
 

 

 

 

 

個
人
・
個
人
事
業
主
・
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
へ
の
支
援
策 

 
 

 
 

中
小
企
業

へ
の
支
援
策 

 5

ルス関連の緊急対策は数えきれないくらいのメニューとなりましたが、該当すると思われるものは積極的に照会

し申請されることをお勧めします。

 当初数年かけて導入予定だった小中学校の学習用端末導入（ＧＩＧＡスクール構想）も前倒しとなり今年度中

に一人一台の整備が

夏休みは短縮となることになりますが、なるべく休み

 緊急事態宣言解除されましたが、ウイルスとの戦いは終息したわけではありません。第

ひとりひとりが「新しい生活様式」を実践することが大切となります。ちなみに感染防止の

的距離の確保

 

 

 

 

新潟市議会議員

保苅
2020

発行：新潟市議会議員
                            

https://www.h

h-hokari@info
                             

特別定額給付金

緊急小口資金

 
総合支援資金

住居確保資金
 

子育て世帯特別給付

花の需要消費拡大支援

住宅ローン減税弾力化

国税の納税猶予

地方税の猶予・減免

県税の納税猶予

 
中 

小

企

業 

個

人 

事

業

主 

学校等休業支援金

学校等休業助成金

雇用調整助成金

市の上記促進事業

持続化給付金

県・休業協力金

市・休業協力金

市・時間短縮協力金

市・家賃減額協力金

市・店つくり応援

働き方改革推進支援

市・成長支援促進事業

市・ネットモール出店補助

市・通勤機会縮減支援

市・あんしん宿泊割引
市・生産性向上投資補助

市・新規採用活動支援

ＩＴ導入特別枠

資金繰り

政策金融公庫、商工組

合中央金庫、県、各金

融機関が相談窓口

5 月臨時会で

ルス関連の緊急対策は数えきれないくらいのメニューとなりましたが、該当すると思われるものは積極的に照会

し申請されることをお勧めします。

当初数年かけて導入予定だった小中学校の学習用端末導入（ＧＩＧＡスクール構想）も前倒しとなり今年度中

に一人一台の整備が

夏休みは短縮となることになりますが、なるべく休み

緊急事態宣言解除されましたが、ウイルスとの戦いは終息したわけではありません。第

ひとりひとりが「新しい生活様式」を実践することが大切となります。ちなみに感染防止の

的距離の確保 

新潟市議会議員

保苅 
2020.5.２２

発行：新潟市議会議員
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特別定額給付金 

緊急小口資金(融資) 

総合支援資金(融資) 

住居確保資金 

子育て世帯特別給付 
花の需要消費拡大支援

住宅ローン減税弾力化

国税の納税猶予 

地方税の猶予・減免 

県税の納税猶予など 

学校等休業支援金

学校等休業助成金

雇用調整助成金 

市の上記促進事業

持続化給付金 

県・休業協力金 

市・休業協力金 

市・時間短縮協力金

市・家賃減額協力金

市・店つくり応援 

働き方改革推進支援 

市・成長支援促進事業

・ネットモール出店補助

市・通勤機会縮減支援

市・あんしん宿泊割引
生産性向上投資補助

新規採用活動支援

ＩＴ導入特別枠 

り【融資】 

政策金融公庫、商工組

合中央金庫、県、各金

融機関が相談窓口 

月臨時会で 21 日に採決された内容も

ルス関連の緊急対策は数えきれないくらいのメニューとなりましたが、該当すると思われるものは積極的に照会

し申請されることをお勧めします。

当初数年かけて導入予定だった小中学校の学習用端末導入（ＧＩＧＡスクール構想）も前倒しとなり今年度中

に一人一台の整備が予算付けされました（

夏休みは短縮となることになりますが、なるべく休み

緊急事態宣言解除されましたが、ウイルスとの戦いは終息したわけではありません。第

ひとりひとりが「新しい生活様式」を実践することが大切となります。ちなみに感染防止の

 ②マスクの着用

新潟市議会議員（西区選出）

 ひろし
２ VoＬ５  

発行：新潟市議会議員 保苅ひろし
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一人一律

個人事業主

 
収入減少で日常生活維持が困難な方に融資

 
花の需要消費拡大支援 

休業･離職･廃業と同程度に収入減少､家賃相当
 

6 月の児童手当に

市内産花の消費拡大、広報誌に

住宅ローン減税弾力化 

 

