現役医師 / 感染症専門！ 子育て奮闘中 / 中学生の母！
2期目も全力行動！皆様のお声を国政に届けます！

Vol.101

数年で予算２倍増！

新 型コロ ナウイ ル ス 感 染 症 に 伴う主 な 支 援 策 一 覧

わかりやすく
まとめました！
ご参考ください！

支援策の一覧はこちらから https://corona.go.jp

新型コロナウイルス感染
症の影響で売上が減少し
ている事業者に対して給
付金を支給

事業復活支援金の支給
※申請受付期限は2022年６月17日
まで

【文化芸術・スポーツ】
コロナ禍により甚大な影
響を受けた文化芸術活動
の再興を図る／コロナ禍
のスポーツイベント等の
開催を支援

売上高30％〜50％未満の減少：
上限 法人150万円，
個人30万円
※法人の上限額は、売上高に応じて３段階

実質無利子・無担保融資

3年間実質無利子
最長5年間元本据置

日本公庫・商工中金の申請期限：
令和4年9月末まで

公庫
（中小）
・商工中金最大3億円

新分野展開や業態転換等の事業再
構築に取り組む場合、上限１億円ま
でを最大2/3
（中堅は1/2）
で補助
第６回公募：2022年3月28日公募開始

事業再構築補助金

※申請受付は５月下旬〜6月上旬開始
予定

コロナ禍からの文化芸術活動の
再興支援事業

さらに時短営業の飲食店や外出自粛の影響で本年1
〜9月のいずれかの月の売上が30％以上減なら補助
率を3/4（中堅は2/3）
に引上げ（上限1,500万円）

＜ARTS for the future! 2＞

不特定多数の者に公開する公演や展覧会
等の活動を行い収入等を上げる積極的な
活動経費を
ARTS for the future!2の詳細は
最大2,500万円補助等
https://www.vipo.or.jp/project/
aﬀ2/をご覧ください
＜全国規模のスポーツイベント等の開催等支援＞
＞
試合開催時の感染症対策･広報､コロナ禍に
全国規模のスポーツイベント等 おける体験機会の提供拡大等に必要な費用
の一部を補助
の開催支援事業

二次募集公募：
令和4年5月23日〜6月24日

中小企業等の高機能換気設備及び
同時に導入する空調設備の導入費
用に対して2/3補助※
※施設のCO2排出量の削減が必要

コロナの出口戦略へ全力！
熱中症リスクも勘案し、具体的な
基準も定めていきます。
エビデンス
に基づき、
確実に出口へ！

令和４年（２０２２年）
６月１日（水曜日）
１０１号

＞

自由民主党ホームページ https://www.jimin.jp/

0120-339-510

商工中金
0120-542-711

公庫
（国民）
最大6千万円

イベントワクワク割

がんばろう！商店街事務局

日本公庫
0120-154-505

▶感染症の感染状況を踏まえつつ、
一定期間に限
定して、
官民一体型の需要喚起策を実施
▶キャンペーン期間中のイベント・エンターテイメン
トのチケットを購入した消費者に対し、
割引等を行う
(２割相当分・上限2,000円)
※開 始 時 期 及びキャンペーン 時 期
▶消費者が安心してイベントに参加できる環境を
は、現時点では未定、決まり次第
醸成するため、
ワクチン接種者又は検査陰性者を
支援対象とする
HP : https : //wakuwari.go.jp/
対象イベント・エンターテイメント例
でお知らせします。
テーマパーク、
音楽ライブ、
映画、
演劇・伝統芸能、
オン
ラインイベント、
スポーツ観戦･参加、
美術館・博物館等

大規模感染リスクを低減
するための高機能換気
高機能な換気設備を導入
して感染リスクを抑えたい
設備等の導入支援事業

＜

【登録確認機関専用】
0120-886-140
※IP 電話から：03-4335-7475

がんばろう！商店街事業

売上減で資金繰りが厳しい

新分野展開や業態転換で
事業を立て直したい

【申請者専用】0120-789-140
※IP 電話から：03-6834-7593

イベント実施やWebサイト作成、商品開発に係る
費用について、
１申請あたり、以下の上限額まで支援
①１者による単独申請
１申請当たり400万円上限
（200万円まで定額支援）
②２者連携による申請
１申請当たり800万円上限
（300万円まで定額支援）
※事業の開始時期については、
感染
③３者以上の連携による申請
状況等を踏まえ調整中
１申請当たり1050万円上限（500万円まで定額支援）
※定額を超えた額については、商店街等が1/2を自己負担
※抗原検査キットの購入費等を支援対象に追加

新型コロナウイルス感染
症により甚大な影響を受
けた商店街等について感
染拡大防止対策を徹底し
つつ、需要喚起を実施

新型コロナウイルス感染
症により甚大な影響を受
けたイベント業界につい
て感染拡大防止対策を徹
底しつつ、需要喚起を実
施

事業復活支援金 相談窓口

2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が
50％以上または30％〜50％未満減少した事業者
売上高50％以上の減少：
上限 法人250万円，
個人50万円

