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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業

野洲市民の皆様

１．個人向け給付金について

個人向け

2

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない
一定の世帯に対して支給します。

■対象
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯（＊）
で、以下の要件を満たすもの。
（＊）
・総合支援金の再貸付を借り終わった世帯/ 令和4年
3月までに借り終わる世帯
・総合支援金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援金の再貸付の相談をしたものの、申込に至
らなかった世帯

（1）収入要件
収入が①②の合算額を超えないこと（月額）
①市町村民税均等割非課税額の1/12
②生活保護の住宅扶助基準額

（2）資産要件
預貯金が①の6倍以下であること（ただし100万円以
下）

（3）求職要件
以下のいずれかの要件を満たすこと
・ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職
活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活
の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請
を行うこと

■支給額 （月額）単身世帯：6万円
2人世帯：8万円

3人以上世帯：10万円

■支給期間 申請月から3ヵ月
（申請受付は令和4年12月末まで）

1
新型コロ
ナウイル
ス感染症
生活困窮
者自立支
援金

野洲市
市民生活相談課

☎ 587-6063

国
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2
低所得の
子育て世
帯に対す
る子育て
世帯
生活支援
特別
給付金

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化
する中で、食費等の物価高騰等に直面する
低所得の子育て世帯に対しその実情を踏ま
えた生活の支援を行う観点から「子育て世
帯生活支援特別給付金」を支給します。
■対象
① 児童扶養手当受給者等（低所得のひとり親世帯）

② ①以外の令和4年度分の住民税均等割が非課税
の子育て世帯（その他低所得の子育て世帯）

＊②の対象となる児童の範囲は①と同じ
（18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児
童（障害児の場合は20歳未満））

■児童1人あたり一律5万円

■申請手続き
①低所得のひとり親世帯
令和4年4月分の児童扶養手当受給者につい
て、可能な限り6月までに支給（申請不要で
支給）
児童扶養手当の支給要件に該当している児
童（＊）を監護等している者で直近の収入
が減少した世帯等についても可能な限り速
やかに支給（要申請）
（＊）父母が婚姻を解消した児童、父または母が
死亡した児童 等

②その他低所得の子育て世帯
令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養
手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等
割が非課税である者について、課税情報が
判明したのち、可能な限り速やかに支給（
申請不要で支給）
＊上記以外の者のうち、対象児童を養育す
る者で、令和4年度分の住民税均等割が非課
税である者（例：高校生のみ養育世帯）や
直近で収入が減収した世帯等についても、
可能な限り速やかに支給（要申請）

申請期間
令和5年2月末まで

野洲市
子育て家庭支援課

☎ 587-6884

コールセンター
0120-400-903
（平日9：00～

18：00）

国
個人向け
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個人向け

3
住居確保
給付金

離職や廃業等の理由により住居を喪失している
方、または喪失する恐れのある方を対象に、一定
期間家賃相当額を家主へ支給します。

■対象者
離職・廃業から２年以内または休業等により収入
が減少し、離職等と同程度の状況にある方。
（収入要件・資産要件等条件あり）

野洲市
市民生活相談課

☎587-6063

国

4
傷病手当
金の支給

健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理
由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ
場合に、所得保障がされます。

◆自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナ
ウィルス陽性」と判定を受け入院している
◆発熱などの自覚症状があり、療養のために仕
事を休んでいる等の場合についても、傷病手当
金の支給対象となりえます。

☎お問い合わせ

ご加入の
健康保険の保険
者または勤務先

5
雇用保険

の
基本手当

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて失業
した方が、被保険者期 間等の要件を満たせば
雇用保険の基本手当を受給することができます
。

■給付内容
基本手当日額※1×所定給付日数※2
※1 離職前の賃金額等に応じて50%～80%
※2 被保険者期間に応じて90日～330日
【受給要件】 ・離職前2年間に、被保険者期間
が通算して12か月以上(倒産、 解雇等の場合
は離職前1年間に、6か月以上)あること ・初回
は、ハローワークに来所して求職の申込み等を
いただく必要が あります。

ハローワーク
草津

☎ 562-3720

国



個人向け
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6
傷病手当
金の支給
（新型コロナ
ウイルス感染

症関連）

国民健康
保険

国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス
感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感
染が疑われることにより会社等を休み、事業主
から十分な給与等が受けられない場合に支給
されます。次の4つの条件をすべて満たす方
（1）給与の支払いを受けている野洲市の国民
健康保険加入者であること。
（2）新型コロナウイルス感染症に感染し、又は
発熱等の症状があり感染が疑われることにより
、療養のため労務に服することができなくなった
こと。
（3）労務に服すことができなくなった初日から
3日を経過し、4日目以降も連続して仕事を休
み、4日目が令和2年1月1日から令和4年12
月31日までの間に属すること。
（4）給与等の支払いを受けられないか、一部
減額されて支払われていること。

※ 労務に服することができなくなった日の翌日か
ら2年を経過すると、時効により申請することができ
ません。

＜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×日数

野洲市
保険年金課

☎ 587-6081

7
傷病手当
金の支給
（新型コロナ
ウイルス感染

症関連）

後期高齢
者医療保

険

後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロ
ナウイルス感染症の療養のために勤務する会
社等を休み、事業主から給料・報酬等が受けら
れない場合、申請により傷病手当金が支給され
ます。

・対象となる方
会社等に雇用されている方のうち、新型コロナ
ウイルス感染症に感染した方、または発熱等の
症状があり感染が疑われる方

※ただし、令和2年1月1日から令和4年12月
31日の間に休んだ場合に限ります。

※上記の期間中から継続して入院等されてい
る場合、支給期間は最長1年6ヶ月です。

野洲市
保険年金課

☎ 587-6081
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個人向け

8

新型
コロナ

ウイルス
感染症に

係る
野洲市

国民健康
保険傷病
見舞金

市独自
自営業者等が新型コロナウイルスに感染した

場合に「野洲市国民健康保険傷病見舞金」を
支給します。

■ 対象者
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当の対
象とならない野洲市の国民健康保険被保険者
（被用者以外の被保険者）で、新型コロナウイ
ルス感染症への罹患による療養のため、主たる
収入を得るための活動ができなかった方。

■ 支給額
１人当たり一律１０万円

■支給要件
令和2年1月1日から令和４年12月31日まで
に新型コロナウイルス感染症に感染した方

■ 参考URL（野洲市HPへ）
https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/hoken_nenkin/kokuh
o/kokuho/kokuhokyuuhu/1590383482190.html

野洲市
保険年金課

☎ 587-6081

https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/hoken_nenkin/kokuho/kokuho/kokuhokyuuhu/1590383482190.html


個人向け

10
求職者
支援

（職業訓練

給付金）

雇用保険を受給できない求職者の方(受給を終了した方を
含む)が、 ハローワークの支援指示により職業訓練を受講
する場合、職業訓練期 間中の生活を支援するための給付
を受けることができます。

■対象者
(全てを満たす必要あり)】
1 ハローワークに求職の申込みをしていること
2 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
3 労働の意思と能力があること
4 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが
認めたこと 【支給要件(全てを満たす必要あり)】

1 本人収入が月8万円以下
2 世帯全体の収入が月40万円以下
3 世帯全体の金融資産が300万円以下
4 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していな

い
5 全ての訓練実施日に出席している (やむを得ない理由

により受講しなかった実施日がある場合にあっては、8割
以上出席している)

6 世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けて
いる人がいない

7 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の
給付金の支給を受けたことがない

■ 支給額 ： 職業訓練受講手当：月額10万円

ハローワーク
草津

☎ 562-3720

7

国

国

9
未払賃金
立替払
制度

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、企業が倒産した場
合であって も、賃金が支払われないまま退職した労働者に
対して、その未払賃金の 一定範囲について政府(事業の実
施は(独)労働者健康福祉機 構)が代わって支払う制度があ
ります。

■対象者
(全てを満たす必要あり)】
1.労災保険の適用事業で1年以上にわたって事業活動を
行っていた 事業主(法人、個人を問いません。)に雇用され、
企業の倒産に伴い 「未払賃金」が残ったまま退職した労働
者
2.1裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の
場 合)又は2労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認
定申請日 (事実上の倒産の場合)の6ヶ月前の日から2年の
間に、当該企業を 退職した人
3.未払い賃金額等について破産管財人等の証明又は労働
基準監督 署長の確認を受けた人
【立替払額】
「未払賃金の総額」の100分の80の額(限度額あり) ※未
払賃金:退職日の6ヶ月前の日から労働者健康安全機構に
対する立替払 請求の日の前日までの間に支払期日が到来
している「定期賃金」及び「退職手当」であって、未払となっ
ているもの

在職していた
事業場の所在地
を管轄する
労働基準監督署

https://www.c
heck-
roudou.mhlw.g
o.jp /soudan
/index.html
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新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられ
た労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができ
なかった方に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業
支援金・給付金を支給します。

■対象期間
令和4年7月1日～令和4年11月30日まで

■対象者
⑴新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が
休業させ、その休業に対する賃金（休業手当）を受け取
っていない方。

⑵大企業に雇用されるシフト制労働者等であって、新型
コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業さ
せ、その休業に対する賃金（休業手当）を受け取ってい
ない方。

■支給額
休業前賃金の80％（日額上限：8,355円）

（令和4年7月分は上限8,265円）
↓

・1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務
時間が減少した場合でも1日4時間未満の就労であれば、1/2
日休業したものとして対象となります。
・週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対
象となります。（就労した日などを休業実績から除いた上で
対象となります）

■申請期限

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
のご案内」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/
000811764.pdf

11
新型コロナ

ウイルス
感染症対応
休業支援金

・給付金

厚生労働省新型
コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給
付金コールセンター

☎ 0120-221-276

月～金
（8：30～20：00）
土日祝
（8：30～17：15）

個人向け

休業した期間 申請期限

令和4年7月～9月 令和4年12月31日（土）

令和4年10月～11月 令和5年2月28日（火）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811764.pdf


