
新型コロナ感染・影響で活用できる国の支援制度 
 ※ゴシックは第二次補正予算で追加   20.7.20現在  

１．国民に対する支援策 

制度 主な内容・留意点 相談先 

1 人 10 万円の現

金給付（特別定

額給付金） 

DVや虐待を理由に自宅から避難している人は、いまいる市区

町村で給付金を受け取れる。生活保護利用者の保護費は減額

されない（給付金を収入認定しない）。差し押さえは法律で禁

止される。 

各市町村 

 

児童 1 人 1 万円

の臨時特別給付

金 

子育て世帯向けに、児童手当受給者に児童 1 人につき 1 万円

の臨時特別給付金が出される。 

各市町村 

 

ひとり親世帯に

臨時給付金 

児童扶養手当の受給世帯に 5 万円を支給し、第 2 子以降は 3

万円を加算するのに加え、児童扶養手当を受け取っていない

ひとり親世帯も含め、収入が大きく減少した場合は 5 万円を

支給。 

各市町村 

 

休業手当 会社の都合による休業（仕事を休ませること）の場合、会社は、

休業期間中労働者に、その平均賃金の 100分の 60以上の休業

手当を支払わなければならない。会社の都合とは、地震や災害

などの不可抗力による場合を除き、資材が集まらなかったた

めに作業が出来なかった場合や、機械の故障により休業せざ

るをえなかった場合など、会社都合によるものをいう。「自宅

待機」や「シフト・勤務時間の削減」の場合も休業手当の支払

いが必要。 

会社の担当

部署 

または 

各地の労働

基準監督署 

休業支援金 勤め先の企業の資金繰りの悪化などの理由で休業手当を受け

取れない人に対して、国が直接、給付する「休業支援金」の制

度を創設。中小企業で働く人が対象で、給付率は休業前の賃金

の 8割。上限額は雇用調整助成金の水準と合わせて月額 33万

円とし、適用される期間は 4月から 9月末まで。 

各地の労働

基準監督署 

雇用調整助成金 会社が申請する制度。休業期間中に当該労働者の賃金の一部

を国が会社に支払う。制度を利用することで、会社の負担が減

り、賃金保障や解雇回避などができる。1人も解雇をしない場

合の助成率は、中小企業 9/10、大企業 4/5です。対象労働者は

被保険者以外（週 20時間未満）も含まれる。さらに、短時間

（1 時間以上）の休業も対象となる。休業以外にも、「出向」

や「教育訓練」も対象となる。1 人 1 日当たり 8330 円となっ

ている上限額を 1万 5000円、月額 33万円に引き上げ。4月か

ら 6 月末までを 9 月末まで延長し、解雇を行わない中小企業

には全額を助成。 

労働局・助成

金センター 

 

学校休校特別休

暇助成 

会社が申請する制度。学校（保育園、幼稚園、児童クラブなど

を含む）の休校によって労働者が働けなくなり、会社が給与付

きの特別休暇を与えた場合に、1人あたり 8330円/日を上限に

助成金が支払われる。一定条件を満たすフリーランス（個人事

業主）には一律 4100円支給。休校でなくても子どもの風邪症

状や濃厚接触などのために仕事を休んだ保護者も対象。親だ

けでなく祖父母なども対象。子どもの基礎疾患のために仕事

を休んだ場合も含まれる。対象期間は 2月 27日～6月 30日。 

 

学校休業助

成金コール

センター 

 