0570-005-272
（IP電話）
03-6704-4105
事業再構築補助金事務局
〈ナビダイヤル〉

0570-012-088

〈IP 電話〉

03-4216-4080

＜ARTS for the future! 2＞
ARTS for the future!2事務局
電話
（フリーダイヤル）

0120-070-113

＜全国規模のスポーツイベント等の開催等支援＞
スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当）

TEL：03-6734-4988

一般社団法人静岡県環境資源協会
支援センター

Email:center@siz-kankyou.or.jp
TEL：054-266-4161

（注）
お問い合わせは極力メールにて
お願いいたします。

マスクを外しても良い例
屋外
屋内
未就
学児

一定の要件を満たす場合
休業手当等の最大
10/10 を助成
（日額最大 15,000 円）

お近くの都道府県労働局
またはハローワークまで

介護・障害福祉
分野の就職を
支援

介護訓練修了者への
返済免除付
就職支援金貸付制度

介護訓練修了後に介護・障害
福祉分野に就職した場合、
20万円の貸し付け 2年間継
続して従事した場合返済免除

就職した又は就職を予定
している事業所の所在の
都道府県・都道府県社会
福祉協議会まで

安定した仕事を
得たいひとり
親世帯の方々に

高等職業訓練
促進給付金

訓練期間中に月額10万円、
最長4年最短6か月のデジタ
ル分野等の民間資格等も対
象に

お住いの都道府県・市区
町村まで

雇用を維持したい

新 型コロナウイルス

感染症に係る小学校等

の臨 時 休 業 等により
仕事を休まざるをえな

い保護者の皆様を支援

イベント主催者・参加者専用窓口

周囲と 2m 以上の距離がある
距離は不十分だが、会話がほとんどない
例 ランニングや鬼ごっこなどの外遊び、
徒歩での通勤
2ｍ以上の距離があり、会話がほとんどない
例 人が少ない図書館や美術館
着用を一律には求めない

発 行 所 自由民主党本部
〒100-8910
東京都千代田区永田町 1-11-23
TEL：03-3581-6211（代表）
＜毎週火曜日発行＞

2022年5月25日時点

※受付時間などの詳細は左記ホームページでご確認ください。
※制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、
詳細が決まり次第、各省にて公表される予定です。

我が国の子供たち
を力強く支援し、
その未来を拓く
様々な困難に
直面した方々の
生活・暮らしを
速やかに支援
新型コロナウイルス
感染症の影響により
厳しい状況にある学生
等の学びを継続する
ための支援

自立に向けて
取り組むひとり
親世帯の方々に
コロナで学びの
継続が困難
望まない孤独や
孤立などの悩みに
寄り添います

雇用調整助成金

※特例措置は、2022年6月末まで

小学校休業等対応
助成金・支援金

一定の要件を満たす場合
休暇中の賃金相当額×10/10を助成 ※
（日額最大15,000円）

令和4年1~3月休暇分：
委託を受けて個人で仕事をする保護者の
令和４年5月31日申請期限
場合
令和4年4〜6月休暇分：
１日当たり最大7,500円(定額)を助成
令和４年8月31日申請期限
※休業支援金・給付金の仕組みによる労
(注)助成金と支援金でリンク先が
働者からの直接申請についてはこちら
異なります

（窓口、郵送、オンライン）

コールセンター

0120-603-999

コールセンター
0120 - 603 - 999

子育て世帯への
臨時特別給付

児童を養育している者の年 子育て世帯への臨時特別
収が960万円以上の世帯 給付・住民税非課税世帯
を除き、
０歳から高校３年生 等に対する臨時特別給付
金コールセンター
までの子供たちに一人当
たり10万円相当の給付
TEL:0120-526-145

住民税非課税世帯等に
対する臨時特別
給付金

住民税非課税世帯等に対し 給付・住民税非課税世帯
の現 等に対する臨時特別給付
て、1世帯当たり10万円の現
金コールセンター
金を給付

子育て世帯への臨時特別

TEL:0120-526-145

学生等の学びを
継続するための
緊急給付金

高等教育の修学支援新制度
（給付型奨学金・授業料等減
免）
の利用者又は一定の要件
をもとに大学等が総合的に
判断の上、推薦する者に対し
て、一律10万円を給付

償還免除付
ひとり親家庭
住宅支援資金貸付

月上限４万円 ×12 か月の
住宅賃借資金の無利子貸付
１年就労継続なら
一括償還免除

高等教育の
修学支援新制度
家計急変の採用は随時

孤独・孤立等に
関する支援制度、
相談窓口

学生生活に必要な生活費等
をカバーする給付型奨学金
（返済不要）
と授業料減免
国・地方公共団体の支援制度
や相談窓口を御案内してい
ます。
また、孤独・孤立で悩む方に
向 け て 様 々 な 活 動 を 行う
NPO等を支援します。

各大学等の学生課等の窓口
まで

お住いの都道府県まで
（指定都市にお住いの
方は市役所まで）
各大学等の窓口または日本学
生支援機構奨学金相談センター
0570-666-301
悩みを抱えている方への国の支
援制度・地方公共団体相談窓口
及び NPO 等の皆様への政府の
緊急支援策のご案内は、
https://corona.go.jp/action/
からリンクをご参照ください。

茨城事務所 【自民党茨城県第 6 選挙区支部】
〒305-0022 茨城県つくば市吉瀬 1851-1
TEL：029-886-3686 FAX：029-893-2022

ＱＲコードからオフィシャルサイト、
各ＳＮＳに簡単にアクセスできます。

