新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内(個人・世帯用)
１．給付金等
（１）すべての皆さまに
【国】
特別定額給付金(受付終了)

家計への支援をおこなうため、特別定額給付金を給付します。
【対象】

令和２年４月２７日(基準日)にうきは市に住民登録されている方

新型コロナ関連支援センター
☎７３-７５６７

【給付額】 給付対象者１人当たり１０万円
【申請期限】８月１５日(土)

（２）子育て世帯やひとり親世帯のみなさまに
【国】

子育て世帯の生活を支援するため、臨時特別給付金を給付します。

子育て世帯への臨時特別給付金

【対象】 平成１６年４月２日から令和２年３月３１日までに生まれた子どもがいる

(受付終了)

世帯(令和２年３月、４月分児童手当受給者)
【給付額】
【公務員分】

【国】

福祉事務所子育て支援係
☎７５-４９６１

対象児童１人当たり１万円
申請が必要。申請期限は、令和２年１０月３０日まで

令和２年６月分の児童扶養手当受給世帯等に対して、１世帯５万円、第２子以降の

ひとり親世帯への臨時特別給付

児童１人当たり３万円を給付します。

金

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が減少した世帯に対し、１

福祉事務所子育て支援係
☎７５-４９６１

世帯５万円を追加給付します。
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【市独自】
うきは市臨時特別出産応援金

国の特別定額給付金が４月２８日以降に生まれた新生児に支給されないことに対
応し、子育てに伴う経済的負担の軽減を図ることを目的に臨時特別出産応援金を給付

福祉事務所子育て支援係
☎７５-４９６１

します。
【対象】

令和２年４月２８日～令和３年４月１日生まれの子の父又は母(出生時に

おいて、本市の住民基本台帳上で同一世帯に属するもの)
【臨時特別出産応援金額】
【市独自】
小中学校給食支援金(終了)

小中学校の臨時休校（３～５月)、夏休みの短縮による子育て世代の負担を軽減す

学校教育課学事係 ☎７５-４９５０

るため、給食費の支援を行ないます。
【支援期間】

母子父子寡婦福祉資金貸付金

新生児 1 人につき１０万円

３か月

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時
休業、事業所等の休業などにより、保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が

福祉事務所子育て支援係
☎７５-４９６１

減少し、日常生活に支障をきたす場合は、母子父子寡婦福祉資金貸付金における、生
活資金（生活安定貸付期間および失業貸付期間に係る貸付）の活用が可能です。
【市独自】
修学旅行キャンセル料等支援金

小中学校の修学旅行が新型コロナウイルスの影響により実施できなかった場合、修

学校教育課学事係 ☎７５-４９５０

学旅行代金のキャンセル料に係る保護者負担を支援します。

（３）休業により収入が減少された方に
【国】

企業から休業手当を受け取れなかった方に、休業実績に応じて休業支援金を給付し

【事業者・労働者向け各種支援金無料

新型コロナウイルス感染症対応

ます。雇用保険の被保険者以外（パート・アルバイト等）も対象となります。

申請サポート窓口】

休業支援金・給付金

【対象】

うきはブランド推進課商工振興係(Ｕ

【給付額】

休業により賃金が支払われない方
休業前の賃金の８０％(月額上限３３万円)

－ＢｉＣ２階)

☎７６-９０９５

新型コロナウイルス感染症対休業支
援金・給付金コールセンター
☎０１２０－２２１－２７６
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（４）収入減により家賃が払えない方に
【福岡県】

・県営住宅及び福岡県住宅供給公社賃貸住宅の一時提供

【県営住宅】

新型コロナウイルス感染症に係

【対象者】 新型コロナウイルス感染症等の影響により、業績不振を理由に解雇等さ

福岡県住宅供給公社筑後管理事務所

る県営住宅等の支援策

れたため、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方

☎０９４２-３２-２６６０

・県営住宅の家賃の減額及び徴収猶予

【公社住宅】

【対象者】

県住宅供給公社

県営住宅に入居中の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、

収入が著しく減少した方
【国】
住居確保給付金

☎０９２-７８１-８０２０

新型コロナウイルスのために収入が減り、廃業に至ってないが、このままだと住居

福祉事務所保護係 ☎７５-４９６２

を失うおそれが生じている人に対して、住宅の家賃相当額（上限あり)を一定期間支
給します。
【対象】

離職や減収などで住居を失った、または失うおそれのある方

【給付額上限】 単身世帯:月額３２，０００円以内、２人世帯:月額３８，０００円
以内、３～５人世帯:月額４２，０００円以内
【給付期間】

原則３か月、最長１２か月(※令和２年度中に、新規申請し受給を開

始した方に限る。)