個人向け
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12

電力・ガス・
食料品等
価格高騰
緊急支援
給付金

について

電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増
を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世
帯（住民税非課税世帯）、また予期せず家計が
急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にある
と認められる世帯（家計急変世帯）に対し給付
する。

給付額 ： 5万円/1世帯

申請手続
（1）住民税非課税世帯
申請手続きは不要です。
※確認書を送付しますので内容をご確認いただき、返送
してください。（準備が整い次第順次発送します）
（2）家計急変世帯
申請手続きが必要です。

詳細については、決まり次第ホームページにてお知らせ
します。

https://www.city.yasu.lg.jp/oshirase/korona/1
643600997354.html

野洲市
社会福祉課

国

https://www.city.yasu.lg.jp/oshirase/korona/1643600997354.html
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国民健康
保険税の

軽減

・国民健康保険税において、世帯の前年
の所得が一定以下の場合、均等割及び
平等割が軽減されます。（7割・5割・2割
軽減）

・会社都合により離職（解雇・雇止め、事
業主からの働きかけによる正当な理由の
ある自己都合退職等）を余儀なくされた
方は国民健康保険税が軽減される場合
があります。
軽減割合は、給与所得を本来の金額の
１００分の３０とみなして課税計算します。
■対象
会社都合等により離職した６５歳未満の
方で、ハローワークが発行する「雇用保険
受給資格者証」を持ち、離職理由が条件
に該当する方。（特定受給資格者：11・
12・21・22・31・32）
（特定理由離職者：23・33・34）

野洲市
税務課

☎ 587-6040

個人向け２．減免制度や猶予について

10

14
新型コロ
ナウィルス
の影響に
よる収入
減少にか

かる
国民健康
保険税の

減免

新型コロナウィルスの影響により収入減
少する方は一定の要件を満たすことで国
民健康保険税が一部または全額減免に
なります。
■ 対象者
国民健康保険に加入している世帯で、
①新型コロナウィルスに感染し、世帯主が
死亡または重篤な傷病を負った世帯。
②新型コロナウィルスの影響で、世帯主
の事業収入等が前年に比べ3割以上の
収入減少が見込まれる世帯。
■減免の対象となる国保税
納期限が令和4年4月1日～令和5年3月
31日までの分
（令和4年度の国保税）

野洲市
税務課

☎ 587-6040
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介護保険料
の徴収

猶予・減免

新型コロナウイルス感染症に被保険者（ご
家族含む）が羅患された場合のほか、新型
コロナウイルス感染症の影響による個別の
事情に該当する場合は、保険料の納付につ
いて相談を受けております。

■対象 事業の継続が難しくなった、収入が
大幅に減少した等の理由で保険料を一時
納付することが困難になった方

野洲市
介護保険課

☎ 587－6074

個人向け

11

16
後期

高齢者
医療保険料
の徴収猶予

・減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、一
定の要件を満たす人は、保険料が一部又は
全額、減免となる場合があります。また、要
件を満たさない場合でも保険料の納付につ
いて相談を受けております。

■対象
下記の①又は②に該当する被保険者
①新型コロナウイルス感染症により、世帯主
が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の
人②新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、世帯主の収入減少が見込まれる世帯の
人
※納付相談については全ての被保険者を
対象としています。

野洲市
保険年金課

☎ 587-6081

17
国民年金
保険料の
免除等

一時的に国民年金保険料を納付することが
困難な場合について一定の要件に該当する
方は申請に基づき保険料の免除等が適用
できる場合があります。

■対象
失業、事業の廃止（廃業）または休止の届
出を行っている方等、国民年金保険料の納
付が困難な方や、新型コロナウイルス感染
症の影響により収入が減少した方

草津年金事務所
☎ 587－6013

保険年金課
☎ 587-6081



個人向け

12

18
水道料金、
下水道使
用料の

支払猶予

新型コロナウィルス感染症の影響による離職や
収入の減少等により生活が困窮する個人や事
業者に対し支払いの猶予をします。

■対象者
新型コロナウィルス感染症にかかる貸付等を利
用している、又は一時的に水道料金等の支払い
に困難をきたしている方

野洲市
上下水道課

☎ 589－6433

20
新型コロナウイル
ス感染症対策に
伴う臨時休園等
の保育料の取扱
い(幼稚園、こども

園、保育所(園))

新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休
園や登園停止中の欠席日数分にかかる保育
料等を減額します。各保育施設等に登園された
日数を確認し行いますので、保護者様に手続き
いただく必要はありません。

野洲市
健康福祉部 こど
も課

☎ 587-6052

19
市営住宅
家賃の
減免・

徴収猶予

入居者が疾病、療養、災害、その他特別な事情
により収入月額が著しく減少した場合、家賃の
減免又は納付の猶予をします。

■対象
市営住宅の入居者

野洲市
住宅課

☎ 587－6322

新型コロナウイルスの影響により市税を
一時に納付することが困難な場合、納税
者の申請により納税の猶予が認められる
ことがあります。

■要件
次の1,2のいずれも満たす納税者・特別
徴収義務者が対象となります。

1.新型コロナウイルスの影響により、、事
業等に係る収入が前年同期に比べて概
ね20％以上減少していること。
2.一時に納付し、または納入することが
困難であること。

21
市税の

徴収猶予

野洲市
納税推進課

☎ 587－６０１３
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22

国税の
納税猶予

事業の継続が難しくなった、収入が大幅
に減少した等の理由で国税を一時に納
付することが困難な場合、損失を受けた
費用等に応じて分割納付や１年間の納税
猶予が認められる場合があります。

■対象
事業の継続が難しくなった、収入が大幅
に減少した等の理由で国税を一時に納
付することが困難になった方

■参考URL
https://www.nta.go.jp/taxes/noze
i/nofu_konnan.htm （国税庁HP)

大阪国税局
猶予相談センター

☎06（6630）3680

草津税務署
☎077（562）1315

23
電気・ガス・
電話料金、
NHK受信
料等の支
払猶予等

個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染
症拡大の影響により、 電気・ガス・電話料金・NHK受信
料の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置
かれた状況に配慮し、料金の支払いの猶予や料金未払
いによるサービス停止の猶予等について、柔軟な対応
を行うことを事業者に要請しています。
(※)このほか、水道・下水道及び公営住宅の家賃の支
払いが困難な事 情がある者に対しては、その置かれた
状況に配慮し、支払の猶予等、迅速 かつ柔軟に対応す
るよう、事業者へ要請が出されています。

【お問合せ先】 電気・ガス・電話料金・NHK受信料の支払いにお悩みの方は、まずは
一 度、御契約されている事業者に御相談をお願いいたします。
■ 電気料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf
■ ガス料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf
■ 電話料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000682993.pdf
■ NHK受信料に関する相談窓口
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html

個人向け

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000682993.pdf
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html


４．その他

24
県営住宅一
時受入事業

解雇などにより住居の退去を余儀なくされた方を
対象に、県営住宅空き住居を活用し、一時受け入
れします。

■対象 全世帯

滋賀県
土木交通部
住宅課

☎ 528-4234

個人向け

25
新卒者内
定取消等
特別相談

窓口

新型コロナウイルス感染症の影響で内定の取り消しや入職時期の
繰り下げにあった方のための特別相談窓口を設置しました。 来所
しなくても電話で相談できます。
■【支援内容】
1.内定が取り消されてしまいそうなとき 皆様の内定取消し回避に
向けて、企業へ働きかけを行います。
2.内定が取り消されてしまったとき 個別のきめ細かな支援により、
みなさまが早期に新たな就職先を決定できるよう 全力で支援します。

3.就職活動に自信・意欲をなくしてしまったとき 臨床心理士などの
支援により心理的なサポートや再度の就職活動に向け、本人 の状
況や希望を丁寧に伺いながら支援します。

全国の新卒応
援ハローワーク

https://www.mh
lw.go.jp/stf/sei
sakunitsuite/bu
nya/0000 
184061.html

14

県

国

新型コロナウイルス感染症患者で自宅療養中で症状
が出ておられる方のうち、インターネットで食料の購入
ができない、家族全員が陽性かつ有症状で食料品を
確保できない方を対象に、必要となる食料品をご自宅
にお届けする支援を行っています。（ご飯、レトルト丼類、
水等）
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/533
3814.pdf

※感染状況によっては配達に時間を要することがありま
す。アレルギーには対応できません。同居者は対象にな
りません。

しがネット受付サービスにより受付しますので、下記の
申込フォームによりお申込みください。

自宅療養者食糧支援申込フォーム
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-
apply/apply-procedure-alias/shiga-covid19-
syokuryoushien

【無症状の方、症状軽快後24時間経過された方へ】
令和4年9月7日以降、症状軽快後24時間経過された
方や無症状の方は、食料品等の買い出しなどの生活に
必要な最小限の外出が可能となりました。つきましては
上記に該当される方は食料支援の対象となりませんの
でご了承ください。

26
自宅待機
者、濃厚
接触者へ

の
食料品支
援に関す
るご案内

滋賀県感染症対
策課療養支援係

090-5905-
3487

（平日９：００～１７：００
（12:00～13:00休止
））

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000 184061.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5333814.pdf
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/shiga-covid19-syokuryoushien
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個人向け
新型コロナウイルス感染症による自宅療養者または濃
厚接触者で、近隣に生活を支援できる親族等がいない
場合、生活に必要となる食料や日用品、薬等の購入な
どが困難になります。そこで、市では、「野洲市緊急時生
活支援スキーム」を構築し、食料品等の買い物、薬の受
け取り代行を行います。

対 象…市内に住所を有し、次の1.2.に該当する人
1. 保健所から自宅療養または自宅待機を指示された
人
2. 1.の指示期間内において親族等から支援を受ける
ことが困難な人

