
個人・世帯向け支援

▼ ▼収入が減少した人に生活費を無利子で貸し付け
生活福祉資金  �問�長岡市社会福祉協議会Ｔ33・6000

■緊急小口資金
貸付上限金額  学校などの休業、個人事業主な
ど…20万円、その他…10万円

■総合支援資金（生活支援費）
貸付上限金額  ２人以上の世帯…月20万円、
単身世帯…月15万円　貸付期間  原則３カ月

ながおか 市政だより 号　外
令和２年５月 19 日発行
※ ５月 14 日時点の情報を

掲載しています

新型コロナウイルス 支援情報

みなさまの暮らしと事業の継続を支える制度を
ぜひ、ご活用ください。

▼ ▼家計への支援
特別定額給付金（国）
対象者  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人

受給権者  対象者の属する世帯の世帯主

申請方法  ５月20日㈬に市が発送する申請書
に申請者の振込口座情報を記入し、本人確認
書類、預金通帳の写しなどを添付して返送

※「マイナポータル」でオンライン申請もで
きます（マイナンバーカードを持っている人）

支給開始  ６月４日㈭から

申し込み期限  ８月24日㈪まで

�問�特別定額給付金室Ｔ39・2302

１人10万円

▼ ▼家賃の支払いを支援
住居確保給付金（国・市）

　支給期間を最長１年に市独自に延長し、家賃相当額を大家などへ支給します。
対象者  主たる生計維持者が、離職や休業によ
る収入の減少で、住居を失った、または失う
おそれがある世帯（収入要件あり）

�問�長岡市パーソナル・サポート・センター
　 Ｔ89・8263

単身世帯31,800円、２人世帯38,000円、
３人世帯41,000円　※いずれも上限額



事業者向け支援

休業手当、賃金などを助成
　雇用の維持を図るために従業員の休業や
教育訓練を行った場合に、休業手当などの
一部を助成します。労働者１人当たり１日
8,330円が上限です（５月14日現在）。

申し込み  ハローワーク長岡Ｔ32・1181

助成金の相談にお応えします
　制度の内容や申請方法の相談に、社
会保険労務士が個別にお応えします。
日時   ７月31日㈮までの平日（１日４回。

各回45分程度。要予約）
申し込み  産業支援課Ｔ39・2228

◆雇用調整助成金
　活用促進補助金（市）
　助成金を積極的に活用できるよう、申請
手続きを社会保険労務士に委託した際の手
数料を補助します。

対象者
以下の要件を満たす事業者
・ 市内に本社など主な事業所を有する中小

企業または個人事業主
・常時雇用する従業員が20人未満

補助額  10万円（最大）
申し込み　
来年３月31日㈬（当日消印有効）までに
郵送で産業支援課へ

手
数
料
を
補
助

相談・お問い合わせは

産業支援課Ｔ 39・2228
場所  大手通２-６大手通庁舎
郵送  〒940-8501（住所不要）産業支援課

▼ ▼固定費の負担を軽減
事業継続緊急支援金（市）

▼ ▼従業員の雇用を守るために
雇用調整助成金（国）

補助額  ❶❷のいずれか
❶家賃相当額
・従業員が10人以上　…　30万円（最大）
・従業員が９人以下　…　15万円（最大）
❷固定資産税等相当額 …　10万円（最大）
対象経費
❶�建物家賃３カ月分、水道・下水道料金２カ

月分
❷�固定資産税額（家屋と償却資産のみ）・都市

計画税の年税額４分の１、水道・下水道料
金２カ月分

対象者　
市内に本社など主な事業所を有する中小企業
など（全業種）で、以下の要件を満たすもの
・ 売り上げ…令和２年２月から５月までのい

ずれかの月の売り上げが、前年同月比で
30％以上減少

・ 努力義務…雇用の維持や事業継続のための
活動（取引先との交渉、感染予防策の実施
など）

申し込み
６月30日㈫（当日消印有効）までに郵送で産
業支援課へ

　事業者に国や県からの支援が届くまで、建物家賃や固定資産税、水道・下水道料金などの固定
費相当額を助成し、事業の継続を応援します。

最大30万円

▼ ▼事業全般に広く使える給付金
持続化給付金（国）
対象者
令和２年１月以降、売り上げが前年同月比で
50％以上減少した月がある中堅・中小法人、
個人事業者、ＮＰＯ法人など

