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令和４年４月

支援制度に関する情報は、こちらでもご覧になれます。
■栗原市ウェブサイト　　URL　https://www.kuriharacity.jp/栗原市

１．経済・生活面の支援
（１）物資給付
■ 濃厚接触者に対する生活物資緊急支援事業 p. 1

（２）給付金・支援金
■ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 p. 1
■ 地域イベント等支援事業 p. 1

（３）税金や保険料等の減免・猶予
■ 国民健康保険税の減免 p. 2
■ 後期高齢者医療保険料の減免 p. 2
■ 介護保険料の減免 p. 3
■ 個人市県民税、固定資産税、国民健康保険税の徴収猶予 p. 3
■ 介護保険料の徴収猶予 p. 4
■ 奨学資金の償還猶予 p. 4

２．中小企業者等への支援
■ 物産販売機会の創出支援事業 p. 4
■ 地元飲食店おうえん事業 p. 5
■ 【第３弾】中小企業等経営継続支援金 p. 5
■ スポーツ大会応援クーポン券事業 p. 6
■ 転作作物緊急拡大支援事業 p. 6

３．申請期限等の延長
■ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 〔申請期限の延長〕 p. 7
■ 生活福祉資金（緊急小口資金）貸付【特例貸付】 〔申請期限の延長〕 p. 7
■ 生活福祉資金（総合支援資金）貸付【特例貸付】 〔申請期限の延長〕 p. 7
■ 国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給 〔適用期間の延長〕 p. 7
■ 後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給 〔適用期間の延長〕 p. 7

４．国等において実施している支援
■ 事業復活支援金 p. 7
■ 雇用調整助成金 p. 7
■ 小学校休業等対応助成金・支援金 p. 7

も
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『新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金』の
申請期限が延長されました。

市民生活部社会福祉課
☎22-1340

支援制度名称

新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金 令和４年３月３１日まで

変更前 変更後

令和４年６月３０日まで

『生活福祉資金（緊急小口資金）貸付制度』及び『生活
福祉資金（総合支援資金）貸付制度』の申請期限が延長
されました。

栗原市社会福祉協議会事務局
☎23-8070
（栗原市築館薬師三丁目6-2）

支援制度名称

生活福祉資金（緊急小口資金）
貸付制度【特例貸付】

生活福祉資金（総合支援資金）
貸付制度【特例貸付】

令和４年３月３１日まで

令和４年３月３１日まで

令和４年６月３０日まで

変更前 変更後

令和４年６月３０日まで

『国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給』及び
『後期高齢者医療制度の被保険者に対する傷病手当金の支給』
の適用期間が延長されました。

市民生活部健康推進課
☎22-0370

支援制度名称

国民健康保険被保険者に対する
傷病手当金の支給

令和２年１月　１日から
令和４年３月３１日まで
の間に労務に服すること
ができない期間

変更前 変更後
令和２年１月　１日から
令和４年６月３０日まで
の間に労務に服すること
ができない期間

後期高齢者医療制度の被保険者
に対する傷病手当金の支給

令和２年１月　１日から
令和４年３月３１日まで
の間に労務に服すること
ができない期間

令和２年１月　１日から
令和４年６月３０日まで
の間に労務に服すること
ができない期間

３．申請期限等の延長 新型コロナウイルス感染症

令和４年４月【第13報】

支援制度のお知らせ支援制度のお知らせ

４．国等において実施している支援
事業復活支援金 【経済産業省】
中小企業者やフリーランスを含む個人事業主を対象に事業収入
が基準月の売上高と比較して３０％以上減少した場合、支援金
を支給（法人　最大２５０万円、個人事業主　最大５０万円）

■問合せ先
事業復活支援金事務局
電話番号：0120－789－140

雇用調整助成金 【厚生労働省】
業績が悪化した企業が、一時的に休業等を行って労働者の雇用
の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成 ■問合せ先

雇用調整助成金、産業雇用安定
助成金、小学校休業等対応助成
金・支援金コールセンター
電話番号：0120－603－999

小学校休業等対応助成金・支援金
小学校等の臨時休業に伴い、子どもの世話を保護者として行う
ことが必要となった場合
・有給休暇を取得させた事業主の方へ助成金を支給
・契約した仕事ができなくなった、個人で仕事をする保護者
　の方へ支援金を支給
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令和４年４月 令和４年４月

□濃厚接触者に対する
生活物資緊急支援事業とは
生活に必要不可欠な食料品等を調達すること
が著しく困難となっている新型コロナウイルス
感染症患者の濃厚接触者に対して、健康観察期
間中、緊急で生活物資を支援するものです。

□利用者負担は　無料

□対象となる方は
保健所から新型コロナウイルス感染症患者の
濃厚接触者と判定された市内在住者で、生活に
必要不可欠な食料品等を調達することが著しく
困難であるため、生活物資等の支援が必要と保
健所から市に報告があった方

保健所と連携し緊急支援が必要な
濃厚接触者に生活物資をお届けします

市民生活部健康推進課
☎22-0370

１．経済・生活面の支援
（１）物資給付

□住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金とは
下記の「対象となる方」に、世帯を支援する
ために給付するものです。

□対象となる方は
次のいずれかに該当する世帯。ただし、住民
税が課税されている人の扶養親族等のみで構成
する世帯を除きます。
（１）世帯全員の令和３年度「住民税が非課税」