（５）感染または感染の疑いで無給や減給になった方に
国民健康保険及び後期高齢者医
療の傷病手当金

国民健康保険または後期高齢者医療被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染
するなどし、会社等を休み、事業主から十分な給与が受けられない場合に、傷病手当
金を支給します。
【対象】

新型コロナウイルスに感染した、または感染が疑われる方

【給付額】 直近の継続した３か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×
２/３×支給対象日数
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市民生活課国保・年金係
☎７５-４９７３

（６）学業の継続が厳しいご家庭に
【市独自】
就学援助の拡充

就学援助とは、経済的な理由により就学が困難な児童生徒に、給食費や学用品費の

学校教育課学事係 ☎７５-４９５０

一部を支給する制度です。このたびの新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、
失業や休業、あるいは自営業を休業したことにより家計が急変した世帯にも対象者を
拡充します。

【市独自】

新型コロナウイルスにより影響を受け、学業継続が危ぶまれるひとり親世帯に対し

うきは市学業継続支援事業給付

学業継続支援金を給付します。

金（受付終了）

【対象者】

高校・大学・短大・専門学校等に通う子どもがいるひとり親世帯

【給付額】

高校生:５万円

【国】

男女共同参画推進室男女共同参画推
進係 ☎７７-２６６１

大学・短大・専門学校等:１０万円

世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、就学の継続が困難になっている学

在学している各学校

「学びの継続」のための『学生支

生等に学生支援緊急給付金を給付します。

※申請期間が終了している学校もあ

援緊急給付金』

【対象】 大学・短期大学・高等専門学校(第４、第５学年及び専攻科)および専門学

ります。

校に在学している方
【給付額】

住民税非課税世帯の学生等 ２０万円
それ以外の世帯の学生等

１０万円

（７）保育施設などで働いている方へ
【市独自】
保育施設等従事者応援金

新型コロナウイルスの影響により、新しい保育環境が求められ、厳しい労働環境に

福祉事務所保育所係

おかれている保育施設・幼稚園施設従事者や放課後児童クラブ従事者を応援するた

☎７５-４９６１

め、応援金を給付します。

学校教育課学事係

【応援金額】

一人あたり３万円

☎７５-４９５０
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２．貸付
生活福祉資金貸付制度
（特例貸付）

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業、休業等により生活が困窮し、 うきは市社会福祉協議会
生計維持のため貸付が必要な世帯

☎７６-３９７７

【緊急小口資金】貸付額:１０万円以内（特に必要な場合は２０万円以内）
据置期間:貸付日から１年以内
返済期間:据置期間経過後２年以内
受付期間:令和３年３月末まで
【総合支援資金】貸付額:単身世帯 月１５万円以内
2 人以上の世帯 月２０万円以内
据置期間:貸付日から１年以内
返済期間:据置期間経過後１０年以内
貸付期間:原則３か月以内
受付期間:令和３年３月末まで
※貸付の審査は福岡県社会福祉協議会が行います。

３．猶予・減免
水道料金及び下水道使用料の支

【対象】

一時的に水道料金・下水道使用料等の納付が困難な方

住環境建設課上下水道管理係

払い猶予

【内容】

相談内容によって、納付猶予等の対応を行います。

☎７５-４９８３

市営住宅使用料等の支払い猶予

【対象】

市営住宅に入居中の方で一時的に市営住宅使用料等の支払が困難な方

住環境建設課建設管理係

【内容】

相談内容によって、支払猶予等の対応を行います。

☎７５-４９８３

【対象】

①個人の経常的な収入が、前年同期に比べ大幅に減少していること。

徴収対策室徴収対策係

②一時に納税を行うことが困難であること。

☎７５-４９７７

納税の猶予制度の特例

①② いずれも満たす方
【内容】

市税について、無担保かつ延滞金なしで１年間納付を猶予します。
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自動車税・軽自動車税環境性能割

【対象】

新たに自動車を取得した方

税務課資産税係(軽自動車税)