内 容…食料、生活必需品、衛生品の買い物代行、薬
の受け取り代行
※原則3回に限る

【無症状の方、症状軽快後24時間経過された方へ】
令和4年9月7日以降、症状軽快後24時間経過された
方や無症状の方は、食料品等の買い出しなどの生活に
必要な最小限の外出が可能となりました。

野洲市
市民生活相談課

☎ 587－6063

27
自宅療養
者または
濃厚接触
者への生
活支援

市独自

生活を支えるための支援のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

厚生労働省のリーフレットです

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf


事業者向け支援については、
下記リンクのリーフレットをご確認ください

16

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事
業者の皆様へ

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?1027

経済産業省の事業者向けリーフレットです

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?1027
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?1027


資料編：終了した事業

特別定額
給付金

国の緊急経済対策として、家計への支援を行い
ます。
◎支給額 １人につき１０万円
◎対象 令和２年４月２７日時点で、野洲市の
住民基本台帳に記録されている人。
◎申請期限…令和2年8月19日まで
◎給付決定・振込…5月29日から順次

（以後、毎週金曜日に振込）

野洲市総務課
特別定額給付金
担当

☎ 518-1650

子育て
世帯への
臨時特別
給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、
児童手当を受給する世帯に対して、臨時・特別
の一時金を支給するものです。

※ 申請は不要です。
支給は7月3日（金曜日）です。

野洲市
子育て家庭支援課

☎ 587-6884

個人向け

国

国

17

ひとり親世帯
臨時

特別給付金
（再支給）

国 子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯については、子
育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に
大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした
世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
１．基本給付

令和２年12月11日時点で、すでにひとり親世帯臨
時特別給付金（基本給付）の支給を受けた方、または
申請をしている方
２．給付額

１世帯当たり５万円、第２子以降１人につき３万円
３．申請手続き
▶ 申請不要

（給付金を希望しない場合は、届出書を12月21日（月
）までに必着で提出してください。）
▶ 前回の基本給付の振込指定口座に振込みます。

野洲市
子育て家庭支援課

☎ 587-6884

令和2年７月３日
支給完了

令和2年８月１９日
申請終了

令和2年
12月21日
届出終了



個人向け

18

住民税非
課税世帯

等に対する
臨時特別
給付金に
ついて

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々
な困難に直面した方々の生活・暮らしの支援のため、住
民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給

付金を支給いたします。この情報は、5月30日現在のもの

です。今後、国からの方針等により変更する場合があります。

＜給付対象世帯＞
原則、以下の（1）または（2）の方が対象となります。ご
自身が、支給対象者となるか否かについてのお問合せ
は、回答できませんので、あらかじめご了承ください。

（1）住民税非課税世帯
世帯全員の令和3年度分または令和4年度分の「住民税均
等割が非課税」である世帯

（2）家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降
の家計が急変し、住民税均等割が非課税である世帯と同様
の事情にあると認められる世帯

給付額 ： 10万円/1世帯

申請手続
（1）住民税非課税世帯
申請手続きは不要です。
※確認書を送付しますので内容をご確認いただき、返送
してください。（準備が整い次第順次発送します7月頃）
（2）家計急変世帯
申請手続きが必要です。
まずはご連絡をお願いします。窓口へお越しの際は、下
記予約システム、または電話にてご予約をお願いします。

＜相談窓口＞窓口でのご相談は新型コロナウイルス感染症拡大

防止の観点から予約制とします。下記電話番号または予約システム
から予約の上、来庁してください。

専用電話 ☎ 077-586-0002
▽予約システム
https://ttzk.graffer.jp/city-yasu/booth-
reserve/pages/3135881325283133325/reser
vation-time

野洲市
社会福祉課

野洲市住民税非
課税世帯等に対
する臨時特別給
付金窓口

専用電話
☎077-586-
0002

お問合せ先（国）

内閣府コールセン
ター（本給付金制
度についてのお問
い合わせ）

電話番号
☎0120-526-
145

受付時間
9：00～20：00

国

令和4年9月30日
申請終了

https://ttzk.graffer.jp/city-yasu/booth-reserve/pages/3135881325283133325/reservation-time
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低所得の
子育て世
帯に対す
る子育て
世帯生活
支援特別
給付金（
ひとり親
世帯分）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
ひとり親世帯を支援するため、「子育て世
帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）
」を支給します。この給付は全国一律の制
度です。

児童扶養手当の支給要件に該当し、1～3のい
ずれかに該当する方
■対象
1 令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方（申請不
要）

2 公的年金等※1を受給していることにより、令和3年4
月分の児童扶養手当が支給されない方※2で、かつ令
和元年の収入額が児童扶養手当の支給制限限度額を
下回る方（申請必要）

3 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家
計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受
給している方と同じ水準になっている方（申請
必要）

■児童1人あたり一律5万円

■申請手続き
対象1に該当する方
申請不要です。令和3年4月分の児童扶養手
当の振込指定口座に振込みます。

対象2、対象3に該当する方
申請が必要です。
申請書の審査が完了した方から順次支給し
ます。

申請期間
令和3年6月1日（火曜日）～令和4年2月28日
（月曜日）

野洲市
子育て家庭支援課

☎ 587-6884

国

※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 申請時点で児童扶養手当受給資格者として認定されて
いなくても、令和3年4月分の児童扶養手当の支給要件に該
当している場合には対象となることがあります。

個人向け

令和4年
2月28日
終了



4

低所得の
子育て世
帯に対す
る子育て
世帯生活
支援特別
給付金（
ひとり親
世帯以外
分）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
子育て世帯を支援するため、「子育て世帯
生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分
）」を支給します。この給付は全国一律の
制度です。
令和３年３月31日現在、18歳未満の児童（障
がいのある児童の場合は20歳未満）を養育し、
次の①～③いずれかに該当する人
※令和３年４月以降令和４年２月末までに生まれる新
生児も対象とする
※「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分
）」の対象児童は除く

■対象
① 令和３年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当
の支給を受けている人であって、令和３年度分の住民
税均等割が非課税である人

② 対象①のほか、対象児童の養育者であって、令和３
年度分の住民税均等割が非課税である人

③ 上記対象のほか、対象児童の養育者であって、新型
コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３年１月以
降の家計が急変し、令和３年度分の住民税均等割が非
課税である人と同等の事情にあると認められる人（家
計急変者）

■児童1人あたり一律5万円

■申請手続き
対象①に該当する方
支給案内を７月中旬に送付予定ですので、
しばらくお待ちください。

対象②、対象③に該当する方
対象②の人は、申請案内を７月中旬に送付
予定ですので、申請期限までに申請してく
ださい。対象③の人は、案内の送付はあり
ませんので、該当すると思われる人は申請
期限までに申請してください。
その他詳細は市ホームページでご確認ください。

申請期間
令和3年7月19日（月曜日）～令和4年2月28
日（月曜日）

野洲市
子育て家庭支援課

☎ 587-6884

国
個人向け

令和4年
2月28日
終了



児童臨時
特別給付

金

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化して
いることを踏まえ、子育て世帯の生活を支援す
るため、児童臨時特別給付金を支給します。

■対象：令和２年８月31日現在、野洲市に住民
登録があり平成14年４月２日～令和２年８月
31日に生まれた子どもがいる世帯
対象世帯には別途案内通知を送付しますので、
ご確認ください。
※令和２年６月分の児童扶養手当支給対象と
なっている子どもは除く

■子ども1人につき10,000円

■申請について
※支給拒否を希望する人は10月14日までに
申出書の提出が必要です。

■支給方法について
国の特別定額給付金の支給口座に振り込みま
す。支給口座を解約・変更した場合は下記まで
ご連絡ください。
申請手続き…原則不要です。ただし、下記①②
に該当する場合は10月30日までに手続きが
必要です。
①市で特別定額給付金を受けた世帯主の死

亡・転出等により世帯主変更があった場合
②他市町村で特別定額給付金を受けた場合

野洲市
子育て家庭支援
課

☎ 587-6884

個人向け

市独自

21

令和2年10月３0日
申請終了



児童扶養
手当又は
就学援助
費受給者
に対する
生活支援
緊急給付
金（子育て
支援型）

児童扶養手当又は就学援助費受給者の方に、
野洲市 からの緊急支援として給付金を支給し
ます。
■第1回支給対象 ※ 5月14日支払完了
・ 野洲市が支給する令和2年4月分の児童扶
養手当の受給者の方。
・ 就学援助費を令和2年3月受給された
現小1～中3までの児童・生徒の保護者の方。
なお、支給停止中の方は対象となりません。

■第2回目支給対象 支払予定日 ７月３１日
・ 第1回目支給以降、新たに野洲市が支給する
令和2年5～6月分の児童扶養手当の受給対
象者の方。
・ 第1回目の支給以降、新たに要綱に基づく令
和2年度1学期分の就学援助費の支給対象者
の方。なお、支給停止中の方は対象となりません。
※生活保護受給世帯は対象外です。
※対象世帯の方には事前に通知しております。

野洲市
市民生活相談課

☎587-6063

個人向け

市独自
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滋賀の
子どもの
ほほえむ力

サポート
事業

中学生以下の子どもを持つひとり親世帯の
みなさんに1世帯３，０００円の商品券を贈ります。

■対象者
滋賀県在住の中学生以下の子どもさんのおら
れるひとり親世帯。

■申請期間：令和2年9月30日（水曜日）まで

滋賀県
社会福祉協議会

☎ 567-3924
https://docs.google.

com/forms/d/e/1FAI

pQLSexnl2J0OIvTp

OAo1s1EVG11JL_

bYVz1bHAh3rlfbjlZ
U7vyA/viewform

令和2年
7月３１日
支給完了

令和2年
９月３０日
申請終了

県

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexnl2J0OIvTpOAo1s1EVG11JL_bYVz1bHAh3rlfbjlZU7vyA/viewform