の世帯
※該当と思われる世帯には、１月末に確認書を送付しています。

（２）新型コロナウイルス感染症の影響で、令和
３年１月以降の収入が減少し、「住民税非
課税相当」の収入となった世帯（家計急変
世帯）

□申請期限は
（１）住民税非課税世帯　令和４年５月２日まで
（２）家計急変世帯　令和４年９月３０日まで

□申請に必要なものは
◇確認書または申請書（請求書）
◇本人（代理人）を確認できる書類の写し
◇振込口座と口座名義がわかる通帳等の写し
（２）家計急変世帯は次の書類も必要です。
◇簡易な収入（所得）見込額の申立書
◇任意の１カ月の収入または令和３年中の収入
の見込額の状況が確認できる書類の写し

※住民税非課税相当とは
世帯員全員の年収見込額（令和３年１月以降令和４年９月

までの任意の１か月の収入×１２倍）が市民税均等割非課税
水準以下であることを指します。

世帯全員が住民税非課税相当となった
世帯に臨時給付金が支給されます

市民生活部社会福祉課
☎22-1340

□地域イベント等支援事業とは
下記の「対象となる団体」に、事業を実施す
るための経費の一部を謝礼金として給付するも
のです。

□対象となる方は
事業名称に「来てみらいん　くりはら」の文
言を付した上で、市内外の者が広く参加するこ
とができ、賑わいの創出による交流人口の増加、
地域の活性化に資する事業を実施する市内に活
動の拠点を置く団体及び企業等
※行政区・自治会単独事業は除きます。

□謝礼金の額は
対象経費の総額（個人又は団体等の資産形成
に係る経費を除く）から参加費又は入場料及び
補助金の額を控除した額の２分の１
上限額：１０万円

□申請期限は　令和５年２月２８日まで

□申請に必要なものは
◇申請書　◇収支予算書　◇団体等概要書
◇その他市長が必要と認める書類

地域イベント等を実施する団体等に
支援金を支給します

企画部企画課
☎22-1125

（２）給付金・支援金

（３）税金や保険料等の減免・猶予

□対象となる世帯は
国民健康保険に加入している世帯で、次のい
ずれかに該当する世帯
１．新型コロナウイルス感染症により、世帯主
が死亡又は重篤な傷病を負った世帯（り患
世帯）

２．新型コロナウイルス感染症の影響により、
世帯主の収入の減少が見込まれ、以下の全
てに該当する世帯（減収世帯）
◇世帯主の令和４年分の事業収入、不動産収
入、山林収入又は給与収入（事業収入等）
のいずれかの減少額が、前年のその収入の
３０％以上であること。
◇世帯主の前年の合計所得金額が１,０００万
円以下で、減少した事業収入等に係る所得
以外の前年所得額の合計が４００万円以下
であること。

□申請期間は　令和５年３月３１日まで

□減免割合は

□減免の対象となる国民健康保険税

□申請に必要なもの
申請書、以下の事実が確認できる書類（写し可）
【り患世帯の場合】
◇医師の診断書、死亡診断書など

【減収世帯の場合】
◇事業の内容が分かるもの（登記簿謄本など）
◇昨年の収入が分かるもの（給与所得の源泉
徴収票、確定申告書の控えなど）
◇令和４年１月から申請する月までの収入が
分かるもの（給与明細書、収入と必要経費
が確認できる帳簿など）

【事業等の廃止・失業した世帯の場合】
◇世帯主が新型コロナウイルス感染症の影響
により、事業等の廃止や失業したことが分
かるもの（退職証明書、解雇通知書、雇用
保険受給資格者証、廃業届、休業届など）

国民健康保険税を減免します 総務部税務課  ☎22-1121
各総合支所市民サービス課

普通徴収 特別徴収
令和４年度 １期～１０期 ４月～翌２月

世帯主の前年合計所得
減免割合 10/10 ８/10 ６/10 ４/10 ２/10

300万円以下 400万円以下 550万円以下 750万円以下 1,000万円以下

※新型コロナウイルスの影響により、世帯主が失業又は事業を廃止した場合には、前年合計所得に関わらず、10/10の減免割合が適用されます。

□対象となる方は
後期高齢者医療保険に加入している方で、次
のいずれかに該当する方
１．新型コロナウイルス感染症により、世帯主
が死亡又は重篤な傷病を負った方

２．新型コロナウイルス感染症の影響により、
世帯主の収入の減少が見込まれ、以下の全
てに該当する方
◇世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入
又は給与収入（事業収入等）のいずれかの
減少額が、前年の事業収入等の額の３０％
以上であること。
◇世帯主の前年の合計所得金額が１,０００万
円以下で、減少することが見込まれる事業
収入等に係る所得以外の前年の所得の合計
金額が４００万円以下であること。

□申請期間は
令和５年３月３１日まで

□減免割合は
左記の１に該当する場合は全額減免、左記の
２に該当する場合は世帯主の前年の合計所得等
により、２割～１０割減免※
※前年の合計所得による減免割合は「国民健康保険税の減免」
の表と同様です。

□減免の対象となる後期高齢者医療保険料

□申請に必要なもの
申請に必要な書類は「国民健康保険税の減免」
と同様です。

□徴収猶予
減免対象者のうち、納期限の変更で納付が可
能と認められた場合に申請が行えます。

後期高齢者医療保険料を
減免します

市民生活部健康推進課  ☎22-0370
各総合支所市民サービス課

普通徴収 特別徴収
令和４年度 １期～９期 ４月～翌２月

（納期限が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に
あるもの）※過随期分含む
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令和４年４月 令和４年４月

