121

新
学生・留学生を
含め働く場を失
った人に短期雇
用の場を提供

給
付

貸
付

減
免
・
猶
予

全ての皆さまに
（申請受付8月末迄）

生活資金に不安が
ある（無利子）

国民健康保険料（税）
などが払えない

納税が難しい

特別定額給付金

国民健康保険・
後期高齢者医療
制度の傷病手当金

住民基本台帳に記録されている人に対
し、1人当たり10万円を給付します。

2020年6月25日時点で利用可能な制度の一部を紹介しています。
前回5月1日発行分から新規・変更・追加があったもののみ赤文字にしています。第２弾新型コロナウイルス対策支援一覧

個人・世帯向けの主な支援 事業者向けの主な支援

雇用の維持を
図るための休業
手当に対して
補償
(従業員向け）

新

売り上げが
前年比50％以上減少
（申請受付2021年1月15日迄）

持続化給付金

売り上げが
前年比30％以上
50％未満減少
（申請受付7月末迄）

福岡県持続化
緊急支援金

売り上げが前年同月比50％以上減少し
た事業者に給付金を支給します。
上限額 法人200万円　個人事業者100万円
2020年１～3月の間に創業した事業者とフリーランス

売り上げが前年同月比30％以上50％
未満減少した事業者に支援金を支給し
ます。
上限額 法人50万円
　　　 個人事業者25万円

福岡県
持続化緊急支援金

相談窓口
9:00-17:00（土日祝除く)
☎0570-094894

新型コロナウイ
ルス感染症
対応休業支援金
（仮称）

対象：事業主が休業させた間の賃金の
支払いが受けられなかった中小企業労
働者　※労働者自ら申請可能
給付額：平均賃金の８割程度　月額ベ
ースで33万円上限

収入が減少した
事業者に家賃を
支援

新 家賃支援給付金

売上急減した
事業者の家賃を
支援
（国の給付金対象者）

新

貸付額　　20万円以内
据置期間　1年以内
償還期限　2年以内

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

一時的に納税ができない場合、納税を猶予
する制度があります。今年2月以降、収入が前
年同期比20％以上減少した場合は、担保不
要・延滞金なしの特例制度が受けられます。

一定程度収入が下がった場合など、保険料
（税）の減免や納付猶予を受けられること
があります。（滞納により資格証明書をお
持ちの人が帰国者・接触者外来を受診する
場合も、窓口負担に公費適用があります）

休業などによる収入減少で住居を失う
恐れのある人に対し、家賃相当額（上限
あり）を支給します。
支給期間 原則3カ月（最長9カ月）

緊急小口資金
（主に休業され
た人向け）

総合支援資金
（主に失業され
た人向け）

国民健康保険料
（税）などの減免・
納付の猶予

家計が急変して
奨学金返済ができない

猶予期間：1年毎に申請　通算10年まで
収入条件：直近3か月の給与明細書等を元
に計算
※ほかにも減額返済制度等もあり。
　詳細は機構へ

日本学生支援機構
奨学金返還期限
猶予

国民年金保険料
が払えない

一時的に国民年金保険料を納付するこ
とが困難な場合、免除や納付の猶予が適
用されることがあります。

国民年金保険料
の免除・納付の
猶予

納税の猶予

住
ま
い

家賃が払えない
（民間賃貸など） 住居確保給付金

学生・留学生を含め働く場を失った人向
けに、緊急に短期の働く場を提供します。

雇
用

緊急短期雇用
創出事業

補
助
・
助
成

一時休業などにより、
休業手当などを
支給する場合
（適用期間9月末迄）

雇用調整助成金

小学校休業等
対応助成金・
支援金

一時休業などにより労働者の雇用維持
を図った場合、休業手当などの一部助成
が受けられます。1日1人15,000円上限
助成率 中小企業4/5（解雇などしな
かった場合10/10）など

従業員が小学校など
の休校で休業した
場合
（適用期間9月末迄）

1日当たり15,000円を上限に賃金相当
額を助成します。フリーランスの人の場
合は、1日当たり7,500円を助成します。

緊急経済対策
資金

資金繰りのため融資
を受けたい

※融資対象者には、
　一定の要件があります。

融資利率1.3％・保証料ゼロ
融資限度額 1億円
融資期間　 10年以内
据置期間　 2年以内

新型コロナウイ
ルス感染症対応
資金

政府系金融機関
による融資

3年間実質無利子・無担保・保証料ゼロ
融資限度額 4,000万円
融資期間　 10年以内
据置期間　 5年以内

3年間実質無利子・無担保の
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
などがあります。

日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
☎0120-154-505

貸
付

福岡市社会福祉協議会
9:00-17:00（土日祝含む )
☎092-791-7266

厚生労働省
「全国共通相談ダイヤル」
9:00-21:00（土日祝含む )
☎0120-46-1999

給付額：家賃の2/3（法人
50万円・個人25万円まで）
６ヶ月で最大 法人300万
円、個人150万円
※上限超の場合例外措置
により６ヶ月で最大 法人
600万円、個人300万円
給付額：家賃の1/15  
６ヶ月で最大 法人30
万円、個人15万円
※上限超の場合例外
措置により６ヶ月で最
大 法人60万円、個
人30万円

対象：5～12月に
おいて
売上50%以上
減少（単月）

または

売上30%以上
減少
（連続した３ヶ月）

給
付