住宅確保
のための
生活支援

緊急
給付金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状
況を踏まえ、離職や減収等により家賃の支払い
が困難となった人に支給します。

■仕組み：住居確保給付金の仕組みを参考に、
既存の住居確保給付金では対象にならない方
に対し、市が独自に住宅手当（3か月（年度末
まで））を支給します。

■支給額：住居確保給付金の支給額に準ずる

■期間：3か月

個人向け
市独自

野洲市
市民生活相談課

☎587-6063

23

大学生等
を応援する
生活支援
緊急給付金
（学生応援型）

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、家計急変の
影響を受けやすいと想定される奨学金を受ける大学生
等を応援するため、生活支援緊急給付金を支給します。
■対象：支給の対象者は令和2年6月15日現在、野洲
市に住民登録がある人、または野洲市内に居住賃借し
ている人で、次の全てに該当する方となります。
1.平成5年4月2日～平成14年4月1日生まれの人
2.申請時に日本国内にある大学、短期大学、大学院、

高等専門学校（学科4、5年または、専門科に限る。）
、専修学校（専門課程に限る）に在学していること。

3.独立行政法人日本学生支援機構その他これに類す
る団体による奨学金を受けている人。

※ 社会人による学びなおしや生涯学習の目的の在学
は除きます。

■支給額：30,000円

■申請期間：令和2年6月15日（月曜日）～
令和2年１２月２８日（月曜日）まで

※ 奨学金の申請をしている人で、請求期間内に奨学
金の 決定が間に合わない場合は、請求期間内に請求
の上、 令和3年３月３１日までに奨学金の決定の届出
が必要なります。

野洲市
市民生活相談課

☎587-6063

市独自

令和2年
１２月２５日
申請終了

令和2年
１２月２８日
申請終了



新生児
特別定額
給付金

新型コロナウィルス感染症対策として実施された国制
度の「特別定額給付金」（世帯構成員１人につき
100,000円）の給付対象外である令和２年４月28日
以降に生まれた新生児に対し市の独自施策として支援
します。

■対 象… 令和２年４月28日～令和３年２月28日に生
まれた新生児がいる世帯主
▽世帯主とは：国の特別定額給付金の基準日（令和２
年４月27日）において野洲市に住民登録があり、かつ
新生児特別定額給付金の申請時においても引き続き
登録されている人
※ 特別定額給付金を受けた世帯主の死亡・転出等に
より世帯主変更があった場合は、基準日以降に新たに
世帯主となった人

▽新生児とは：令和２年４月28日～令和３年２月28日
に生まれた新生児で、最初に野洲市に住民登録し、か
つ申請時点において他市町村で同様の給付金を受け
ていない人

■支給額… 新生児１人につき100,000円
■申請手続き… 申請書に必要事項を記入の上、原則
郵送にて提出してください。やむを得ない場合は総務課
にて受け付けします。

個人向け
市独自

野洲市総務課

☎587-6038

24

令和3年
3月２6日
受付終了



個人向け
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国民健康
保険税減
免等に

伴う生活支
援緊急給

付金

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、収入
が一定以上減少するなどして国民健康保険税
減免等を受けられた世帯を支援するため、生活
支援緊急給付金を支給します。

■対象 次の全てに該当する方です。
(1) 請求日において市の住民基本台帳に記録
されている者
(2) 請求日において生活保護法に基づく保護
を受けている世帯（その保護を停止されている
世帯を除く。）に属さない者
(3) 令和2年4月1日以降において国民健康保
険税減免等（※）を受けた者
(4) 過去にこの告示による緊急給付金の支給
を受けていない者
※国民健康保険税減免等とは、以下のものを
いいます。
1.国民健康保険税の非自発的失業軽減の措
置
2.新型コロナウイルス感染症の影響により収入
が減少する方が受ける国民健康保険税の減免
3.新型コロナウイルス感染症の影響により収入
が減少する方が受ける後期高齢者医療保険料
の減免
4.新型コロナウイルス感染症の影響により収入
が減少する方が受ける国民健康保険組合の国
民健康保険料の減免

野洲市
市民生活相談課

☎587-6063

市独自

令和3年
3月31日
申請終了



個人向け
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生活福祉
資金（緊急小

口資金・総合

支援資金）特
例貸付に

伴う生活支
援緊急給

付金

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等に
より、生活費の確保が難しく、社会福祉協議会
が実施する生活福祉資金（緊急小口資金・総
合支援資金）特例貸付の新規申請を行い、決
定を受けた世帯に対し、生活支援緊急給付金
を支給します。

1.支給要件：生活支援緊急給付金の申請時に
野洲市に住民登録があって、令和3年4月1日（
木）～令和4年2月28日（月）までに生活福祉
資金（緊急小口資金・総合支援資金）特例貸
付の新規申請を行い、決定を受けた人

2. 1世帯 30,000円

3.申請方法：市民生活相談課に必要書類を持
参いただくか、郵送。

4.必要書類：申請書に①と②の添付書類が必
要になります。
①特例貸付に係る借用書の写し、または令和3年4月1
日以後に特例貸付の新規申請を行い決定を受けてい
ることを証する書類の写し
②本人確認書類の写し

5.申請期間：令和4年3月16日（水）
＊郵送の場合は必着

6.注意事項：過去に野洲市生活福祉資金（緊
急小口資金・総合支援資金）特例貸付に伴う
生活支援緊急給付金の支給を受けた人は対象
となりません。

野洲市
市民生活相談課

☎587-6063

市独自

令和4年
3月16日
受付終了



個人向け
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子育て世
帯への

臨時特別
給付金

新型コロナウイルス感染症による生活経済への
影響が長期化していることを踏まえ、国による子
育て世帯に対する支援策として、対象児童1人
あたり10万円を支給することとなりました。

野洲市では現金10万円を一括で支給いたします。

給付金の対象者 および支給時期
■中学生まで
（1）令和3年9月分の児童手当（注1）を野洲市で受
給した方（平成15年4月2日～平成18年4月1日生ま
れの児童も対象となります。） →申請不要

支給日：12月24日

（2）9月30日時点で野洲市に居住していた公務員で
あり、令和3年9月分の児童手当を職場で受給した方（
平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれの児童も
対象となります。）

→申請必要 ： 申請書受理後随時振込み

■高校生等
9月30日時点で平成15年4月2日～平成18年4月1
日生まれの児童を養育する者のうち、当該児童の生計
を維持する程度の高い者で、かつ令和2年中の所得が
児童手当の所得制限限度額を下回る方

→申請必要： 申請書受理後随時振込み

■新生児
令和3年9月1日～令和4年3月31日に生まれた児童
を支給対象とする児童手当（注1）を受給する方

→申請必要：申請書受理後随時振込み

申請期間
令和4年3月31日（木曜日）まで（必着）
※郵送での提出にご協力ください。
受付時間 平日8：30～17：15

野洲市
子育て家庭支援課

☎587-6884

国

令和4年
3月31日
受付終了



個人向け
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野洲市生
活困窮者
生活支援
物資支給

生活困窮者に対する食料品、生活物資の支援
事業について

新型コロナウイルス感染症拡大により、地域の
経済活動等が縮小したことに鑑み、生活費の確
保が困難で、社会福祉協議会が行う生活福祉
資金（総合支援資金）特例貸付の再貸付を受
けた者に対し、その後の貸付を受ける制度がな
く、生活困窮状態が続くことが危惧されるため、
食料品、日用品などの生活物資を無償で支援
します。
1.対象者
①都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金
等の特例貸付における総合支援資金の再貸付を受け
た者であって、支援物資の申請をした日までに当該再
貸付の最終借入月が到来している、又は申請日の属す
る月が再貸付の最終借入月である方。
②生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づく保
護を受けていないこと。
③申請日において野洲市の住民基本台帳に記録され
ていること。

2．申込方法
対象者に申請書を送付し、希望者からの申請
書の提出による申込とします。なお、原則として
郵送での申請とします。

3.申請期間
令和4年1月28日（金）～2月28日（月）

（郵送の場合は当日消印有効）
＊配達期間 事業開始～令和4年3月18日（金曜日）

第2次支援は令和4年3月23日（水）〆切

4.支援物資
申請時の住民基本台帳に登録されている人数
が1～3人の場合は1箱、4人以上の場合は2箱
を支給します。
・お米、レトルト食品、缶詰などの食料品
・使い捨てマスク、ハンドソープ、生理用品などの日用品

5．配達方法
宅配事業者が支援物資を入れた箱を自宅に
届けます。

野洲市
市民生活相談課

☎587-6063

市独自

令和4年
3月23日
受付終了



生活福祉
資金（緊急

小口資金・
総合支援資金

）特例貸
付に伴う
生活支援

緊急
給付金

生活費の確保が難しく社会福祉協議会が行う、生活福
祉資金（緊急小口資金・総合支援資金）特例貸付の申
請をした者に対し、その貸付までの資金として生活支援
緊急給付金を支給します。

■対象
野洲市民であって、社会福祉協議会が実施する生活福
祉資金（緊急小口資金・総合支援資金）特例貸付の借
入の申請を行い（窓口・郵送いずれでも可）、貸付が決
定した方。
なお、令和２年３月25日（水）以降、貸付の申請を行っ
た方が対象となります。

■申請期間
令和３年３月31日まで

■支給額 １世帯３０，０００円

野洲市
市民生活相談課

☎ 587－6322

個人向け市独自

29

令和3年
3月31日
申請終了

令和2年度
新型コロナ
ウイルス感
染症対策

に伴う学童
保育所保
育料等の

取り扱いに
ついて

＜自宅保育要請期間中の保育料等の取り扱い
について＞

自宅保育の協力要請をした令和2年4月14日
（火曜日）から5月31日（日曜日）までの保育
料等について、次のとおり取り扱いします。
■対象児童
小学校1年生から6年生までの通年保育利用
者及び小学1年生の季節保育利用者