□濃厚接触者に対する
生活物資緊急支援事業とは
生活に必要不可欠な食料品等を調達すること
が著しく困難となっている新型コロナウイルス
感染症患者の濃厚接触者に対して、健康観察期
間中、緊急で生活物資を支援するものです。

□利用者負担は　無料

□対象となる方は
保健所から新型コロナウイルス感染症患者の
濃厚接触者と判定された市内在住者で、生活に
必要不可欠な食料品等を調達することが著しく
困難であるため、生活物資等の支援が必要と保
健所から市に報告があった方

保健所と連携し緊急支援が必要な
濃厚接触者に生活物資をお届けします

市民生活部健康推進課
☎22-0370

１．経済・生活面の支援
（１）物資給付

□住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金とは
下記の「対象となる方」に、世帯を支援する
ために給付するものです。

□対象となる方は
次のいずれかに該当する世帯。ただし、住民
税が課税されている人の扶養親族等のみで構成
する世帯を除きます。
（１）世帯全員の令和３年度「住民税が非課税」

の世帯
※該当と思われる世帯には、１月末に確認書を送付しています。

（２）新型コロナウイルス感染症の影響で、令和
３年１月以降の収入が減少し、「住民税非
課税相当」の収入となった世帯（家計急変
世帯）

□申請期限は
（１）住民税非課税世帯　令和４年５月２日まで
（２）家計急変世帯　令和４年９月３０日まで

□申請に必要なものは
◇確認書または申請書（請求書）
◇本人（代理人）を確認できる書類の写し
◇振込口座と口座名義がわかる通帳等の写し
（２）家計急変世帯は次の書類も必要です。
◇簡易な収入（所得）見込額の申立書
◇任意の１カ月の収入または令和３年中の収入
の見込額の状況が確認できる書類の写し

※住民税非課税相当とは
世帯員全員の年収見込額（令和３年１月以降令和４年９月

までの任意の１か月の収入×１２倍）が市民税均等割非課税
水準以下であることを指します。

世帯全員が住民税非課税相当となった
世帯に臨時給付金が支給されます

市民生活部社会福祉課
☎22-1340

□地域イベント等支援事業とは
下記の「対象となる団体」に、事業を実施す
るための経費の一部を謝礼金として給付するも
のです。

□対象となる方は
事業名称に「来てみらいん　くりはら」の文
言を付した上で、市内外の者が広く参加するこ
とができ、賑わいの創出による交流人口の増加、
地域の活性化に資する事業を実施する市内に活
動の拠点を置く団体及び企業等
※行政区・自治会単独事業は除きます。

□謝礼金の額は
対象経費の総額（個人又は団体等の資産形成
に係る経費を除く）から参加費又は入場料及び
補助金の額を控除した額の２分の１
上限額：１０万円

□申請期限は　令和５年２月２８日まで

□申請に必要なものは
◇申請書　◇収支予算書　◇団体等概要書
◇その他市長が必要と認める書類

地域イベント等を実施する団体等に
支援金を支給します

企画部企画課
☎22-1125

（２）給付金・支援金

（３）税金や保険料等の減免・猶予

□対象となる世帯は
国民健康保険に加入している世帯で、次のい
ずれかに該当する世帯
１．新型コロナウイルス感染症により、世帯主
が死亡又は重篤な傷病を負った世帯（り患
世帯）

２．新型コロナウイルス感染症の影響により、
世帯主の収入の減少が見込まれ、以下の全
てに該当する世帯（減収世帯）
◇世帯主の令和４年分の事業収入、不動産収
入、山林収入又は給与収入（事業収入等）
のいずれかの減少額が、前年のその収入の
３０％以上であること。
◇世帯主の前年の合計所得金額が１,０００万
円以下で、減少した事業収入等に係る所得
以外の前年所得額の合計が４００万円以下
であること。

□申請期間は　令和５年３月３１日まで

□減免割合は

□減免の対象となる国民健康保険税

□申請に必要なもの
申請書、以下の事実が確認できる書類（写し可）
【り患世帯の場合】
◇医師の診断書、死亡診断書など

【減収世帯の場合】
◇事業の内容が分かるもの（登記簿謄本など）
◇昨年の収入が分かるもの（給与所得の源泉
徴収票、確定申告書の控えなど）
◇令和４年１月から申請する月までの収入が
分かるもの（給与明細書、収入と必要経費
が確認できる帳簿など）

【事業等の廃止・失業した世帯の場合】
◇世帯主が新型コロナウイルス感染症の影響
により、事業等の廃止や失業したことが分
かるもの（退職証明書、解雇通知書、雇用
保険受給資格者証、廃業届、休業届など）