制度 主な内容・留意点 相談先 

失業給付 会社に「離職票」の発行を求め、ハローワークに申請する。離

職理由が「会社都合」か「自己都合」かによって給付日数など

に差がある。 

ハローワー

ク 

労災保険の休業

補償 

仕事や通勤中に新型コロナウイルスに感染し、休業せざるを

得ない場合に活用できる。おおむね平均賃金の 8 割が補償さ

れます。ただし、感染が仕事や通勤中であることの因果関係の

証明が必要となる。 

各地の労働

基準監督署 

医療や介護・福

祉分野の職員へ

の「慰労金」 

新型コロナウイルスに感染した患者が発生、受け入れた医療機

関、介護・福祉施設の職員 1 人当たり 20 万円の支給。患者の受

け入れはないものの病床の確保などにあたった病院の従事者に

は 1 人当たり 10 万円。それ以外の医療機関や介護・福祉施設の

職員に 1人当たり 5万円支給される。 

各市町村 

傷病手当金 健保組合や協会けんぽ、国民健康保険、後期高齢者医療制度に

加入し、仕事や通勤以外で感染し 4日以上休業した場合、傷病

手当金の支給を受けることができる。支給額は平均賃金の約

2/3。国民健康保険では、事業者の家族専従者も対象。財源は

国が負担。 

健保組合、協

会けんぽ。国

保・後期医療

は各自治体 

国民健康保険料

（税）の免除・減

免、納付猶予 

国民健康保険料（税）の「免除等」の対象は、主たる生計維持

者の収入が前年比で 3割以上減った世帯。（前年の合計所得が

1千万円超の場合などは除外）保険料収入の減少分は、国が全

額手当てする。収入が 2 割以上減少し、3 割に満たない場合

は、納付猶予できる。 

介護保険料についても、減免、納付猶予ができる。 

各市町村 

国民健康保険の

資格証明書の扱

い 

国民健康保険料（税）の資格証明書（窓口で全額負担が必要）

について、新型コロナに関わる検査・治療については通常の保

険証と同じ扱いにする。 

各市町村 

税金や公共料金

等の猶予 

税金やガス・上下水道・電気・NHK受診料など公共料金の支

払いについて、2月からの一定期間（1カ月以上）で、収入が

前年同月比で 20％以上減少した場合、支払いが原則 1 年間猶

予される。 

税務署、市町

村、年金事務

所、事業者な

ど 

国民年金保険料

の特例免除 

国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例

免除がされる。①新型コロナウイルスの感染症の影響により

収入が減少したこと、②当年中の所得の見込みが現行の国民

年金保険料の免除等に該当する水準になること。 

各市町村 

住居確保給付金 家賃が 3カ月支給される（上限あり）。「特別な事情」がある場

合、最長 9カ月まで支給延長。離職・廃業をしていなくても、

収入減少によって住居を失う恐れのある人も対象。自宅外で

親から支援を受けず、アルバイトなどで生活をしている学生

も対象になる。 

各市町村の

自立相談支

援機関 

学費などの支援 大学、短大、高専、専門学校生について、新型コロナの影響で

の家計急変への支援。4人世帯で年収が 380万円以下の世帯の

学生に、授業料・入学金の減免と給付型奨学金を支給する。休

業の影響でアルバイトの収入が減少した学生に 10万円、この

うち、住民税非課税世帯の学生に 20万円を給付。大学院や大

学、専門学校、日本語学校などに通うおよそ 43万人が対象。

予備費からの支出をすでに決めていて、学校側が学生の状況

などを確認したうえで、6月中旬ごろから日本学生支援機構を

通じて給付することを目指すとしている。 

各学校の学

生課、奨学金

窓口 



２．事業者に対する支援策 

制度 主な内容・留意点 相談先 

持続化給付金 中小業者やフリーランスなど個人事業主には「持続化給付金」

が出る。ひと月の売り上げが前年同月比で 50％以上減少して

いる事業者を対象に、法人は 200 万円、個人事業者は 100 万

円を上限に、昨年 1 年間の売り上げからの減少分を給付する

制度。1月から 3月末までに創業した事業者で、いずれかの月

の売り上げが 1 月から 3 月までの平均より 50％以上減少した

ことを条件に給付の対象に加える。フリーランスのうち、収入

を「雑所得」や「給与所得」として確定申告していた人も、申

請できるようにする。 

中小企業庁 

家賃支援給付金 店舗の賃料の負担を軽減する給付金。対象は、売り上げが去年

より、ひと月で 50％以上減少した事業者や、3 か月で 30％以

上減少した事業者。中堅・中小企業は月に 50万円、個人事業

主は 25万円を上限に、原則、賃料の 3分の 2を半年間給付。

複数の店舗を借りている事業者には、例外措置として、上限額

を中堅・中小企業は 100万円、個人事業主は 50万円に引き上

げる。1月から 3月までに創業した事業者も対象。 

中小企業庁 

小規模事業者持

続化補助金 

商工業者を対象として、売上げ減少に関係なく、サービス、卸、

小売業は従業員 5人以下、製造業その他は 20人以下の小規模

事業者の販路開拓の取組を支援するもの。最大 50万円（創業

者は 100万円）、補助率 2/3補助金。事業実施後、使途の確認

を行い、適正な支出について補助を行うもの。 

神奈川県商

工会連合会 

経営継続補助金 新型コロナウイルス感染症の影響を克服するために、感染拡

大防止対策を行いつつ、販路回復・開拓や事業継続・転換のた

めの機械・設備の導入や人手不足解消の取組を総合的に支援

することによって、地域を支える農林漁業者の経営の継続を

図る。補助率 3/4（補助上限額 100万円）。 

全国農業会

議所 

働き方改革推進

支援助成金 

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事

と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスに

おいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対し

て、その実施に要した費用の一部を助成する。補助率 3/4。１

人当たり上限額 40万円、1企業当たり上限額 300万円。 

テレワーク

相談センタ

ー 

介護サービス支

援事業 

①4月 1日以降、サービス提供するために必要なかかり増し経

費が発生した介護事業所・施設への助成。上限額例：通所介護

89.2万円、訪問介護 53.4万円、特養 3.8万円×定員数。②在

宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成。1利用

者あたり 1,500～6,000円。③在宅サービス事業所における環

境整備への助成。上限額 20万円。 

神奈川県、政

令市、中核市 

事業者向けの融

資制度 

特別貸付・特別利子補給制度による公的金融機関の無利子・無

担保融資が受けられる。新型コロナウイルスの影響を受けて

(1)最近 1 カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して

5％以上減少(2)業歴 3カ月以上 1年 1カ月未満の場合でも、過

去 3 カ月の平均売上高が 5％以上減少―などの条件を満たせ

ば対象になる。 

日本政策金

融公庫など 

 