2．保育料等減額の算定方法
欠席日数分にかかる保育料等を減額

3．保育料等返還手続き等
各こどもの家に登所された日数を確認し行い
ますので、保護者様に手続きいただく必要はあ
りません。

野洲市
健康福祉部 こど
も課

☎ 587-6052

令和2年
5月31日（日）

終了



個人向け
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学生等の
学びを継続
するための
緊急給付

金

新型コロナの影響により厳しい状況にある学生
等に対し、現金を支給します。

※令和3年度限りの支援です。

＜支援対象となる学生の要件＞
①「 高等教育の修学支援新制度 給付型奨学
金 ）」 の利用者
②次の要件を満たす者として大学等が推薦す
る者
・原則として自宅外で生活をして いること
・家庭から多額の仕送りを受けていないこと
・家庭の収入減少等により 、 家庭からの追加
的支援が期待できない こと
・新型コロナウイルス感染症により 、 アルバイト
収入に影響を受けていること
・第一種奨学金 無利子奨学金 等の既存の制
度を利用していること又は利用を予定している
こと
③上記２ を考慮した上で 、 経済的理由により
大学等での修学の継続が困難であると大学等
が必要性を認め推薦する者

＜支援金額＞ 現金10万円

＜手続きの方法＞
①の方は、個別に学校から案内があります（申
請不要）。
②の方は、所属する学校への申請が必要になり
ます。

※学校ごとに定める〆切などに注意してくだ
さい。

もっと詳しく知りたいときは

新型コロナの影響を受けた学生等の経済支援
https://www.mext.go.jp/a_menu/coron
avirus/benefit/index.html

文部科学省

詳細は各大学
等へ

国

令和4年
3月終了

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/benefit/index.html


市税の
徴収猶予
の「特例
制度」

新型コロナウイルスの影響により事業等
に係る収入に相当の減少があった方は、
1年間地方税の徴収の猶予を受けること
ができます。なお、担保の提供は不要で
す。猶予期間中は延滞金もかかりません
。
■要件
次の1,2のいずれも満たす納税者・特別
徴収義務者が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令
和2年2月以降の任意の期間（1か月以
上）において、事業等に係る収入が前年
同期に比べて概ね20％以上減少してい
ること。
2.一時に納付し、または納入することが
困難であること。

2．対象
令和2年2月1日から同３年3月末まで
に納期限が到来し、かつ納期限が経過
していない市税が対象となります。

野洲市
納税推進課

☎ 587－６０１３

個人向け
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令和3年
3月末終了

野洲市
プレミアム付き

商品券
発行事業

対 象…野洲市に住民登録がある世帯主
販売内容
■販売額…4,000円／組（500円券×10枚）
■商品券内訳▽全店共通券（大規模・小規模店舗両方で使用可

）…500円券×６枚
▽小規模店専用券（小規模店舗のみ使用可）

…500円券×４枚
③購入上限額… １世帯当たり５組（25,000円分）

まで購入できます。
使用期間…９月１日㈫～令和３年１月31日㈰
■詳細な販売日程へのリンクへ

野洲市
商工観光課

☎ 587－6008令和2年
９月２２日
販売終了

市独自

http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/shoukoukankou/oshirase/1594342235849.html


緊急小口
資金及び
総合支援
資金の

特例貸付

新型コロナウイルス感染症による休業や失業に
より、一時的な生活資金にお困りの方へ緊急小
口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特
例貸付を行います。（R4年8月末まで申込受付
）

◎緊急小口資金
■対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業
等により収入の減少があり緊急かつ一時的な
生活維持のための貸付を必要とする世帯
■貸付上限
２０万円以内
■据置期間・償還期限
据置期間 １年以内・償還期限２年以内

◎総合支援資金
■対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入
の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活
の維持が困難となっている世帯
■貸付上限
（2人以上）月20万円以内
（単身）月15万円以内
総合支援資金の貸付期間は原則3月以内

■据置期間・償還期限
据置期間 １年以内 ・償還期限１０年以内

★ 無利子で保証人は不要です。
★ 今回の特例措置では新たに、償還時におい
て、なお所得の減少が続く

住民税非課税世帯の償還を免除することが
できること としています。
★令和4年12月末以前に返済時期が到来する
予定の貸付について、返済の開始時期を令和5
年1月まで延長します。

野洲市社会福祉
協議会

☎ 589-4683

個人向け

32

国

令和4年
9月30日
終了
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個人向け

自宅療養
者への

「食料品」
や

「日用品」
の宅配制

度

新型コロナ感染症自宅療養者への食料等配達
について
療養期間中などの食料や日用品の買い物を市
が代行しお届けします

療養等期間中に、食料品や日用品が切れて困
りそうなとき、お電話をいただければ、インスタン
トやレトルト、ごはんやパン、牛乳やたまごなどの
食料品や必要な日用品を、市役所が平和堂で
調達し、ご自宅までお届けします。お気軽にご利
用ください。（濃厚接触者も対象）

1. 無料配布ではありません。商品代は後日請
求されます。
2. 電話受付は、（月曜日）（水曜日）（木曜日）
の午前9時～12時のみです。
3. 注文された商品は、翌日の午後に玄関先に
配達されます。

※ 別添の「 配達商品一覧表」を見ながら、お
電話ください。

専用電話番号：080－4018－6274

配達商品一覧表（PDF：720.3KB）
https://www.city.yasu.lg.jp/ikkrwebBro
wse/material/files/group/41/itiranhyou
.pdf

野洲市
高齢福祉課

専用電話
☎ 080-4018-
6274

０８０－４０１８－
６２０８

市独自

令和4年
3月31日
終了

https://www.city.yasu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/41/itiranhyou.pdf


持続化
給付金

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業
者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただ
くため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

【給付額】 法人は200万円
個人事業者は100万円

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限としま
す。農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業
など幅広い業種で、事業収入（売上）を得ている法人・
個人の方

【給付対象の主な要件】
①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売
上が前年同月比で50％以上減少している事業者
②2019年以前から事業による事業収入（売上）を得
ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
③法人の場合は、（Ⅰ）資本金の額または出資の総額
が10億円未満、又は、 （Ⅱ）上記の定めがない場合、
常時使用する従業員の数が2000人以下である事業
者
※ 2020年1月から3月の間に創業した場合であって、2020年4
月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年
の創業月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50％
以上減少した月が存在する場合、必要な証拠書類等を提出するこ
とで、持続化給付金の給付対象となる可能性があります。

持続化給付金事業
コールセンター

事業者向け
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国

8月31日以前に申
請された方
☎ 0120ｰ115ｰ
570

☎ 03-6831-
0613

9月1日以降に申請
された方
☎ 0120ｰ279ｰ
292

☎ 03-6832-
6631

令和３年
２月１５日
(月)受付終了



野洲市
小規模
事業者
賃借料
臨時

支援金

新型コロナウイルス感染症により影響を受けておられる
小規模事業者の厳しい経営状況の負担を軽減するた
め、事業の用に供されている建物に係る賃借料を支援
いたします。

■ 対象者
下記に記します①～③のいずれにも該当する小規模事
業者の方
① 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第
2 条第 5 項に規定する小規模企業者
② 野洲市内に店舗、事務所又は倉庫を構え、令和２年
5 月 12 日現在営業されている方
③ 事業を営む上で必要な市内の店舗、事務所又は倉
庫の建物に係る賃借料を支払っている方（機械設備等
に係る賃借料を除く）

商工観光課

☎ 587-6008

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、休
業等に全面的に協力いただける滋賀県内中小企
業および個人事業主等の皆様に対して、支援金を
支給いたします。
【支給額】中小企業等：２０万円

個人事業主：１０万円
【申請受付期間】
令和２年５月７日～令和２年６月26日
※受付方法は、オンラインまたは郵送のみです。

■ 対象者
以下①から④の全ての要件を満たす事業者
①県内に事業所を有し、かつ中小企業基本法

第２条に規定する中小企業および個人事業
主等

②休業等の要請をする前（令和２年４月22日
以前）から、対象施設に関して 必要な許認
可等を取得の上、事業を営んでいる方

③休業等を要請している全ての期間（令和２年
４月23日から令和２年５月６日まで）の内、原
則令和２年４月25日から令和２年５月６日ま
での全ての期間において、滋賀県の要請に
応じ、休業等を行う方

④申請者の代表者、役員または使用人その他
の従業員もしくは構成員等が滋賀県暴力団
排除条例第２条第２号に規定する暴力団、同
条第３号に規定する暴力団員または同条第４
号に規定する暴力団関係者に該当せず、
かつ、将来にわたっても該当しないこと。

滋賀県
緊急事態措置
コールセンター

☎ 077-528-1344

新型
コロナ

ウイルス
感染拡大
防止臨時
支援金

事業者向け市独自
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県

令和2年
7月31日
(金)受付終了

令和2年
6月26日(金)
受付終了



野洲市新
型コロナ
ウイルス
感染症に
伴う小規
模事業者
借地料臨
時支援金

新型コロナウイルス感染症により影響を受けておられる
小規模事業者の経済支援として、
事業の用に供されている借地料を支援します。

■ 対象者
以下の要件1.～3.を全て満たす方が対象です。
1.中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条
第5項に規定する小規模企業者。
＊小規模企業者の要件は右表を参照してください。 →
2.野洲市内に店舗、事務所、工場または倉庫を構え、令
和2年10月1日現在営業している方。
3.事業を営む上で必要な野洲市内の店舗、事務所、工
場又は倉庫に係る借地料を支払っている方。
ただし、駐車場や資材置き場に係る借地料は対象とは
なりません。