国民健康保険税を減免します 総務部税務課  ☎22-1121
各総合支所市民サービス課

普通徴収 特別徴収
令和４年度 １期～１０期 ４月～翌２月

世帯主の前年合計所得
減免割合 10/10 ８/10 ６/10 ４/10 ２/10

300万円以下 400万円以下 550万円以下 750万円以下 1,000万円以下

※新型コロナウイルスの影響により、世帯主が失業又は事業を廃止した場合には、前年合計所得に関わらず、10/10の減免割合が適用されます。

□対象となる方は
後期高齢者医療保険に加入している方で、次
のいずれかに該当する方
１．新型コロナウイルス感染症により、世帯主
が死亡又は重篤な傷病を負った方

２．新型コロナウイルス感染症の影響により、
世帯主の収入の減少が見込まれ、以下の全
てに該当する方
◇世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入
又は給与収入（事業収入等）のいずれかの
減少額が、前年の事業収入等の額の３０％
以上であること。
◇世帯主の前年の合計所得金額が１,０００万
円以下で、減少することが見込まれる事業
収入等に係る所得以外の前年の所得の合計
金額が４００万円以下であること。

□申請期間は
令和５年３月３１日まで

□減免割合は
左記の１に該当する場合は全額減免、左記の
２に該当する場合は世帯主の前年の合計所得等
により、２割～１０割減免※
※前年の合計所得による減免割合は「国民健康保険税の減免」
の表と同様です。

□減免の対象となる後期高齢者医療保険料

□申請に必要なもの
申請に必要な書類は「国民健康保険税の減免」
と同様です。

□徴収猶予
減免対象者のうち、納期限の変更で納付が可
能と認められた場合に申請が行えます。

後期高齢者医療保険料を
減免します

市民生活部健康推進課  ☎22-0370
各総合支所市民サービス課

普通徴収 特別徴収
令和４年度 １期～９期 ４月～翌２月

（納期限が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に
あるもの）※過随期分含む
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令和４年４月 令和４年４月

□対象となる世帯は
介護保険の第一号被保険者（６５歳以上）で
次のいずれかに該当する方
１．新型コロナウイルス感染症により、世帯主
（主たる生計維持者）が死亡又は重篤な傷
病を負った方（り患世帯）

２．新型コロナウイルス感染症の影響により、
世帯主の収入の減少が見込まれ、以下の全
てに該当する方（減収世帯）
◇世帯主の令和４年分の事業収入、不動産収
入、山林収入又は給与収入（事業収入等）
のいずれかの減少額が、前年のその収入の
３０％以上であること。
◇世帯主の減少した事業収入等に係る所得以
外の前年所得額の合計が４００万円以下で
あること。

□申請期間は　令和５年３月３１日まで

□減免される期間は
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

□申請に必要なもの
申請書、以下の事実が確認できる書類（写し可）
【り患世帯の場合】
◇医師の診断書、死亡診断書など

【減収世帯の場合】
◇事業の内容が分かるもの（登記簿謄本など）
◇昨年の収入が分かるもの（給与所得の源泉
徴収票、確定申告書の控えなど）
◇令和４年１月から申請する月までの収入が
分かるもの（給与明細書、収入と必要経費
が確認できる帳簿など）

【事業等の廃止・失業した世帯の場合】
◇世帯主が新型コロナウイルス感染症の影響
により、事業等の廃止や失業したことが分
かるもの（退職証明書、解雇通知書、雇用
保険受給資格者証、廃業届、休業届など）

介護保険料を減免します 市民生活部介護福祉課  ☎22-1350
各総合支所市民サービス課

□介護保険料の徴収猶予とは
下記の「対象となる方」の保険料徴収を一定
期間猶予するものです。

□対象となる方は
新型コロナウイルスによる影響を受け、収入
が減少したことにより、定められた期限内に保
険料を納付することができないことが申請によ
り認められた第１号（６５歳以上）被保険者

□申請期間は　令和５年２月２８日まで

□猶予される期間は
納期の到来する保険料の全額を対象として６
か月以内で徴収を猶予

□申請に必要なもの
申請書、減収を証明する書類
収入が著しく減少したこと、若しくは減少する
ことが見込まれることが分かる資料（帳簿など）

介護保険料を徴収猶予します 市民生活部介護福祉課  ☎22-1350
各総合支所市民サービス課

区分 令和３年中の合計所得金額等 減免割合

り患世帯

減収世帯

減収世帯

減収世帯

所得要件なし

事業を廃止または失業した場合

２１０万円以下であるとき

２１０万円を越えるとき

１０分の１０

①で計算された金額の１０分の１０

①で計算された金額の１０分の１０

①で計算された金額の１０分の８

□減免割合は
① 対象となる保険料額

保険料額×減収が見込まれる事業収入等の前年所得
前年の合計所得金額

□市県民税、固定資産税、国民健康保険税
の徴収猶予とは
下記の「対象となる方」の市税の徴収を一定
期間猶予するものです。

□対象となる方は
新型コロナウイルスによる影響を受け、収入
が減少したことにより、定められた期限内に市
税を納付することができないことが申請により
認められた方

□申請期間は　随時

□猶予される期間は
申請された日から原則１年以内

□申請に必要なもの
申請書、減収を証明する書類
収入が著しく減少したこと、若しくは減少する
ことが見込まれることが分かる資料（帳簿など）

市県民税、固定資産税、国民健康
保険税を徴収猶予します

総務部税務課  ☎22-1121
各総合支所市民サービス課

□奨学資金償還金の償還猶予とは
下記の「対象となる方」の奨学資金の償還を
一定期間猶予するものです。

□対象となる方は
新型コロナウイルス感染症による影響を受け、
収入が減少したことにより、奨学資金を償還す
ることができないことが申請により認められた
方

□申請期間は　令和５年３月３１日まで

□猶予される期限は
各月納入期限から１年以内

□申請に必要なもの
申請書、減収を証明する書類
収入が著しく減少したこと、若しくは減少する
ことが見込まれることが分かる資料（帳簿など）

奨学資金償還金の償還期間を猶予します 教育部教育総務課
☎42-3511

□物産販売機会の創出支援事業とは
販売イベント等を開催するための経費及び販
売イベントに参加するための経費の一部を助成
するものです。

□対象となる方は
令和４年４月から令和５年１月末までに実施
する物産販売等のイベントで、次のいずれかに
該当する団体等
①市内でイベントを主催する団体等
②市外のイベントに参加する事業者

