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生活を支えるための支援のご案内（一般市民向け） 

                                        Ｒ２.５.18 現在調べ 

 制度名 対象 制度概要 問い合わせ先 

1 【給付金】 

特別定額給付金 

住民登録者  基準日（令和２年４月 27 日）に住民基本台帳に記

録されている方に対し、１人当たり 10 万円の給付を

行います。※申請期限は、申請受付開始日から３か月

以内 

健康福祉部健康福祉政策課 

（0969-24-8805） 

2 【給付金】 

子育て世帯への臨時特

別給付金 

子育て世帯 令和 2 年 4 月分または令和 2 年 3 月分の児童手当

（特例給付の支給対象者を除く。）を受給する世帯に

対して、臨時特別の給付金（一時金）を支給します。 

原則、申請は不要です。支給対象となる方には 5 月中

旬にお知らせを発送します。 

健康福祉部子育て支援課 

（0969-27-5400） 

3 【給付金】 

住居確保給付金  （家

賃） 

市内居住者  休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度

の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に

対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充

します。 

天草市社会福祉協議会 

（0969-32-2552） 

4 【貸付金】 

緊急小口資金 ・総合支

援資金（生活費） 

市内居住者  新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業

等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活

費用等の貸付を実施します。 

天草市社会福祉協議会 

（0969-32-2552） 

5 【猶予・減免】 

上下水道料金の支払い

猶予 

上下水道使

用者 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減

少している場合など、一時的に上下水道料金の支払い

が困難になられた方を対象に、一定期間支払いを猶予

します。 

水道局 料金収納窓口 

フジ地中情報㈱ 

（0969-24-8810） 

 



 制度名 対象 制度概要 問い合わせ先 

6 【猶予・減免】 

国民年金保険料の免除 

年金加入者 新型コロナウイルス感染症の影響により失業、事業

の廃止（廃業）又は休止の届出を行っている方など、

一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場

合、申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用でき

る場合があります。 

本渡年金事務所 

（0969-24-2154） 

7 【猶予・減免】 

市税の納付猶予の特例

制度 

（納付期限の延長） 

納税義務者 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を

一時的に納付することが出来ない場合は、特例による

猶予制度があります。（法案成立） 

この特例制度が適用されると①担保の提供が不要、

②延滞金が免除となります。 

市民生活部納税課 

（0969-24-8808） 

8 【猶予・減免】 

国民健康保険税の減免 

納税義務者  新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少

した被保険者等にかかる国民健康保険税（令和２年２

月１から令和３年３月３１日までに納期限があるも

の）について、今後示される国の減免基準に基づき減

免します。 

市民生活部国保年金課 

（0969-24-8802） 

9 【猶予・減免】 

介護保険料の減免 

介護保険第

1 号被保険

者 

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生

計維持者の収入が減少した被保険者にかかる介護保

険料（令和２年２月１日から令和３年３月３１日まで

に納期限があるもの）について、今後示される国の減

免基準に基づき減免します。 

 

健康福祉部高齢者支援課 

（0969-24-8806） 

10 【猶予・減免】 

市営住宅入居者に対す

る家賃の減免 

市営住宅入

居者 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著

しく減少した市営住宅入居者に対する家賃減免措置

（天草市営住宅家賃の減免及び徴収猶予事務取扱要

領の緩和措置）を行います。 

天草市建設部建設総務課 

（0969-32-6794） 



 制度名 対象 制度概要 問い合わせ先 

11 【猶予・減免】 

市奨学金の返還猶予 

奨学金貸与

者 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著

しく減少したことにより、市奨学金の返還ができない

場合は、申請による返還猶予制度があります。 

教育部教育総務課 

（0969-24-8812） 

12 【猶予・減免】 

電気・ガスの料金の支

払猶予 

緊急小口資

金又は総合

支援資金の

貸付を受け

ている者 

経済産業省では、電気・ガス事業者に対し、新型コ

ロナウイルス感染症の影響による休業及び失業等の

ため、緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けて

いる方で、一時的に料金のお支払いが困難となった方

に対して、その状況に配慮し、料金の未払いによる供

給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予に

ついて、柔軟な対応を行うことを要請しています。 

九州電力では、令和２年３月～５月の計算分の料金

の支払期日を１か月延長。 

 

電気・ガスの契約事業者 

13 【猶予・減免】 

電話料金の支払猶予 

固定電話・携

帯電話の利

用者 

総務省では、電気通信業者に対し、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、一時的に料金のお支払いが