■ 支援金の額
一律10万円。ただし、支援金の交付は1店舗等につき1
回限りとします。

■ 申請受付期間
令和2年10月5日（月曜日）から令和2年12月18日（
金曜日）

■ 詳細及び申請書のダウンロードについては
http://www.city.yasu.lg.jp/topics/1599194316135.html

商工観光課
☎ 587-6008

事業者向け市独自
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業種
常時使用する従

業員の数

1.製造業、建設業、運

輸業
20人以下

2.卸売業 5人以下

3.サ－ビス業 5人以下

4.小売業 5人以下

その他の業種
（2～4を除く）

20人以下

野洲市新
型コロナ
ウイルス
感染症に
伴う小規
模事業者
事業継続
臨時支援

金

市独自
新型コロナウイルス感染症により影響を受けておられる小規模事
業者の経済支援として、近年、店舗等の取得・建築・改修費用等を
金融機関等から資金調達した小規模事業者の事業継続を目的と
して、臨時的に支援します。

■ 対象者
以下の要件1.～4.を全て満たす方が対象です。
1.中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条第5項に規
定する小規模企業者。
＊小規模企業者の要件は右表を参照してください。 →
2.市内に店舗、事務所等を構え、令和2年10月1日現在営業して
いる方。
3.事業を営む上で必要な市内の店舗、事務所、工場又は倉庫の
建物に係る取得・建築及び改修費用等を金融機関等（個人間融
資を除く。）から借り入れし、現在償還金を支払っている方。
ただし、平成29年4月1日から令和2年8月30日の間に、店舗等を
取得・建築・改修等を行い、融資実行を受けたもので、令和2年9
月30日時点、償還元金残高が、5,000千円以上あること。
4.市独自の他の支援である「小規模事業者賃借料臨時支援金」
を受け、更に「小規模事業者借地料臨時支援金」の両方の支援を
受けている者は除きます。（※片方の制度のみの受給者は対象で
す。）

■ 支援金の額
一律10万円。ただし、支援金の交付は1店舗等につき1回限りとし
ます。

■ 申請受付期間
令和2年10月12日（月曜日）から令和2年12月25日（金曜日）

業種
常時使用する従

業員の数

1.製造業、建設業、運

輸業
20人以下

2.卸売業 5人以下

3.サ－ビス業 5人以下

4.小売業 5人以下

その他の業種
（2～4を除く）

20人以下

商工観光課
☎ 587-6008

令和２年
１２月１８日
受付終了

令和２年
１２月２５日
受付終了



野洲市新
型コロナ
ウイルス
感染症に
伴う小規
模事業者
応援給付

金

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内の
小規模事業者に対して事業継続を支援するため、
小規模事業者応援給付金を給付します。

■ 対象者
次の(1)～(4)の要件をすべて満たす小規模事業者。

(1)中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条
第5項に規定する小規模企業者であって、市内で事業
を行っていること
(2)市内に店舗等（現に事業の用に供していると認めら
れるものに限る）がある小規模事業者であること
(3)令和3年1月1日以前から市内で事業を営み、申請
時点で今後も事業継続の意思があること
(4)新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和3年1
月～8月のうち、連続した3カ月間の事業収入の合計額
が、前年または一昨年の同期間の事業収入の合計額と
比較して30％以上減少していること

＊小規模事業者とは
常時使用する従業員数が小売業・卸売業・サービス業
の場合は5人以下、
製造業・建設業・運輸業その他の場合は、20人以下の
小規模事業者・個人事業主

＊前年の同期間の事業期間が3カ月に満たない場合
令和2年の年間事業収入を令和2年における 開業後
月数（開業日の属する月は、操業日数にかかわらず、1
カ月とみなす。）で割った額に3を 掛けて算出した額を
比較対象として30％以上減少していること

■ 給付額
100,000円。※1事業者につき1回に限る。ただし、3カ
月分の減少額を限度とします。

■ 申請受付期間
令和3年7月26日（月曜日）～9月30日（木曜日）
12月17日（金曜日）まで（延長） （土曜・日曜、祝日
は除く）

商工観光課
☎ 587-6008

事業者向け市独自
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令和3年
１２月１7日
受付終了



野洲市新
型コロナ
ウイルス
感染症に
伴う小規
模事業者
家賃臨時
支援金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた市内の
小規模事業者で、店舗等の土地又は建物に係る賃借
料の支払いをしている方を支援するため、「野洲市新型
コロナウイルス感染症に伴う小規模事業者家賃臨時支
援金」を交付します。

■支給対象者
次の(1)～(5)の要件をすべて満たす小規模事業者。

(1)中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条
第5項に規定する小規模企業者であって、市内で事業
を行っていること

(2)市内に店舗等（現に事業の用に供していると認めら
れるものに限る）がある小規模事業者であること

(3)令和3年1月1日以前から市内で事業を営み、申請
時点で今後も事業継続の意思があること

(4)新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和3年1
月～11月のうち、連続した3カ月間の事業収入の合計
額が、前年または一昨年の同期間の事業収入の合計
額と比較して30％以上減少していること

(5)常態的に使用している店舗等の土地又は建物に係
る賃借料を支払っていること

＜小規模事業者とは＞
常時使用する従業員数が小売業・卸売業・サービス業
の場合は5人以下、製造業・建設業・運輸業その他の場
合は、20人以下の小規模事業者・個人事業主

＜前年の同期間の事業期間が3カ月に満たない場合＞
令和2年の年間事業収入を令和2年における 開業後
月数（開業日の属する月は、操業日数にかかわらず、1
カ月とみなす。）で割った額に3を 掛けて算出した額を
比較対象として30％以上減少していること

■申請期間
令和3年10月1日（金曜日）～

12月17日（金曜日）まで
午前8時30分～午後5時15分
（土曜・日曜、祝日は除く）

■支給額

100,000円。ただし、土地・建物の賃借料の3
カ月分を限度額とします。
※1事業者につき申請は1回限り。

商工観光課
☎ 587-6008

事業者向け市独自
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令和3年
１２月１7日
受付終了



野洲市新
型コロナ
ウイルス
感染症に
伴う安心・
安全店舗
認証飲食
店支援金

新型コロナウイルス感染症 拡大 の 影響を受けた市内
の 飲食店 に 対して 事業継続を支援するため、
「 野洲市新型コロナウイルス感染症に伴う 安心 ・
安全店舗認証飲食店支援金 」を給付 します 。

■支給対象者
次の(1)と(2)を満たす方です。
(1)野洲市内に飲食店舗を構えて営業されている小規
模事業者である。
(2)滋賀県が実施している「みんなでつくる滋賀県安心
・安全店舗認証制度」に基づく認証を受けている。

＜飲食店＞
食品衛生法（昭和22年法律第233号）第55条第1項
に規定する許可を受けた者。
＜小規模事業者とは＞
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業企
業者のうち、常時使用する従業員（アルバイト・パート等
を含む）の数が5人以下の会社及び開業届を出して営
む個人の事業者。なお、複数店舗を所有している場合
は、1店舗毎の従業員数ではありません。

■申請期間
令和3年10月1日（金曜日）～12月17日（金曜日）まで
午前8時30分～午後5時15分（土曜・日曜、祝日は除く）

■支給額
1店舗あたり100,000円です。
（認証取得している店舗が2店舗ある場合は、
200,000円となります。）

■申請手続き
申請書と添付書類(1)～(3)を提出してください。
※郵送可

添付書類
(1) 市内に飲食店があることの確認資料（営業許可証または確定
申告書の写し等）

(2) 従業員数が確認できる資料（確定申告の決算書の写し、また
は法人事業概況説明書の写し等）

(3) 「安心・安全店舗認証」を取得していることが確認できる資料
（認証マーク掲示状況の店舗写真等）

商工観光課
☎ 587-6008

事業者向け市独自

39

令和3年
１２月１7日
受付終了



新型コロナウイルス感染症の対策として、県内中小企業等の
新しい生活・産業様式の確立に向けた取組（マスク、消毒液
、空気清浄機の購入等）を支援するため、助成金を支給しま
す。
助成にあたり、実際に購入されたことが分かる領収書やレシ
ートが申請時に必要となります。

■ 対象者
滋賀県内に事務所または事業所がある個人事業主、中小企
業等（業種を問いません。ただし、県で新型コロナウイルス感
染症対策のための別事業を用意している業種（医療機関・
薬局等および介護・障害福祉サービス事業者、児童福祉施
設等、ホテル・旅館、公共交通事業者）を除きます。）

■ 申請期間
令和2年8月20日（木）～
郵送申請（令和２年12月15日（火）必着）
オンライン申請（令和２年12月25日（金）まで）
※ただし、予算額に達し次第、申請受付期間内であっても受
付を終了します。

■ 申請方法
オンライン申請
→ https://www.shiga-joseikin.com 申請先へ
※10月12日より郵送受付を開始。申請書類はHPからダウ
ンロード可能です。

■ 助成額
上限:10万円 下限:5万円
（助成率:10／10）
※助成金は税抜きとなります。消費税分は含みません。
※申請は、1事業主について1回のみです。

滋賀県新しい生活
様式支援コールセ
ンター

☎ 0570－005－516

（滋賀県）
新しい生
活・産業
様式確立
支援事業

事業者向け
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県

外食産業
における

インバウンド

需要回復
緊急支援

事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けたインバウ
ンド需要の減少により売上げが大幅に減少してい
る事業者が、当該感染症収束後、 速やかにインバ
ウンド需要を回復させるため、衛生管理の徹底・改
善を図るための設備・機器の整備や業態転換等を
図る際の店舗の改装等の取組を支援する。

■ 事業詳細および申請様式等ダウンロード
ホームページ【外食産業におけるインバウンド需要
回復緊急支援事業】
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyo
ku/R2hosei_shien.html
•提出方法:滋賀県農政水産部食のブランド推進課
（gc01@pref.shiga.lg.jp）あてにメールにて提
出（全て電子ファイルにて提出のこと）
•提出期限:令和2年9月11日（金）まで