※既存・新規のイベントは問いません。

□対象となる主な経費
１．感染症予防対策費
２．会場関係費
３．宣伝費 など

※詳細はお問合せください。

□助成内容は
①対象経費の４分の３以内の額（上限２０万円）
②対象経費の２分の１以内の額（上限１０万円）

□申請方法は　原則、「郵送申請」
※申請書は栗原市ウェブサイトよりダウンロードいただくか、
市田園観光課で配布します。

□申請に必要なものは
◇申請書兼請求書
◇事業計画書など事業内容を確認できる書類
◇振込口座と口座名義がわかる通帳等の写し
◇その他市長が必要と認める書類
※詳細は市ウェブサイト等でお知らせする交付要綱等をご確認
ください。

物販イベントの主催者や市外イベントに
参加する事業者等へ助成します

商工観光部田園観光課
☎22-1151

２．中小企業者等への支援
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令和４年４月 令和４年４月

□対象となる世帯は
介護保険の第一号被保険者（６５歳以上）で
次のいずれかに該当する方
１．新型コロナウイルス感染症により、世帯主
（主たる生計維持者）が死亡又は重篤な傷
病を負った方（り患世帯）

２．新型コロナウイルス感染症の影響により、
世帯主の収入の減少が見込まれ、以下の全
てに該当する方（減収世帯）
◇世帯主の令和４年分の事業収入、不動産収
入、山林収入又は給与収入（事業収入等）
のいずれかの減少額が、前年のその収入の
３０％以上であること。
◇世帯主の減少した事業収入等に係る所得以
外の前年所得額の合計が４００万円以下で
あること。

□申請期間は　令和５年３月３１日まで

□減免される期間は
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

□申請に必要なもの
申請書、以下の事実が確認できる書類（写し可）
【り患世帯の場合】
◇医師の診断書、死亡診断書など

【減収世帯の場合】
◇事業の内容が分かるもの（登記簿謄本など）
◇昨年の収入が分かるもの（給与所得の源泉
徴収票、確定申告書の控えなど）
◇令和４年１月から申請する月までの収入が
分かるもの（給与明細書、収入と必要経費
が確認できる帳簿など）

【事業等の廃止・失業した世帯の場合】
◇世帯主が新型コロナウイルス感染症の影響
により、事業等の廃止や失業したことが分
かるもの（退職証明書、解雇通知書、雇用
保険受給資格者証、廃業届、休業届など）

介護保険料を減免します 市民生活部介護福祉課  ☎22-1350
各総合支所市民サービス課

□介護保険料の徴収猶予とは
下記の「対象となる方」の保険料徴収を一定
期間猶予するものです。

□対象となる方は
新型コロナウイルスによる影響を受け、収入
が減少したことにより、定められた期限内に保
険料を納付することができないことが申請によ
り認められた第１号（６５歳以上）被保険者

□申請期間は　令和５年２月２８日まで

□猶予される期間は
納期の到来する保険料の全額を対象として６
か月以内で徴収を猶予

□申請に必要なもの
申請書、減収を証明する書類
収入が著しく減少したこと、若しくは減少する
ことが見込まれることが分かる資料（帳簿など）

介護保険料を徴収猶予します 市民生活部介護福祉課  ☎22-1350
各総合支所市民サービス課

区分 令和３年中の合計所得金額等 減免割合

り患世帯

減収世帯

減収世帯

減収世帯

所得要件なし

事業を廃止または失業した場合

２１０万円以下であるとき

２１０万円を越えるとき

１０分の１０

①で計算された金額の１０分の１０

①で計算された金額の１０分の１０

①で計算された金額の１０分の８

□減免割合は
① 対象となる保険料額

保険料額×減収が見込まれる事業収入等の前年所得
前年の合計所得金額

□市県民税、固定資産税、国民健康保険税
の徴収猶予とは
下記の「対象となる方」の市税の徴収を一定
期間猶予するものです。

□対象となる方は
新型コロナウイルスによる影響を受け、収入
が減少したことにより、定められた期限内に市
税を納付することができないことが申請により
認められた方

□申請期間は　随時

□猶予される期間は
申請された日から原則１年以内

□申請に必要なもの
申請書、減収を証明する書類
収入が著しく減少したこと、若しくは減少する
ことが見込まれることが分かる資料（帳簿など）

市県民税、固定資産税、国民健康
保険税を徴収猶予します

総務部税務課  ☎22-1121
各総合支所市民サービス課

□奨学資金償還金の償還猶予とは
下記の「対象となる方」の奨学資金の償還を
一定期間猶予するものです。

□対象となる方は
新型コロナウイルス感染症による影響を受け、
収入が減少したことにより、奨学資金を償還す
ることができないことが申請により認められた
方

□申請期間は　令和５年３月３１日まで

□猶予される期限は
各月納入期限から１年以内

□申請に必要なもの
申請書、減収を証明する書類
収入が著しく減少したこと、若しくは減少する
ことが見込まれることが分かる資料（帳簿など）

奨学資金償還金の償還期間を猶予します 教育部教育総務課
☎42-3511

□物産販売機会の創出支援事業とは
販売イベント等を開催するための経費及び販
売イベントに参加するための経費の一部を助成
するものです。

□対象となる方は
令和４年４月から令和５年１月末までに実施
する物産販売等のイベントで、次のいずれかに
該当する団体等
①市内でイベントを主催する団体等
②市外のイベントに参加する事業者

