
４月25日から５月15日までの間、北海道の休

業要請などに協力し、感染リスクを低減する

自主的な取り組みを行った法人に30万円また

は10万円、個人事業者に20万円または10万

円を支給しています。

▶対象者

 ❶ 休業要請を受けた施設を休業した法人

(⇨30万円)、または個人事業者(⇨20万円)

❷ 酒類を提供する飲食店(❶を除く)で、法

人・個人事業者問わず酒類の提供時間を

19時までに短縮した事業者(⇨10万円)　

▶申請期限　７月31日㈮

▶問合せ  

　 北海道休業協力・感染リスク

低減支援金お問い合わせセン

ター　☎011‐351‐6469

各種企業・事業者支援の問合せ先

▶静内庁舎まちづくり推進課

　☎49‐0293（直通） 

▶新ひだか町商工会

　☎42‐0041
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町では、一時的な売り上げ減少による業績

の悪化が生じ、緊急的な融資を受ける中小

企業などの事業継続と経営の安定化を図る

ため、運転資金の返済にかかる利子補給制

度として、借入額300万円、年利1.0％まで

を上限に借入日から３年間分までの利子を

補給しています。

▶問合せ  

　静内庁舎まちづくり推進課

　☎49‐0293（直通） 

利子補給制度

国では、売り上げが前年同月比で50％以上

減少している事業者で、昨年１年間の売り

上げからの減少分を上限とし、法人に最大

200万円、個人事業者に最大100万円を給付

しています。詳しくは、持続化給付金事業

コールセンターにお問合せのうえ、申請し

てください。

▶申請期限　１月15日㈮

▶問合せ  

　 持続化給付金事業コールセンター

　錆 0120‐115570

持続化給付金

５月19日から５月31日(休業要請などの期間

が短縮された施設は、その日)までの間、北

海道の「新北海道スタイル」安心宣言の取

り組みを実践し、北海道が要請した休業な

どに協力した事業者に10万円または５万円

を支給しています。

▶対象者

❶ 休業要請などを受け、休業に協力した事

業者(⇨10万円)

 ❷ 休業要請などを受け、酒類を提供する飲食

店（❶を除く）で、酒類の提供時間短縮（19

時まで）に協力した事業者(⇨10万円)

❸ 休業要請などの対象外ではあるが、長期

間の外出自粛や自主的な休業などにより、

ひと月の売り上げが前年同月比で50％以

上減少し、「国の持続化給付金」を受給す

る事業者(⇨５万円)

▶申請期限

毅❶ 、❷ は８月31日㈪
毅❸は１月31日㈰

▶問合せ  

　 北海道経営持続化臨時特別支

援金お問い合わせセンター

　☎011‐350‐7262

道ホームページでは、国・道・

関係団体の支援策を分かりやす

くまとめています。

「北海道　ご利用ください お

役立ち情報」で検索してくだ

さい。

経営持続化

臨時特別支援金

お役立ち情報

休業協力・感染リ

スク低減支援金

新型コロナウイルス感染症支援策 

新型コロナウイルス感染症支援策

事業者向け支援

町では、３月から６月までの間のいずれかの月

の売上額が、前年同月と比べて減少した事業者

に、減少率により10万円または20万円(従業員

１人につき３万円を加算)を支給しています。

また、該当になる方は、６月使用(７月請求)

分から12月使用(１月請求)分までの上下水道

料金の基本料金を減免申請することができます。

▶対象者

町内に事業所を有し、事業運営を行っている

方で、北海道から次のいずれかに該当する営

業許可を受けている方。ただし、町税を滞納

している方は、対象になりません。

毅飲食店営業

毅喫茶店営業

毅旅館営業

毅ホテル営業

毅簡易宿所営業

毅民泊

▶申請方法

８月31日までに申請書類を役場担当窓口へ郵

送またはご持参ください。

※ 申請書類は、役場担当窓口で配布していま

す。また、町公式ホームページからも印刷

できます。

▶問合せ  

　 〒056‐8650

　静内御幸町３丁目２番50号

　静内庁舎まちづくり推進課

　☎49‐0293（直通） 

飲食店等

事業継続支援金



　受付期間

８/13  郵送申請は消印有効

㈭
まで

新型コロナウイルス感染症支援策
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新型コロナウイルス感染症支援策  個人向け支援