滋賀県農政水産
部 食のブランド推
進課 マーケティン
グ係

メールアドレス: 
gc01@pref.shig
a.lg.jp

★新型コロナウイルス

感染症の影響による勤
務体制の変更のため、メ
ールでの問い合わせに
ご協力をお願いします。

令和２年
１２月２５日
受付終了

令和２年
9月11日
受付終了

https://www.shiga-joseikin.com/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/R2hosei_shien.html
mailto:gc01@pref.shiga.lg.jp


【支給対象者】長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響
を受け、売り上げが50％以上減少した県内中小企業等・個
人事業主のみなさま（＊）
（国の月次支援金や県の経営力強化補助金との重複受給
が可能です）
（1期と2期、3期の重複受給が可能です）

＜第1期＞
（1）国の「月次支援金」を2021年の4月から6月のいずれ
かの月で受給した県内中小企業等のみなさま
（2）2021年の4月から6月のいずれかの月の売上が2019
年または2020年の同月と比較して50％以上減少している
県内中小企業等のみなさま

＜第2期＞
(1)国の「月次支援金」を2021年の7月または8月のいず
れかの月で受給した方
(2)2021年7月または8月のいずれかの月の売上が2020
年または2019年の同月に比べて50％以上減少した方
(3)2021年7月と8月の売上の合計が2020年または
2019年の7月と8月の売上の合計と比べて30％以上減少
した方
（※ただし2021年6月までに開業していること。）

＜第3期＞
(1)2021年9月または10月のいずれかの月の売上が
2020年または2019年の同月に比べて50％以上減少した
方
(2)2021年9月と10月の売上の合計が2020年または
2019年の9月と10月の売上の合計と比べて30％以上減
少した方
（※ただし2021年8月までに開業していること。）

【支給額】 中小企業等：20万円
個人事業主：10万円

【申請期間】
＜第1期＞ 令和3年8月4日～令和3年9月30日 終了
＜第2期＞ 令和3年9月29日～令和3年10月29日
＜第3期＞ 令和3年11月1日～11月30日

【申請方法】 オンライン申請・郵送申請

https://shiga-keizokushien.com/

事業継続支援金
コールセンター

☎ 0570－200－575

59
滋賀県

事業継続
支援金

＜第1期＞
＜第2期＞
＜第3期＞

事業者向け
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県

令和3年
１1月30日
終了

https://shiga-keizokushien.com/


野洲市
中小企業
融資制度

に
関する

利子補給
制度

野洲市内で事業を営まれており、以下の融資制度を受
けられている中小企業者に対して利子補給制度を実施
いたします。
【利子補給対象融資】滋賀県セーフティネット資金、滋
賀県経営支援資金 小規模企業者枠（旧滋賀県営安
定資金を含む。）、野洲市小規模企業者 小口簡易資金
【利子補給利率】年0.4％ ※滋賀県セーフティネット資
金は、限度額 ５万円
【申込受付期間】
令和２年６月１日（月） ～ 令和２年７月３１日（金）

■対象者
対象となる融資制度を利用し、以下の各号すべてに該
当する事業者

①平成３１年４月１日から令和２年３月３１日ま
での間に融資に係る利子の支払いがあった
こと

②申請時点で野洲市内で事業を営む個人、又
は、野洲市内に主たる事業所を有し、かつ野
洲市内で事業を営む法人であること

③市町村税及び国民健康保険税を完納してい
ること

④融資金に係る元利金を遅滞なく返済し、融資
制度に係る契約を誠実に履行していること

⑤対象となる融資制度のうち、滋賀県セーフテ
ィネット資金の利用者に限り、1事業者当たり
１口のみ、申請が可能

商工観光課

☎ 587-6008

事業者向け市独自
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家賃支援
給付金

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事
態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみな
さまの事業の継続をささえるため、地代・家賃（以下、賃
料）の負担を軽減することを目的として、賃借人（かりぬ
し）である事業者に対して給付金を給付します。

■対象者
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事
業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会
福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします

■給付金額
申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定
された金額が、給付されます。（最大600万円、個人事
業者は最大300万円）

家賃支援給付金
コールセンター
☎
0120-653-930

https://yachin-
shien.go.jp

国

令和2年
7月31日
受付終了

令和３年
２月１５日
受付終了
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中小法人・
個人事業者

のための

一時支援
金

緊急事態宣言
の影響緩和

2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食
店の時短営業や不要不急の外出・移動
の自粛により、売上が50％以上減少した中小法人・個人
事業者等の皆様に、「緊急事態宣言
の影響緩和に係る一時支援金」（一時支援金）を給付い
たします。「一時支援金」は、2021年1月に発令された緊急事態宣言の

影響緩和のための給付金です。

■対象者
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の
影響を受けていること
②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または
3月の売上が50%以上減少

①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付
対象となり得ます。

■申請期間 2021年3月8日（月）~5月31日（月）

■給付金額
2019年または2020年の1月～3月の合計売上 ー 2021年
の対象月※の売上×3ヶ月

中小法人等 上限 6０万円
個人事業者等 上限 30万円を支給します。

一時支援金事務
局相談窓口

【申請者専用】
☎0120-211-
240

事業者向け

令和3年
5月31日
受付終了

国

新型コロ
ナウイル
ス感染症
対策経営
力強化支
援事業

【緊急枠】
（県の支援）

県
・2つの支援の選択（補助金または給付金）
緊急事態宣言の再発令により影響を受けた県内中小企業等を
対象に現在（B）を受付中です。

（A）売上確保のために行う緊急的な取組に必要な経
費の支援
（B）国の一時支援金への上乗せを実施します。

A:売上確保支援（補助金）
飲食店、飲食関連事業を中心として、緊急事態宣言の再発令に
より影響を受けた県内中小企業等(売上が2019年または
2020年同月比30％以上減を対象)に支援します。
■補助額は上限50万円(下限20万円)で、補助率は10分の9以内
■受付期間令和3年3月26日（金曜日）～5月31日（月曜日）まで

B:一時支援金の上乗せ（給付金）
一時支援金(国)を受給した県内中小企業等のみなさまを対象
に支援します。
■給付額 ： 10万円。
※家賃(月額)30万円以上支払っていることが確認できる事業
者については20万円給付

■受付期間
令和3年4月5日（月曜日）～9月下旬まで
※国の一時支援金の給付状況により、変動する可能性がありま
す。

滋賀県経営力強
化支援コールセン
ター

☎ 0570-087-
770

令和3年
9月30日
受付終了
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事業者向け
１．月次支援金の概要

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置※1
又はまん延防止等重点措置※2
に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の
影響により、売上が50％以上減少した中小法人・個人
事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・
立て直しやそのための取組を支援します。

月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いること
で、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高め
ていきます※3

■給付額＝2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の

対象月の売上

対象月 ： 対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受

けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50％以上減少した
2021年の月

基準月 ： 2019年又は2020年における対象月と同じ月

中小法人等 ： 上限20万円/月
個人事業者等 ： 上限10万円/月

■給付要件について
①：対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置（以
下「対象措置」という。）に伴う飲食店の休業・時短営業又は
外出自粛等の影響を受けていること※4
②：2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比
で50%以上減少

①と②を満たせば 業種/地域を問わず給付対象となり
得ます。

■申請期間
4月・5月分：2021年6月16日～8月15日、 終了
6月分：2021年7月1日～8月31日 終了
7月分：2021年8月1日～9月30日 終了
8月分：2021年9月1日～10月31日 終了
9月分：2021年10月1日～11月30日 終了
10月分：2021年11月1日～2022年1月31日 終了

＊原則、対象月の翌月から２か月間を申請期限とします。

月次支援金事務
局 相談窓口

【申請者専用】 ☎
0120-211-240

IP電話等からのお問合せ先

03-6629-0479
（通話料がかかります）

【登録確認機関専
用】☎
0120-886-140

中小法人・
個人事業者

のための

月次支援
金

緊急事態措置
・まん延防止等

重点措置の
影響緩和

国

令和4年
1月31日
受付終了
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両立支援
等助成金

（新型コロ
ナウイルス
感染症対
応特例）

事業者向け

滋賀県労働局
雇用環境・均等部

☎ 077-523-
1190

・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康
管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置
として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得
できる有給の休暇制度を設け、新型コロナウイルス感染
症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周
知し、当該休暇を合計20 日以上労働者に取得 させた
事業主への助成金。

■対象期間：令和2年5月7日～令和４年3月31日
■対象労働者１人当たり：28.5万円（５人まで）
■申請期間：令和4年5月31日まで

・介護離職防止支援コース（新型コロナウイルス感染症

対応特例）

新型コロナウイルス感染症への対応として、介護 のため
の有給の休暇制度を設け、ご家族の介護を行う労働者
が休みやすい環境を整備した中小企業事業主への助成
金。

■支給額：5日以上 10 日未満： 20 万円
10日以上 ：35 万円

■適用日：令和3年4月1日～令和4年3月31日
■申請期間：支給要件を満たした翌日から起算して
2カ月以内

・育児休業等支援コース（新型コロナウイルス感染症対応

特例） 申請受付が終了しています。

新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等
をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し
、有給（賃金全額支給）の休暇（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への助成金。

■助成額：１人あたり５万円
１事業主につき10 人まで（上限 50 万円）

■申請期間

休暇を取得した日 申請期間

令和３年４月１日～
令和３年６月30 日

令和３年４月１日～
令和３年８月31日

令和３年７月１日～
令和３年９月30日

令和３年７月１日～
令和３年11月30 日

令和3年
11月30日
受付終了



国税の
納付猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付
することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換
価の猶予が認められることがあります。また、特段の事情が
ある場合には、１年間納税の猶予が認められることがありま
す。
■対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、以下の事情に該
当する事業者
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
③事業を廃止し、又は休止した場合
④事業に著しい損失を受けた場合