※既存・新規のイベントは問いません。

□対象となる主な経費
１．感染症予防対策費
２．会場関係費
３．宣伝費 など

※詳細はお問合せください。

□助成内容は
①対象経費の４分の３以内の額（上限２０万円）
②対象経費の２分の１以内の額（上限１０万円）

□申請方法は　原則、「郵送申請」
※申請書は栗原市ウェブサイトよりダウンロードいただくか、
市田園観光課で配布します。

□申請に必要なものは
◇申請書兼請求書
◇事業計画書など事業内容を確認できる書類
◇振込口座と口座名義がわかる通帳等の写し
◇その他市長が必要と認める書類
※詳細は市ウェブサイト等でお知らせする交付要綱等をご確認
ください。

物販イベントの主催者や市外イベントに
参加する事業者等へ助成します

商工観光部田園観光課
☎22-1151

２．中小企業者等への支援



5 6

令和４年４月 令和４年４月

□商工会が発行する割増食事券とは
商工会が独自に割増食事券を発行・販売する
ものです。
額面５,０００円の食事券を、３,０００円で販

売する予定です。

□割増食事券の販売数量は
２０，０００セット（予定）

□割増食事券の販売時期は
令和４年５月の販売を予定しています。

※購入方法、使用期限、参加店舗等の詳細が決まりましたら、
毎戸チラシを配布する予定です。
また、各商工会ウェブサイト及び栗原市ウェブサイト等で
お知らせします。

地元飲食店おうえん食事券を
発行します

栗原ブロック商工会連絡協議会
　栗原南部商工会、若柳金成商工会、
　栗駒鶯沢商工会、一迫花山商工会

（事務局  栗原南部商工会）☎22-3611
商工観光部産業戦略課　☎22-1220

□中小企業等経営継続支援金とは
下記の「対象となる方」に、販路開拓、生産
性の向上などに向けた経費の一部を助成するも
のです。

□対象となる方は
次のすべてに該当する方
１．市内に主たる事業所や店舗等を有している
中小事業者

２．新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和３年の連続する３か月間の平均売上又
は平均利益が、令和元年又は令和２年の同
時期比で減少していること。
※新規開業者は、連続する３カ月の平均売上とそれ以前
の売上を比較します。

３．商工会などの支援を受け、「事業計画書」及
び「経営計画書」を作成すること。

４．国や県など、本支援金と同様の補助金を受
けていないこと
※風俗営業、社会福祉法人、一般・公益社団法人、医療
法人、学校法人、宗教法人、ＮＰＯ法人等は対象外と
なります。

□申請期間は
令和４年４月１８日（月）から９月３０日（金）
まで

□申請方法は　原則、「郵送申請」
※申請書は栗原市ウェブサイトよりダウンロードいただくか、
市産業戦略課または各商工会で配布します。

□申請に必要なものは
◇交付申請書
◇事業計画書
◇経営計画書
◇収支予算書
◇売上または利益が減少していることの報告書
※前年の確定申告書等と収支内訳書、帳簿等の写しも必要
◇暴力団排除等に関する誓約書
◇その他市長が必要と認める書類

□助成内容は
対象経費の４分の３以内の額
　　上限額 ５０万円、下限額 ５万円

□対象となる事業は
【販路開拓・生産性向上】
例）・インターネット販売システムの構築
　　・キャッシュレス機器導入
　　・新製品開発のための機械購入費
　　・展示会出展の出展料等
　　・販路開拓、生産性向上に結び付く改装費

□対象となる事業期間は
交付決定後から令和５年１月２０日までの間
に完了する事業

注１）交付要綱等の詳細につきましては、栗原市ウェブサイトで
お知らせします。

注２）法人等又はその役員等が暴力団等に関係する者であると確
認された場合、交付決定を行わない又は交付決定の取消な
どの措置が講じられます。

注３）申請内容に事実と異なる記載があった場合や不正な経理が
あった場合は、助成金の返還を求めることがあります。

【第３弾】
中小企業等経営継続支援金を助成します

商工観光部産業戦略課
☎22-1220

□スポーツ大会応援クーポン券事業とは
市主催等のスポーツ大会に参加された方に、
市内商店等で利用できるクーポン券を発行する
ものです。

□対象となる大会は
市内で開催される市主催、共催、後援の大会
で、市内外から選手が参加するある程度規模の
大きい大会の予定です。

□クーポン券の発行額は
参加者１人あたり５００円クーポン券１枚
※クーポン券は大会主催者から参加者に配布されます。
※クーポン券の参加店舗などの詳細が決まりましたら、栗原市
ウェブサイト等でお知らせします。