■その他の支援・相談

種　類 内　容 対象者 問合せ

税　金
町税の徴収猶予

納税者など
静内庁舎税務課　☎49‐0284（直通）

国民健康保険税の減免 静内庁舎税務課　☎49‐0283（直通）

保険料

後期高齢者医療保険料の徴収猶予

被保険者

静内庁舎税務課　☎49‐0284（直通）

後期高齢者医療保険料の減免 静内庁舎税務課　☎49‐0283（直通）

国民年金保険料の免除 静内庁舎生活環境課　☎49‐0291（直通）

介護保険料の徴収猶予・減免 日高中部広域連合　☎42‐5103

※ 「労働者の不安や困りごと」のほか、「どこに相談して良いか分からない」場合は、静内庁舎まち

づくり推進課 ☎ 49‐0293（直通）にご相談ください。

10 万円の給付金

国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策で

ある、１人につき10万円の特別定額給付金の申

請を受け付け中です。

▶対象者

　 基準日(４月27日)時点で、新ひたが町の住民

基本台帳に登録されている方

▶問合せ  

　静内庁舎まちづくり推進課　☎49‐0294（直通）

　(新ひだか町特別定額給付金支給実施班)

※ 申請窓口は、公民館の特設窓口から静内庁舎

２階まちづくり推進課に変更になりました。

給付金 の詐欺 に注意
役場や総務省などが現金自動預払機 (ATM)

の操作や手数料の振り込みをお願いするこ

とは絶対にありません！

怪しいと思ったら警察に電話しましょう。

▶警察相談専用電話　☎ #9110

▶静内警察署　　　　  ☎ 43‐0110

５月中旬に対象世
帯に申請書類など
を郵送しています
ので、ご確認くだ
さい。

募集期間

８/31㈪
まで

町では、地域の社会経済活動への支援事業など

に活用するため、「支え合い基金」を設け、広

く募っています。

▶基金の主な使途

毅 町内での社会経済活動支援事業の実施

毅 町内医療機関や介護施設などへの物品の提供

毅 町内での感染症対策支援

▶納付方法

毅  口座振込～町内の金融機関または郵便局窓口

毅 現金納付～静内庁舎総務課、三石庁舎地域振興課　

生活福祉資金制度の特例貸付

新ひだか町社会福祉協議会では、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、休業や失業などに

よって生活資金が必要な方に、保証人不要の無

利子貸付を行っています。

❶緊急小口資金（主に休業された方）

　緊急かつ一時的な生計維持の資金を要する世帯

▶貸付上限額

毅学校などの休業、個人事業主など　20万円

毅その他の場合　10万円

❷総合支援資金（主に失業された方など）　

　生活に困窮し、日常生活の維持が困難な世帯

▶貸付上限額

毅２人以上の世帯　１か月当たり20万円

毅単身世帯　１か月当たり15万円

※貸付期間は原則３か月以内

▶問合せ

　新ひだか町社会福祉協議会　☎43‐3121

新型コロナウイルス感染症支援策

国では、融資後３年間までの金利負担が実

質的に無利子となる特別貸付を実施してい

ます。さらに民間金融機関による信用保証

付き融資でも、当初３年間の金利負担が実

質的に無利子になります。詳しくは、中小

企業金融相談窓口にお問合せのうえ、申請

してください。

▶問合せ  

　中小企業金融相談窓口

　☎0570‐783183

特別貸付

特別利子補給制度

国では、１月29日から７月31日までに取得

した「セーフティネット保証、危機関連保

証の認定書」の有効期限を30日間としてい

ましたが、８月31日までに延長しています。

▶問合せ   静内庁舎まちづくり推進課

 　☎ 49‐0293（直通）

売り上げが下がるなどして従業員を休業さ

せる必要があった事業主に対して、賃金負

担額の相当額に次の助成率を乗じた額が支

給されます。ただし、支給額の算定に当たっ

ては、１人１日当たりの上限額があるなど

の基準がありますので、詳しくはハローワー

ク浦河にお問合せのうえ、申請してください。

▶助成率

毅中小企業　５分の４

※ 北海道の要請で休業し、賃金全額分の休

業手当を支払うなどした場合は10分の10

※従業員の解雇をしなかった場合は10分の９

毅大企業　３分の２

※ 従業員の解雇をしなかった場合は４分の３

▶問合せ  

　 ハローワーク浦河

　☎0146‐22‐3036

雇用調整助成金
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支え合い基金

▶問合せ

　静内庁舎総務課　☎49‐0261（直通）

多くの方から温か
いご厚志が寄せら
れています。
皆さまの善意に感
謝申し上げます。

寄付の状況(６月12日現在)

件 数 金 額

企 業

団 体
35 件 19,640,972 円

個 人 70 件 4,715,883 円

合 計 105 件 24,356,855 円