令和２年４月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により
創設された「納税の猶予の特例（特例猶予）」は、申請期限
である令和３年２月１日をもって終了いたしました。

草津税務署
☎ 077-562-1315

事業者向け

46

令和3年
2月1日
終了

厚生年金
保険料の
納付猶予
特例制度

事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険
料を納付することが困難な場合は、法令の要件を満たすこと
で猶予が認められる場合があります。
■対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、以下のいずれかに
該当する事業者
①財産について災害を受け、または盗難にあったこと
②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、ま
たは負傷したこと
③事業を廃止し、または休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと

納付猶予特例制度は令和2年1月分～令和2年12月
分の厚生年金保険料等が対象であり、令和2年12月
分の申請期限である令和3年2月26日をもって納付猶
予特例制度の申請期間は終了しました。
令和3年1月分以降の厚生年金保険料等の納付が困難な場合や、納付猶予特例
を受けている厚生年金保険料等について猶予期間の満了日までの納付が困難な
場合は、他の猶予制度を受けられることがあります。

草津年金事務所
厚生年金徴収課

☎ 077-567-2271

令和3年
2月26日
終了
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事業者向け
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を
受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを
含む個人事業者に対して、地域・業種を限定しな
い形で、事業規模に応じた事業復活支援金を給
付します。

■給付対象
①と②を満たす中小法人・個人事業者
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事
業者
②2021年11月～2022年3月のいずれかの月
の売上高が2018年11月～2021年3月の間の
任意の同じ月の売上高と比較して50％以上、又
は30％以上50％未満減少した事業者

■給付額
中小法人等 ： 上限最大250万円/月
個人事業者等 ： 上限最大50万円/月

法人の場合
＜売上減少率50％以上＞
年間売上高1億円以下：上限100万円、
1億円超～5億円：150万円、
5億円超：250万円が上限

＜売上減少率30%以上50％未満＞
年間売上高1億円以下：上限60万円、
1億円超～5億円：90万円、
5億円超：150万円が上限

個人事業者の場合
・売上減少率50%以上…50万円が上限
・売上減少率30%以上…30万円が上限

新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない場合
は給付対象とはなりません。

■申請期間
令和4年1月31日(月)～令和4年5月31日(火)
■申請方法
電子申請となります。
支援が必要な方に向けては、申請サポート会場が設置

されており、ご利用には事前予約が必要です。

詳しくは https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

事業復活支援金
事務局
申請者専用
相談窓口

☎
0120-789-140

IP電話等からのお問合せ先

03-6834-7593
（通話料がかかります）

中小法人・
個人事業者

のための

事業復活
支援金

国

令和4年
6月17日
終了

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/


滋賀県
新型

コロナ
ウイルス
感染症

対応資金

滋賀県制度融資を活用し、民間金融機関にも実質
無利子・無担保・据置最大5年融資を拡大します。
あわせて、信用保証（セーフティネット保証4号・5号
、６項）の保証料を半額またはゼロにします。

【補助上限金額】 6,000万円
【融資期間】 10年以内（据置5年以内）
【補助期間】 保証料は全期間、

利子補給は当初3年間

※事業者の皆様がお支払いした所定金利（新規枠
1.0％、借換枠1.5%）については、事後的に半
年に１回の頻度で相当分をキャッシュバックしま
す。

■対象者
新型コロナウイルス感染症対応資金にて、セーフテ
ィネット保証4号・5号・６項のいずれかを活用した
事業者の内、下記の条件を満たす方

滋賀県
信用保証協会
☎ 077-511-1300

野洲市商工会
☎ 077-589-4880

商工観光課
☎ 077-587-6008

市内金融機関

事業者向け
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売上高▲5％ 売上高▲15％

個人事業主

（小規模のみ）

小・中規模事業者

（上記除く）
保証料1/2

保証料ゼロ

実質金利ゼロ

保証料ゼロ

実質金利ゼロ 令和3年
3月31日
受付終了

90
危機関連保

証

全国の保証対象業種を営む中小企業者を対象に、借
入債務(融資額)の100%を保証する制度で、一般保証
の限度額(最大2.8億円)とセーフティネット保証の限度
額(2.8億円)とはさらに別枠で限度額(2.8億円)を利
用できます。
本市においても、危機関連保証(中小企業信用保険法
第2条第6項)の認定を受け付けています。

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定
期間が令和3年6月30日となっておりますが、令和3年
12月31日まで指定期間を延長することを予定しており
ます。

滋賀県
信用保証協会
☎077-511-1300

野洲市商工会
☎077-589-4880

商工観光課
☎077-587-6008

市内金融機関

令和3年
12月31日
終了
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企業型ベビ
ーシッター
利用者支
援事業

特例措置
（企業で働く

方向け）

企業型ベビ
ーシッター
利用者支
援事業

特例措置
（個人で就

業されてる方
向け）

新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休
業等になった場合に、保護者が仕事を休んだり放課後
児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した
場合の利用料金を補助するものです。
■特例措置の内容
小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使
える割引券(2,200円/枚) を支給します。

＜平常時＞ ＜特例措置＞
・１日の上限枚数 ： ２枚/人 ⇒ ５枚/人
・１か月の上限枚数： 24枚/家庭 ⇒ 120枚/家庭
・年間の上限枚数 ：280枚/家庭 ⇒ 上限なし
■対象者
①～③すべてに当てはまる方が特例措置の対象になり
ます。
①民間企業等に勤めている
②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、
ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学
校や保育所等が休校・休園等になっている

利用者の方へ
サービス利用前に、[1]利用者自身が割引券の使用条件（※）を

満たしているか、[2]お勤めの企業がベビーシッター派遣事業の利
用を予定しているかを確認してください。

ベビーシッター派遣事業を利用予定の事業主の方へ
上記利用手続きについて、把握の上、労働者の方への周知をお願
いします。

新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休
業等になった場合に、保護者が仕事を休んだり放課後
児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した
場合の利用料金を補助するものです。

■対象者
①～③すべてに当てはまる方が特例措置の対象になり
ます。
①個人で仕事をしている（自営業、フリーランスなど）
②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、
ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学
校や保育所等が休校・休園等になっている

■特例措置の内容
小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使
える割引券(2,200円/枚) を支給します。
＜特例措置＞
・１日の上限枚数 ： ５枚/人
・１か月の上限枚数： 120枚/家庭
・年間の上限枚数 ： 上限なし

全国保育サービス協
会

http：//ｗｗｗ
.acsa.jp/

令和4年
3月31日
終了

令和4年
3月31日
終了



厚生年金
保険料の
納付猶予
特例制度

事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険
料を納付することが困難な場合は、法令の要件を満たすこと
で猶予が認められる場合があります。
■対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、以下のいずれかに
該当する事業者
①財産について災害を受け、または盗難にあったこと
②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、ま
たは負傷したこと
③事業を廃止し、または休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと

納付猶予特例制度は令和2年1月分～令和2年12月
分の厚生年金保険料等が対象であり、令和2年12月
分の申請期限である令和3年2月26日をもって納付猶
予特例制度の申請期間は終了しました。
令和3年1月分以降の厚生年金保険料等の納付が困難な場合や、納付猶予特例
を受けている厚生年金保険料等について猶予期間の満了日までの納付が困難な
場合は、他の猶予制度を受けられることがあります。

草津年金事務所
厚生年金徴収課

☎ 077-567-2271

事業者向け
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令和3年
2月26日
終了

農業保険
の保険料
支払期限
について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた農業者
の方について、農業保険（収入保険、農業共済）の保険
料の支払期限を延長します。

■対象者
農業保険加入者
１ 収入保険：保険料、積立金、付加保険料（事務費）の
支払期限を保険期間を開始する日から起算し、11ヶ月
を経過する日を限度に延長いたします。
２ 農業共済：品目ごとに、収穫期の１ヶ月前までを限度
に、最長令和２年９月30日まで延長いたします。

滋賀県農業共済
組合本部

☎077-524-4688令和2年
9月30日
終了



滋賀県
新型

コロナ
ウイルス
感染症

対応資金

滋賀県制度融資を活用し、民間金融機関にも実質
無利子・無担保・据置最大5年融資を拡大します。
あわせて、信用保証（セーフティネット保証4号・5号
、６項）の保証料を半額またはゼロにします。

【補助上限金額】 6,000万円
【融資期間】 10年以内（据置5年以内）
【補助期間】 保証料は全期間、

利子補給は当初3年間

※事業者の皆様がお支払いした所定金利（新規枠
1.0％、借換枠1.5%）については、事後的に半
年に１回の頻度で相当分をキャッシュバックしま
す。

■対象者
新型コロナウイルス感染症対応資金にて、セーフテ
ィネット保証4号・5号・６項のいずれかを活用した
事業者の内、下記の条件を満たす方

滋賀県
信用保証協会
☎ 077-511-1300

野洲市商工会
☎ 077-589-4880

商工観光課
☎ 077-587-6008

市内金融機関

事業者向け
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売上高▲5％ 売上高▲15％

個人事業主

（小規模のみ）

小・中規模事業者

（上記除く）
保証料1/2

保証料ゼロ

実質金利ゼロ

保証料ゼロ

実質金利ゼロ
令和3年
3月31日
受付終了

危機関連保
証

全国の保証対象業種を営む中小企業者を対
象に、借入債務(融資額)の100%を保証す
る制度で、一般保証の限度額(最大2.8億円
)とセーフティネット保証の限度額(2.8億円)
とはさらに別枠で限度額(2.8億円)を利用で
きます。
本市においても、危機関連保証(中小企業
信用保険法第2条第6項)の認定を受け付け
ています。

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連
保証の指定期間が令和3年6月30日となっ
ておりますが、令和3年12月31日まで指定
期間を延長することを予定しております。

令和3年
12月31日
終了

滋賀県
信用保証協会
☎077-511-1300

野洲市商工会
☎077-589-4880

商工観光課
☎077-587-6008

市内金融機関