スポーツ大会応援クーポン券を
発行します

商工観光部産業戦略課
☎22-1220

□転作作物緊急拡大支援事業とは
下記の「対象となる方」に、主食用米から補
助対象作物への作付転換の取り組みに対し助成
するものです。

□対象となる方は
令和４年産以降も主食用米の「生産の目安」
達成に向けて、継続して作付転換に取り組む、
市内に住所を有する農業者、農業者組織、農業
法人

□補助対象作物等の要件は
補助対象面積は、次のとおりです。
①令和３年産と比較し、令和４年産で主食用米
の作付を縮小し、対象作物に作付転換した面
積となります。
②面積は、アール単位とし、１アール未満は切
り捨てます。

□申請期間は
令和４年１０月から１１月まで

※９月に申請の手続きをお知らせします。

□申請に必要なものは
◇申請書
◇誓約書
◇振込口座と口座名義がわかる通帳等の写し

転作作物への作付転換に対し
支援金を助成します

農林振興部農業政策課
☎22-1135

補助対象作物 交付単価（１０ａ当たり）
大豆・そば・なたね・麦類
施設野菜
露地野菜
花き
果樹
ＷＣＳ用稲
飼料用米
子実用・青刈りトウモロコシ
その他飼料作物（牧草等）
上記以外の作物（備蓄米を除く）

３, ０００円
１４７, ５００円
１５, ５００円
９３, ０００円
４４, ０００円
３, ５００円
３, ５００円
５, ５００円
３, ５００円
３, ０００円
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□商工会が発行する割増食事券とは
商工会が独自に割増食事券を発行・販売する
ものです。
額面５,０００円の食事券を、３,０００円で販

売する予定です。

□割増食事券の販売数量は
２０，０００セット（予定）

□割増食事券の販売時期は
令和４年５月の販売を予定しています。

※購入方法、使用期限、参加店舗等の詳細が決まりましたら、
毎戸チラシを配布する予定です。
また、各商工会ウェブサイト及び栗原市ウェブサイト等で
お知らせします。

地元飲食店おうえん食事券を
発行します

栗原ブロック商工会連絡協議会
　栗原南部商工会、若柳金成商工会、
　栗駒鶯沢商工会、一迫花山商工会

（事務局  栗原南部商工会）☎22-3611
商工観光部産業戦略課　☎22-1220

□中小企業等経営継続支援金とは
下記の「対象となる方」に、販路開拓、生産
性の向上などに向けた経費の一部を助成するも
のです。

□対象となる方は
次のすべてに該当する方
１．市内に主たる事業所や店舗等を有している
中小事業者

２．新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和３年の連続する３か月間の平均売上又
は平均利益が、令和元年又は令和２年の同
時期比で減少していること。
※新規開業者は、連続する３カ月の平均売上とそれ以前
の売上を比較します。

３．商工会などの支援を受け、「事業計画書」及
び「経営計画書」を作成すること。

４．国や県など、本支援金と同様の補助金を受
けていないこと
※風俗営業、社会福祉法人、一般・公益社団法人、医療
法人、学校法人、宗教法人、ＮＰＯ法人等は対象外と
なります。

□申請期間は
令和４年４月１８日（月）から９月３０日（金）
まで

□申請方法は　原則、「郵送申請」
※申請書は栗原市ウェブサイトよりダウンロードいただくか、
市産業戦略課または各商工会で配布します。

□申請に必要なものは
◇交付申請書
◇事業計画書
◇経営計画書
◇収支予算書
◇売上または利益が減少していることの報告書
※前年の確定申告書等と収支内訳書、帳簿等の写しも必要
◇暴力団排除等に関する誓約書
◇その他市長が必要と認める書類

□助成内容は
対象経費の４分の３以内の額
　　上限額 ５０万円、下限額 ５万円

□対象となる事業は
【販路開拓・生産性向上】
例）・インターネット販売システムの構築
　　・キャッシュレス機器導入
　　・新製品開発のための機械購入費
　　・展示会出展の出展料等
　　・販路開拓、生産性向上に結び付く改装費

□対象となる事業期間は
交付決定後から令和５年１月２０日までの間
に完了する事業

注１）交付要綱等の詳細につきましては、栗原市ウェブサイトで
お知らせします。

注２）法人等又はその役員等が暴力団等に関係する者であると確
認された場合、交付決定を行わない又は交付決定の取消な
どの措置が講じられます。

注３）申請内容に事実と異なる記載があった場合や不正な経理が
あった場合は、助成金の返還を求めることがあります。

【第３弾】
中小企業等経営継続支援金を助成します

商工観光部産業戦略課
☎22-1220

□スポーツ大会応援クーポン券事業とは
市主催等のスポーツ大会に参加された方に、
市内商店等で利用できるクーポン券を発行する
ものです。

□対象となる大会は
市内で開催される市主催、共催、後援の大会
で、市内外から選手が参加するある程度規模の
大きい大会の予定です。

□クーポン券の発行額は
参加者１人あたり５００円クーポン券１枚
※クーポン券は大会主催者から参加者に配布されます。
※クーポン券の参加店舗などの詳細が決まりましたら、栗原市
ウェブサイト等でお知らせします。

スポーツ大会応援クーポン券を
発行します

商工観光部産業戦略課
☎22-1220

□転作作物緊急拡大支援事業とは
下記の「対象となる方」に、主食用米から補
助対象作物への作付転換の取り組みに対し助成
するものです。

□対象となる方は
令和４年産以降も主食用米の「生産の目安」
達成に向けて、継続して作付転換に取り組む、
市内に住所を有する農業者、農業者組織、農業
法人

□補助対象作物等の要件は
補助対象面積は、次のとおりです。
①令和３年産と比較し、令和４年産で主食用米
の作付を縮小し、対象作物に作付転換した面
積となります。
②面積は、アール単位とし、１アール未満は切
り捨てます。