困難となった方に対して、その状況に配慮し、支払い

の猶予について、柔軟な対応を行うことを要請してい

ます。 

NTT 西日本では、支払期限が令和２年２月末日以

降になっている料金について、申請に基づき、５月末

日まで支払期限を延長。 

電話の契約事業者 

14 【猶予・減免】 

NHK 受信料の支払猶

予 

NHK視聴者 期日までに受信料の支払いが難しい場合や、口座振

替等ではなく払込用紙での支払いを希望する場合の

相談窓口を設置しています。 

NHK 熊本放送局 

（096-326-8202） 



 制度名 対象 制度概要 問い合わせ先 

15 【相談対応】 

傷病手当金 

国民健康保

険被保険者

（被用者に

限る） 

感染したり、発熱等の症状があり感染が疑われる人

が、令和２年１月１日から給与の支払いを受けずに仕

事を休んだ場合、３日を経過した日から休んだ日数に

応じ、給与収入の 2/3 の額を傷病手当金として支給

を予定しています。 

入院が継続する場合等は、最長 1 年 6 月。 

市民生活部国保年金課 

（0969-24-8802） 

 

■生活支援（生活困窮等）全般についてのご相談は 

 天草市健康福祉部福祉課又は天草市社会福祉協議会へお尋ねください 

 

・天草市健康部福祉課生活支援１係、生活支援２係（0969-32-6072） 

 

・天草市社会福祉協議会本所（0969-32-2552） 

 ・社会福祉協議会本渡支所（0969-24-01０0）    ・社会福祉協議会栖本支所（0969-66-3367） 

・社会福祉協議会牛深支所（0969-72-290４）    ・社会福祉協議会新和支所（0969-46-3770） 

・社会福祉協議会有明支所（0969-53-0110）     ・社会福祉協議会五和支所（0969-32-1076） 

・社会福祉協議会御所浦支所（0969-6７-378２）   ・社会福祉協議会天草支所（0969-42-0678） 

・社会福祉協議会倉岳支所（0969-64-3８９５）    ・社会福祉協議会河浦支所（0969-76-1401） 

 

 

 

 

 

 

 



生活を支えるための支援のご案内（事業者等向け） 

                                     Ｒ２.５.８現在 

 制度名 対象 制度概要 問い合わせ先 

1 【資金繰り（政府資金）】 

①新型コロナウイルス

感染症特別貸付 

 

 

 

 

②商工中金による「危

機対応融資」 

 

新型コロナ

ウイルス感

染症による

影響を受け

業況が悪化

した事業者

（大企業・中

小企業者等

含む） 

 

①【融資限度額】中小事業３億円、国民事業 6 千万円 

【使いみち】設備資金、運転資金 

【貸付期間】設備：20 年、運転：15 年以内 

【金利】当初３年間は基準金利▲0.9％特例 

        中小事業：1.11%→0.21％ 

    国民事業：1.36％→0.46％ 

②【融資限度額】３億円 

【使いみち】設備資金、運転資金 

【貸付期間】設備：20 年、運転：15 年以内 

【金利】当初３年間は基準金利▲0.9％特例 

          1.11%→0.21％ 

 

①日本政策金融公庫事業資金

相談ダイヤル 

0120-154-505（平日） 

0120-112476（休日） 

 

 

②商工組合中央金庫相談窓口

0120-542-711 

2 【資金繰り（民間資金）】 

①新型コロナウイルス 

感染症対応資金 

 

 

②金融円滑化特別資金 

・熊本県独自分 

・セーフティネット 

保証４号 

・危機関連保証 

 

中小企業・ 

小規模事業

者 等 

 

①【融資限度額】3,000 万円 

【融資期間】10 年以内 

【保証料、利子等】売上額の減少幅に応じて実質無

利子・無担保・据置最大 5 年間 

②【融資限度額】8,000 万円 

※最大 2.4 億（8,000 万円×3 資金） 

【融資期間】10 年以内 

【利子】2.3％以内 

 ※天草市の利子補給制度あり 

 

①、②取扱金融機関へ 

（天草市内では、肥後銀行、

熊本銀行、天草信用金庫、熊

本県信用組合） 



 制度名 対象 制度概要 問い合わせ先 

3 【利子補給】（天草市）

緊急支援資金利子補給

金 

中小企業・ 

小規模事業

者 等 

上記の②金融円滑化特別資金の融資を受けた方へ 

３年間（３６回分）の利子を市が全額補助します。 

※１事業者あたり 8,000 万円の融資まで 

 

天草市経済部産業政策課 

0969-32-6786 

4 【利子補給】（天草市）

新型コロナウイルス対

策農業・漁業経営安定

資金に係る利子補給等 

農業者 

漁業者 

新型コロナウイルス対策セーフティネット資金及び

緊急支援資金の融資を受けた方へ、県の要項に基づき

5 年間の利子及び保証料（全額）を補助します。 

天草市経済部農業振興課 

（0969-32-6792） 

天草市経済部水産振興課 

（0969-32-6791） 

5 【給付金】（国） 

持続化給付金  

中小企業・個

人事業主） 

※農林漁業

者等含む 

新型コロナウイルスの影響により、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に対し

て、事業全般に広く使える給付金を支給します。 

【給付額（最大）】法人 200 万円、個人 100 万円 

※申請はホームページから 

https://www.jizokuka-kyufu.jp/ 

 