 

入居が期限に間に合わない場合の

一定の減収の場合、健康保険を含め各種税金など

の猶予減免措置があります。

（企業にも同様の猶予減免があります）

学校等休業支援金 

学校等休業助成金 

 

市の上記促進事業 

休校に伴い仕事ができず減収、

休校に伴い

雇用の完全維持に国が助成

上記助成の不足分や申請の社労士手数料を補助

市・時間短縮協力金 

市・家賃減額協力金 

 

月の売上が

休業要請に応じて要請期間の休業

同上 10
県の営業時間短縮の要請に協力した飲食店

休業等に協力する店舗の家賃減額の

新しい生活様式に対応した店つくり、

 

市・成長支援促進事業 
・ネットモール出店補助 

市・通勤機会縮減支援 

市・あんしん宿泊割引 
生産性向上投資補助 

新規採用活動支援 

テレワーク導入支援

テレワーク等導入支援

新規出店経費と

市内宿泊施設で執務企業に

岩室・田ノ浦温泉宿泊者

サプライチェーン毀損対応等設備投資補助

就職情報サイトへの発信支援と団体の研修補助

ＩＴツール導入支援、ＰＣレンタル補助

 

政策金融公庫、商工組

合中央金庫、県、各金

新型コロナウイルス感染症特別貸付、衛生環境激変対策特別貸付、

る危機対応融資、県・新型コロナウイルス感染症対応資金、県・新型コロナウイ

ルス感染症対策特別融資、県・元金の返済猶予など多数の特別融資が用意されて

います。

日に採決された内容も

ルス関連の緊急対策は数えきれないくらいのメニューとなりましたが、該当すると思われるものは積極的に照会

し申請されることをお勧めします。それぞれ期限がありますので注意です。

当初数年かけて導入予定だった小中学校の学習用端末導入（ＧＩＧＡスクール構想）も前倒しとなり今年度中

予算付けされました（

夏休みは短縮となることになりますが、なるべく休み

緊急事態宣言解除されましたが、ウイルスとの戦いは終息したわけではありません。第

ひとりひとりが「新しい生活様式」を実践することが大切となります。ちなみに感染防止の

②マスクの着用 ③手洗い

（西区選出）

ひろし   
  ５月臨時会

保苅ひろし            
                            

hokari.info   新潟市西区黒鳥

niigata.or.jp     025
                             

一人一律 10 万円 市より申請書が送付

個人事業主 20 万円内、個人

収入減少で日常生活維持が困難な方に融資

休業･離職･廃業と同程度に収入減少､家賃相当

月の児童手当に中学生までに

市内産花の消費拡大、広報誌に

入居が期限に間に合わない場合の

一定の減収の場合、健康保険を含め各種税金など

の猶予減免措置があります。

（企業にも同様の猶予減免があります）

休校に伴い仕事ができず減収、

休校に伴い有給の休暇を取得させた事業主に支援

雇用の完全維持に国が助成

上記助成の不足分や申請の社労士手数料を補助

月の売上が 50％以上減少、法人

休業要請に応じて要請期間の休業

10 万円 
県の営業時間短縮の要請に協力した飲食店

休業等に協力する店舗の家賃減額の

新しい生活様式に対応した店つくり、

テレワーク導入支援

テレワーク等導入支援

新規出店経費と 2 月分の出展料など

市内宿泊施設で執務企業に

岩室・田ノ浦温泉宿泊者

サプライチェーン毀損対応等設備投資補助

就職情報サイトへの発信支援と団体の研修補助

ＩＴツール導入支援、ＰＣレンタル補助

新型コロナウイルス感染症特別貸付、衛生環境激変対策特別貸付、

る危機対応融資、県・新型コロナウイルス感染症対応資金、県・新型コロナウイ

ルス感染症対策特別融資、県・元金の返済猶予など多数の特別融資が用意されて