申し込み  給付金事務局のホームページで

問�持続化給付金事業コールセンターＴ0120・ 
115・570（ＩＰ電話Ｔ03・6831・0613）

法人200万円（最大） 個人事業者100万円（最大）

▼ ▼県の休業要請に応じたら
新型コロナウイルス
感染症 拡大防止協力金（県）
対象者
県内に事業所を有し、県の要請に応じて４月
24日から５月６日までの全期間に休業や営業
時間の短縮などを実施した中小企業および個
人事業主　※詳しくは県ホームページで

申し込み  ６月30日㈫までに郵送またはオン
ラインで〒950-8570新潟市中央区新光町４
番地１新潟県緊急事態措置・協力金相談セン
ター（Ｔ025・280・5222）へ

※休業要請期間が延長された事業者に対する
　加算あり

１事業者10万円

▼ ▼新たなビジネス手法を支援
ビジネスサポート事業
対象者  以下の要件を満たす市内の事業者
・ 令和２年２月から４月までのいずれかの月

の売り上げが、前年同月比で30％以上減少
・ 「新しい生活様式」に合わせた店舗運営や改

装などで売り上げの確保に取り組む

対象件数  １次募集100件、２次募集50件

申し込み  １次募集は５月31日㈰（当日消印
有効）までに郵送で〒940-0071表町３－１
－８長岡商工会議所（Ｔ32・4500）へ

１事業者10万円（最大、要審査）

▼ ▼当面の運転資金の調達に
無利子・無担保融資（県）

　売り上げ減少などの要件を満たした場合、
保証料補助と３年間の利子補給が受けられます。

申し込み  市内の各金融機関
▼ ▼税や公共料金が払えない

■固定資産税（令和３年度課税分）の軽減
…資産税課Ｔ39・2213

■市税（法人市民税・固定資産税など）の
　納付猶予 …収納課Ｔ39・2214

■水道・下水道料金の納付猶予
…業務課Ｔ35･1619

産業支援の
ワンストップサービス
　市役所支所、長岡商工会議所、
地域商工会でも相談に応じます。
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悩みや疑問、お気軽にご相談ください
場所  アオーレ長岡東棟１階
　　 市民窓口サービス課内
時間  平日午前８時30分〜午後７時（午後
　　 ５時15分からは電話対応のみ）、土・
　　 日・祝日午前９時〜午後５時

新型コロナウイルス感染症総合案内窓口

Ｔ39・2246
個
別
の
相
談
は

直
接
こ
ち
ら
へ

相談内容 電話番号 担当 受け付け時間
感染症の予防、不安、
ストレスへの対処など 39・7508 健康課 毎日午前８時30分〜午後８時

事業者向け支援、
経済対策など 39・2228 産業支援課 平日午前８時30分〜午後５時15分

特別定額給付金
（電話のみ） 39・2302 特別定額

給付金室 毎日午前９時〜午後６時

支所地域にお住まいの人は、各支所にもお気軽にお問い合わせください

市公式ラインでも
長岡市　コロナ 検索

最新の支援情報は市ホームページで➡

市内のお店を応援しよう！
やっぱり好きんが長岡 
未来応援プロジェクト

　インターネットで資金を募集し、事業者な
どを支援するクラウドファンディングが始ま
りました。チケットや商品を購入して、お気
に入りのお店や団体を応援しませんか。

◆チケット・商品購入型
支援対象  飲食・物販店、宿泊施設など
※ 返礼品として、支援金に10％を上乗せした

額のサービスチケットなどがもらえます

◆事業支援型
支援対象  教育・文化、観光・地域振興に関
する事業団体など

◇　　　　　　◇
いずれも　
期間  ６月29日㈪まで　
問長岡商工会議所青年部事務局Ｔ32・4500

お店の味を自宅で♪
持ち帰りサービスを活用

　お店の味を自宅で楽しめる持ち帰りサー
ビスが広がっています。下記ホームページ
で持ち帰りできるお店を紹介しています。
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問起業支援センターながおかＴ94・5040
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テ イ ク ア ウ ト
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問ＮＰＯ法人まちなか考房Ｔ36・3240

◆3
サンロクゴ
65�長岡�テイクアウトグルメ

問㈱ニューズ・ライン長岡支局Ｔ35・9595

◆ながおか旨めし（５月下旬から）
問長岡観光コンベンション協会Ｔ32・1187

◆寺泊�宅配・テイクアウト情報
問寺泊観光協会Ｔ75・3363

▼市ホームページから

▼店舗・団体への支援は
　こちらから