持続化給付金事業コールセン

ター 

0120 ｰ 115 ｰ 570 

※IP 電話等からは 

03-6831-0613 

6 【給付金】（県） 

①事業継続支援金 

 

 

【休業協力金】（県） 

②休業要請協力金 

中小企業・個

人事業主等 

※①は農林

漁業者等含

む 

①上記、国の持続化給付金の対象とならない事業者（ひ

と月の売上が前年同月比で 30％以上～50％未満

減少）に対して、事業継続支援金を支給します。 

【給付額（最大）】法人 20 万円、個人 10 万円 

※５月中の申請開始を予定 

②熊本県の休業要請に応じていただいた中小企業等に

対し、一律１０万円が支給します。 

※5/7 から郵送にて受付開始 

https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_32777.html 

 

①熊本県商工政策課 

096-333-2828 

 

 

 

②休業要請協力金コールセン

ター（9：00～19：00） 

096-333-2828 

https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_32777.html


 制度名 対象 制度概要 問い合わせ先 

7 【給付金】（天草市） 

事業継続支援給付金 

中小企業・個

人事業主） 

※農林漁業

者等含む 

上記、熊本県の事業継続支援金の対象者に天草市が

同額を上乗せして補助します。 

【給付額（一律）】法人 20 万円、個人 10 万円 

※５月中の申請開始を予定 

天草市経済部産業政策課 

0969-32-6786 

８ 【雇用維持】（国） 

雇用調整助成金 

事業主 経営環境の悪化により、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一時的に休業を行い、

労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部

を助成します。 

熊本労働局職業対策課分室 

096-312-0086 

ハローワーク天草 

0969-22-8609 

９ 【雇用維持】（天草市）

緊急雇用維持支援補助

金 

事業主  上記、雇用調整助成金の助成を受けた事業者に対し

て、補助対象分を上限に事業主負担分を市が上乗せ補

助します。 

 ※５月中の申請開始を予定 

天草市経済部産業政策課 

0969-32-6786 

10 【雇用維持】（国） 

小学校休業等対応助成

金 

労働者に休

暇を取得さ

せた事業主 

小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う

子どもの世話が必要な「労働者（保護者）」に対し、

有給休暇を取得させた事業主に対し助成します。 

【支給額】休暇中に支払った賃金相当額×10/10 

※上限（日額）8,330 円 

学校等休業助成金・支援金等

相談コールセンター 

0120-60-3999 

11 【雇用維持】（国） 

小学校休業等対応支援

金 

業務委託等

を受けて個

人で仕事を

する方 

小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う

子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくな

っている保護者等に対し、就業できなかった日につい

て１日あたり 4,100 円を支給します。 

学校等休業助成金・支援金等

相談コールセンター 

0120-60-3999 

12 【猶予・減免】 

法人市民税の申告納付

の期限を延長 

中小企業 新型コロナウイルス感染症の拡大防止等の観点から、

事前申請書の代わりに税務署提出の申告書の写しの添

付等で、法人市民税の申告及び納付の期限を延長する

ことができます。 

市民生活部課税課 

（0969-32-6050） 



 制度名 対象 制度概要 問い合わせ先 

13 【猶予・減免】 

厚生年金保険料の納付

猶予等 

適用事業所 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所の

経営状況等に相当な影響があり、一時的に厚生年金保

険料等を納付することが困難な場合、納付の猶予が認

められる場合があります。 

本渡年金事務所 

（0969-24-2116） 

14 【猶予・減免】 

市税の納付猶予の特例

制度 

（納付期限の延長） 

納税義務者 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を

一時的に納付することが出来ない場合は、特例による

猶予制度があります。（法案成立） 

この特例制度が適用されると①担保の提供が不要、

②延滞金が免除となります。 

市民生活部納税課 

（0969-24-8808） 

15    【相談対応】 

固定資産税等の軽減 

（令和 3 年度分） 

納税義務者 国における税制面での対策として令和３年度課税分

について実施。（法案成立） 

対象者は、中小企業や個人事業主で、本年２月から

１０月までのうち３か月間の売り上げが、前年の同時

期に比べ減少した割合に応じて軽減。 

市民生活部課税課 

（0969-32-6050） 

 

■支援策全般についてのご相談は 

 天草市経済部産業政策課（0969-32-6786）又は、下記の商工団体へお尋ねください。 

・本渡地区【本渡商工会議所（0969-23-2001）】 

・牛深地区【牛深商工会議所（0969-73-3141）】 

・上記以外【天草市商工会（0969-23-2020）】 

 