います。 

日に採決された内容も掲載しましたが、文字が細かくなりすぎてしまいました。コロナウイ

ルス関連の緊急対策は数えきれないくらいのメニューとなりましたが、該当すると思われるものは積極的に照会

それぞれ期限がありますので注意です。

当初数年かけて導入予定だった小中学校の学習用端末導入（ＧＩＧＡスクール構想）も前倒しとなり今年度中

予算付けされました（61,415 台

夏休みは短縮となることになりますが、なるべく休み

緊急事態宣言解除されましたが、ウイルスとの戦いは終息したわけではありません。第

ひとりひとりが「新しい生活様式」を実践することが大切となります。ちなみに感染防止の

③手洗い となっています。

 

（西区選出）  

   
５月臨時会の内容を含め
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niigata.or.jp     025-377-3511
                             

市より申請書が送付

万円内、個人 10 万円内、生活維持

収入減少で日常生活維持が困難な方に融資

休業･離職･廃業と同程度に収入減少､家賃相当

中学生までに 1 万円上乗せ

市内産花の消費拡大、広報誌に 5

入居が期限に間に合わない場合の

一定の減収の場合、健康保険を含め各種税金など

の猶予減免措置があります。 

（企業にも同様の猶予減免があります）

休校に伴い仕事ができず減収、1

の休暇を取得させた事業主に支援

雇用の完全維持に国が助成 

上記助成の不足分や申請の社労士手数料を補助

％以上減少、法人 200

休業要請に応じて要請期間の休業に対する

県の営業時間短縮の要請に協力した飲食店

休業等に協力する店舗の家賃減額の家主に

新しい生活様式に対応した店つくり、

（県も同様の支援策検討中）

テレワーク導入支援 1/2 上限 100

テレワーク等導入支援(専門家派遣費用を支援

月分の出展料など

市内宿泊施設で執務企業に 1 拍又は

岩室・田ノ浦温泉宿泊者 1 名につき

サプライチェーン毀損対応等設備投資補助

就職情報サイトへの発信支援と団体の研修補助

ＩＴツール導入支援、ＰＣレンタル補助

新型コロナウイルス感染症特別貸付、衛生環境激変対策特別貸付、

る危機対応融資、県・新型コロナウイルス感染症対応資金、県・新型コロナウイ

ルス感染症対策特別融資、県・元金の返済猶予など多数の特別融資が用意されて

しましたが、文字が細かくなりすぎてしまいました。コロナウイ

ルス関連の緊急対策は数えきれないくらいのメニューとなりましたが、該当すると思われるものは積極的に照会

それぞれ期限がありますので注意です。

当初数年かけて導入予定だった小中学校の学習用端末導入（ＧＩＧＡスクール構想）も前倒しとなり今年度中

台 3 月リース代

夏休みは短縮となることになりますが、なるべく休みも確保（学校判断）する方向です。

緊急事態宣言解除されましたが、ウイルスとの戦いは終息したわけではありません。第

ひとりひとりが「新しい生活様式」を実践することが大切となります。ちなみに感染防止の

となっています。

    

の内容を含め新型コロナウイルス対策

            
                            

新潟市西区黒鳥 4972   

3511    
                             

市より申請書が送付・返送

万円内、生活維持

収入減少で日常生活維持が困難な方に融資

休業･離職･廃業と同程度に収入減少､家賃相当

万円上乗せ(申請不要

500 円の割引券

入居が期限に間に合わない場合の弾力対応

一定の減収の場合、健康保険を含め各種税金など

 