の臨時的軽減の延長

【内容】 １％分軽減する特例措置の適用期限を６月延長し、令和３年３月３１日ま

☎７５-４９７７

でに取得したものを対象とします。

久留米県税事務所(自動車税)
☎０９４２-３０-１０１２

国民年金保険料の免除等

【対象】 失業、収入の減少、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行ったことによ

市民生活課国保・年金係

り、国民年金保険料の納付が困難な方

☎７５-４９７３

【内容】

申請により免除等が認められる場合があります。

国民健康保険の保険税、後期高齢

【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により、国民

市民生活課国保・年金係

者医療の保険料の減免や徴収猶

健康保険税・後期高齢者医療保険料を一時に納付することが困難な方

☎７５-４９７３

予等

【内容】 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を一時に納付することが困難な場
合、減免制度や分割納付、納付を猶予する制度があります。

介護保険料の減免

【対象】

第１号被保険者のうち、次に該当する方

・世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度減少することが見込まれる。

保健課介護・高齢者支援係
☎７５-４９６０

【内容】

申請により減免が認められることがあります。

母子父子寡婦福祉資金貸付の償

【対象】

母子父子寡婦資金貸付金の貸付を受けた、ひとり親家庭・寡婦

還金の支払猶予

【内容】 支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合、その支払いを猶予

係

します。

☎０９２-６４３-３２５７
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福岡県児童家庭課ひとり親家庭支援

４．届出等の期間の延長
転入、転居、世帯変更などの届出

【対象】

転入・転居等の届出者

市民生活課住民係

について

【内容】 転入・転居等の届出は、その事実が生じた日から１４日以内に行わなけれ

☎７５-４９７２

ばなりませんが、１４日以降でも、
「正当な理由があったもの」とみなされます。
児童扶養手当の認定請求書等届

【対象】

出生・転入やひとり親になったことで、児童扶養手当を申請する人

出

【内容】 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定請求できなかった場

福祉事務所子育て支援係
☎７５-４９６１

合、その理由が止んだあと１５日以内に請求したときは、手当の支給は受給資格者が
災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属
する月の翌日から手当の支給を始めます。

５．その他
福岡県緊急短期雇用創出事業

【対象】 新型コロナウイルス感染症の影響により、学生、留学生を含め働く場を失

筑後労働者支援事務所

った方

☎０９４２-３０-１０３４

【内容】

福岡県では、県と市町村が連携して、緊急に短期の雇用を創出するため、

「緊急短期雇用創出事業」を実施しています。
【市独自】

感染拡大や重症者を防止する観点から、高齢者等が本人の希望により、感染してい

新型コロナウイルス検査高齢者

るかどうかのＰＣＲ検査を行う費用の一部を助成します。

等助成事業

◆PCR 検査費用 27,973 円 （450 人分）
国補助 10,000 円、市補助 10,000 円、個人負担、7,973 円
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保健課 食育健康対策係
☎７５－４９６０

６．相談窓口
福岡県新型コロナウイルス感染

【対象】

市民の皆さん

福岡県新型コロナウイルス感染症一

症一般相談窓口

【内容】

新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談について

般相談窓口
☎０９２－６４３－３２８８
FAX ０９２-６４３-３６９７（２４時
間対応)

消費生活相談(悪質商法など)

【対象】

市民の皆さん

福岡県消費生活センター

【内容】

新型コロナウイルス感染症に関連した悪質商法等、契約に関するもの

☎０９２-６３２-０９９９
久留米市消費生活センター
☎０９４２-３０-７７００

新型コロナウイルス感染症の影

【対象】

事業者・労働者の皆さん

筑後労働者支援事務所

響による特別労働相談窓口

【内容】 新型コロナウイルス感染症の影響による解雇、休業、雇用調整助成金等の

☎０９４２-３０-１０３４

労働に関する相談

福岡労働局総合労働相談コーナー
☎０９２-４１１-４７６４

新型コロナウイルスに関する生

【対象】

活困りごと電話相談（終了）

【内容】 新型コロナウイルスにより生活に困っている方々への支援として，電話相

【電話相談】

談及び Microsoft Teams による WEB 面談相談を実施

☎０１２０-３１５１９９

【対象】

市民の皆さん

人権同和対策室

【内容】

患者・感染者や対策に携わった方々等の人権に関する相談

☎７５-４９８４

【対象】

市内在住外国人の皆さん

福岡県外国人相談センター

【内容】

新型コロナウイルス感染症の影響による相談

☎０９２-７２５-９２０７

人権相談

外国人労働者からの相談

市民の皆さん

日本司法書士会連合会

うきはブランド推進課商工振興係(U
ーBIC)
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☎７６-９０９５