□申請期間は
令和４年１０月から１１月まで

※９月に申請の手続きをお知らせします。

□申請に必要なものは
◇申請書
◇誓約書
◇振込口座と口座名義がわかる通帳等の写し

転作作物への作付転換に対し
支援金を助成します

農林振興部農業政策課
☎22-1135

補助対象作物 交付単価（１０ａ当たり）
大豆・そば・なたね・麦類
施設野菜
露地野菜
花き
果樹
ＷＣＳ用稲
飼料用米
子実用・青刈りトウモロコシ
その他飼料作物（牧草等）
上記以外の作物（備蓄米を除く）

３, ０００円
１４７, ５００円
１５, ５００円
９３, ０００円
４４, ０００円
３, ５００円
３, ５００円
５, ５００円
３, ５００円
３, ０００円
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支援制度に関する情報は、こちらでもご覧になれます。
■栗原市ウェブサイト　　URL　https://www.kuriharacity.jp/栗原市

１．経済・生活面の支援
（１）物資給付
■ 濃厚接触者に対する生活物資緊急支援事業 p. 1

（２）給付金・支援金
■ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 p. 1
■ 地域イベント等支援事業 p. 1

（３）税金や保険料等の減免・猶予
■ 国民健康保険税の減免 p. 2
■ 後期高齢者医療保険料の減免 p. 2
■ 介護保険料の減免 p. 3
■ 個人市県民税、固定資産税、国民健康保険税の徴収猶予 p. 3
■ 介護保険料の徴収猶予 p. 4
■ 奨学資金の償還猶予 p. 4

２．中小企業者等への支援
■ 物産販売機会の創出支援事業 p. 4
■ 地元飲食店おうえん事業 p. 5
■ 【第３弾】中小企業等経営継続支援金 p. 5
■ スポーツ大会応援クーポン券事業 p. 6
■ 転作作物緊急拡大支援事業 p. 6

３．申請期限等の延長
■ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 〔申請期限の延長〕 p. 7
■ 生活福祉資金（緊急小口資金）貸付【特例貸付】 〔申請期限の延長〕 p. 7
■ 生活福祉資金（総合支援資金）貸付【特例貸付】 〔申請期限の延長〕 p. 7
■ 国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給 〔適用期間の延長〕 p. 7
■ 後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給 〔適用期間の延長〕 p. 7

４．国等において実施している支援
■ 事業復活支援金 p. 7
■ 雇用調整助成金 p. 7
■ 小学校休業等対応助成金・支援金 p. 7

も
く
じ

『新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金』の
申請期限が延長されました。

市民生活部社会福祉課
☎22-1340

支援制度名称

新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金 令和４年３月３１日まで

変更前 変更後

令和４年６月３０日まで

『生活福祉資金（緊急小口資金）貸付制度』及び『生活
福祉資金（総合支援資金）貸付制度』の申請期限が延長
されました。

栗原市社会福祉協議会事務局
☎23-8070
（栗原市築館薬師三丁目6-2）

支援制度名称

生活福祉資金（緊急小口資金）
貸付制度【特例貸付】

生活福祉資金（総合支援資金）
貸付制度【特例貸付】

令和４年３月３１日まで

令和４年３月３１日まで

令和４年６月３０日まで

変更前 変更後

令和４年６月３０日まで

『国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給』及び
『後期高齢者医療制度の被保険者に対する傷病手当金の支給』
の適用期間が延長されました。

市民生活部健康推進課
☎22-0370

支援制度名称

国民健康保険被保険者に対する
傷病手当金の支給

令和２年１月　１日から
令和４年３月３１日まで
の間に労務に服すること
ができない期間

変更前 変更後
令和２年１月　１日から
令和４年６月３０日まで
の間に労務に服すること
ができない期間

後期高齢者医療制度の被保険者
に対する傷病手当金の支給

令和２年１月　１日から
令和４年３月３１日まで
の間に労務に服すること
ができない期間

令和２年１月　１日から
令和４年６月３０日まで
の間に労務に服すること
ができない期間

３．申請期限等の延長 新型コロナウイルス感染症

令和４年４月【第13報】

支援制度のお知らせ支援制度のお知らせ

４．国等において実施している支援
事業復活支援金 【経済産業省】
中小企業者やフリーランスを含む個人事業主を対象に事業収入
が基準月の売上高と比較して３０％以上減少した場合、支援金
を支給（法人　最大２５０万円、個人事業主　最大５０万円）

■問合せ先
事業復活支援金事務局
電話番号：0120－789－140

雇用調整助成金 【厚生労働省】
業績が悪化した企業が、一時的に休業等を行って労働者の雇用
の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成 ■問合せ先

雇用調整助成金、産業雇用安定
助成金、小学校休業等対応助成
金・支援金コールセンター
電話番号：0120－603－999

小学校休業等対応助成金・支援金
小学校等の臨時休業に伴い、子どもの世話を保護者として行う
ことが必要となった場合
・有給休暇を取得させた事業主の方へ助成金を支給
・契約した仕事ができなくなった、個人で仕事をする保護者
　の方へ支援金を支給