（企業にも同様の猶予減免があります） 

1 日あたり 4100

の休暇を取得させた事業主に支援

上記助成の不足分や申請の社労士手数料を補助

00 万円,個人 100

に対する協力金

県の営業時間短縮の要請に協力した飲食店 10万(複店

家主に 2/3 を補助

新しい生活様式に対応した店つくり、3 密対策など

（県も同様の支援策検討中）

100 万円 

専門家派遣費用を支援

月分の出展料など 3/4 

拍又は 1 日 3000

名につき 5000 円補助

サプライチェーン毀損対応等設備投資補助 

就職情報サイトへの発信支援と団体の研修補助

ＩＴツール導入支援、ＰＣレンタル補助 2/3 

新型コロナウイルス感染症特別貸付、衛生環境激変対策特別貸付、

る危機対応融資、県・新型コロナウイルス感染症対応資金、県・新型コロナウイ

ルス感染症対策特別融資、県・元金の返済猶予など多数の特別融資が用意されて

しましたが、文字が細かくなりすぎてしまいました。コロナウイ

ルス関連の緊急対策は数えきれないくらいのメニューとなりましたが、該当すると思われるものは積極的に照会

それぞれ期限がありますので注意です。

当初数年かけて導入予定だった小中学校の学習用端末導入（ＧＩＧＡスクール構想）も前倒しとなり今年度中

月リース代 94,143

も確保（学校判断）する方向です。

緊急事態宣言解除されましたが、ウイルスとの戦いは終息したわけではありません。第

ひとりひとりが「新しい生活様式」を実践することが大切となります。ちなみに感染防止の

となっています。どうぞご自愛ください。

新型コロナウイルス対策

            国・県・市の新型コロナウイルス関連政策を

                             てみました

    的に活用

     支援が受けら

                             該当するかをよく確認願います。

・返送 
万円内、生活維持費 

収入減少で日常生活維持が困難な方に融資 

市定額給付金センター

個人向総合支援資金相談Ｃ

連絡先は同上

休業･離職･廃業と同程度に収入減少､家賃相当助成 

申請不要) 

円の割引券 

市パーソナルサポートＣ

市こども家庭課

市食花推進課

弾力対応 

一定の減収の場合、健康保険を含め各種税金など

新潟税務署

県税事務所

新潟市納税課

100 円 

の休暇を取得させた事業主に支援 

上記助成の不足分や申請の社労士手数料を補助 

新潟労働局

同上

同上

市コールセンター

00 万円 

金10万円 

複店 20) 

を補助 

密対策など 2/3 

（県も同様の支援策検討中） 

国給付窓口

県相談センター

市相談センター
同上

同上

市商業振興課

専門家派遣費用を支援) 

000 円 

円補助 

 

就職情報サイトへの発信支援と団体の研修補助 

 

相談センター

IPC

 同上

市観光政策課

同上（

市企業誘致課

市雇用政策課
サービスデザイン推進協

新型コロナウイルス感染症特別貸付、衛生環境激変対策特別貸付、

る危機対応融資、県・新型コロナウイルス感染症対応資金、県・新型コロナウイ

ルス感染症対策特別融資、県・元金の返済猶予など多数の特別融資が用意されて

しましたが、文字が細かくなりすぎてしまいました。コロナウイ

ルス関連の緊急対策は数えきれないくらいのメニューとなりましたが、該当すると思われるものは積極的に照会

それぞれ期限がありますので注意です。 

当初数年かけて導入予定だった小中学校の学習用端末導入（ＧＩＧＡスクール構想）も前倒しとなり今年度中

4,143 千円）。学校においては休校の影響で

も確保（学校判断）する方向です。

緊急事態宣言解除されましたが、ウイルスとの戦いは終息したわけではありません。第

ひとりひとりが「新しい生活様式」を実践することが大切となります。ちなみに感染防止の

どうぞご自愛ください。

新型コロナウイルス対策の主なものを掲載

国・県・市の新型コロナウイルス関連政策を

てみました。関係すると思われる

的に活用しましょう。

支援が受けられます。

該当するかをよく確認願います。

市定額給付金センター

個人向総合支援資金相談Ｃ

連絡先は同上 

市パーソナルサポートＣ

市こども家庭課 

市食花推進課 

新潟税務署    

県税事務所    

新潟市納税課  

新潟労働局  0

同上（すべての事業者対象）

同上（すべての事業者対象）

市コールセンター

給付窓口    

県相談センター

市相談センター
同上 

同上  (国も借主補助を検討中

市商業振興課  

相談センター 

PC 財団     

同上 

市観光政策課 

同上（県も補助を検討中

市企業誘致課 

市雇用政策課 
サービスデザイン推進協

新型コロナウイルス感染症特別貸付、衛生環境激変対策特別貸付、

る危機対応融資、県・新型コロナウイルス感染症対応資金、県・新型コロナウイ

ルス感染症対策特別融資、県・元金の返済猶予など多数の特別融資が用意されて

しましたが、文字が細かくなりすぎてしまいました。コロナウイ

ルス関連の緊急対策は数えきれないくらいのメニューとなりましたが、該当すると思われるものは積極的に照会

当初数年かけて導入予定だった小中学校の学習用端末導入（ＧＩＧＡスクール構想）も前倒しとなり今年度中

千円）。学校においては休校の影響で

も確保（学校判断）する方向です。 

緊急事態宣言解除されましたが、ウイルスとの戦いは終息したわけではありません。第 2 波が発生しないよう

ひとりひとりが「新しい生活様式」を実践することが大切となります。ちなみに感染防止の 3 つの基本は①

どうぞご自愛ください。 

主なものを掲載、見にくくてすみません

国・県・市の新型コロナウイルス関連政策を

。関係すると思われる施策については積極

。当然ですが、申請することで

れます。概要を掲載していますので、

該当するかをよく確認願います。 

市定額給付金センター0570-012085 

個人向総合支援資金相談Ｃ

0120-46-1999
 

市パーソナルサポートＣ 
025-385-6851

  226-1201 

 226-1794 

  229-2151

  280-5048

  226-2288

0120-60-3999

（すべての事業者対象）

（すべての事業者対象）

市コールセンター243-4894

   0570-783183

県相談センター   280-5222

市相談センター    211-8650

国も借主補助を検討中

   226-1629

 0120-91-6479

     226-0550

   226-2608

県も補助を検討中）

    226-1689

      226-1642
サービスデザイン推進協 0570-666424

新型コロナウイルス感染症特別貸付、衛生環境激変対策特別貸付、商工中金によ

る危機対応融資、県・新型コロナウイルス感染症対応資金、県・新型コロナウイ

ルス感染症対策特別融資、県・元金の返済猶予など多数の特別融資が用意されて

しましたが、文字が細かくなりすぎてしまいました。コロナウイ

ルス関連の緊急対策は数えきれないくらいのメニューとなりましたが、該当すると思われるものは積極的に照会

当初数年かけて導入予定だった小中学校の学習用端末導入（ＧＩＧＡスクール構想）も前倒しとなり今年度中

千円）。学校においては休校の影響で

波が発生しないよう

つの基本は①

見にくくてすみません

国・県・市の新型コロナウイルス関連政策を一覧にし

施策については積極

当然ですが、申請することで

概要を掲載していますので、

 

012085  

個人向総合支援資金相談Ｃ 

1999 

 
6851 

 

2151 

5048 

2288 

3999 

（すべての事業者対象） 

（すべての事業者対象） 

4894 

783183 

5222 

8650 

国も借主補助を検討中) 

1629 

6479 

0550 

2608 

） 

1689 

1642 
666424 

商工中金によ

る危機対応融資、県・新型コロナウイルス感染症対応資金、県・新型コロナウイ

ルス感染症対策特別融資、県・元金の返済猶予など多数の特別融資が用意されて

しましたが、文字が細かくなりすぎてしまいました。コロナウイ

ルス関連の緊急対策は数えきれないくらいのメニューとなりましたが、該当すると思われるものは積極的に照会

当初数年かけて導入予定だった小中学校の学習用端末導入（ＧＩＧＡスクール構想）も前倒しとなり今年度中

千円）。学校においては休校の影響で

波が発生しないよう

つの基本は①身体

見にくくてすみません。 

一覧にし 
施策については積極 

当然ですが、申請することで 

概要を掲載していますので、 


