
新型コロナウイルス対策 
      くらし、仕事に役立つ陸前高田市内で使える制度 2020年 5月 27日現在 

 制 度 内 容 問い合せ先 

10 万
円支給 

①特別定額給付金 5 月 21 日から振り込み開始。 

事情がある人は個別に相談可能。 

市役所☎54-2111 

医療で
困った 

②国保税の減額 収入が前年比３割以上減で２～10 割減免 市役所☎54-2111 

③健康保険、国保も感染 

 した場合に手当支給 

コロナに感染した場合、１日当たりの 

収入の 2/3 を支給。 

市役所☎54-2111 

収入が
減った 

④農業、漁業、製造業、飲食、小

売業等の個人・法人 

農林漁業者や商売等で収入が減った人に 

最大 100 万円支援（条件あり） 

法人は最大 200 万円 

経済産業省持続化 

給付金コールセンター 

 ☎0120-115-570 

事業で
困った 

⑤中小企業緊急経済支援金 市内約 90 社（30 万円、20 万円） 市役所☎54-2111 

⑥中小企業に融資 資金繰り支援に関する相談 経済産業省中小企業 

金融・給付金相談窓口 

 ☎0570-783183 

中小企業などに県で 6 種類の貸し付け 岩手県商工労働観光部 

 ☎019-629-5542 

⑦税金などの猶予（ゆうよ） 税、社会保険料、電気・ガス・水道料金 

（市税等の猶予は６月議会で決まる予定） 

税務署、市役所、事業者 

⑧事業者の家賃補助 ・収入 50％以上減少事業者の家賃に県 

 1/4、市 1/4 補助。さらに市 1/4 補助 

・収入 20～50％減少事業者の家賃に 

 市 1/2 補助 

市役所☎54-2111 

⑨障がい者就労継続に支援 就労継続支援Ｂ型事業所に市が支援 

 ４事業所   １事業所 20 万円 

市役所☎54-2111 

⑩会社が払う休業手当 手当の事業者負担に県 1/2、市 1/2 補助 

陸前高田の場合、事業者の自己負担ゼロ 

海外技能実習生も対象です。 

市役所☎54-2111 

ハローワーク大船渡 

 ☎27-4165 

仕事を
休んだ 
休まさ
れた 

⑪社員が受け取る休業手当 

【正規対象、パート等対象あり】 

会社の指示で休む場合、給料の６割以上を 

受取り可能。海外技能実習生も受取り可能。 

岩手労働局 

 ☎0120-980-783 

⑫休校での補償 子どものために休んだ保護者に支援。 厚労省コールセンター 

 ☎0120-60-3999 

岩手労働局 

 ☎019-604-3010 

生活で
困った 

⑬高齢者世帯の 

 お弁当配達・見守り事業  

７０歳以上の単身世帯（住民税非課税）の 

希望者に自己負担２００円で夕食を届け、 

健康確認を行います。 

市役所☎54-2111 

⑭生活福祉資金の貸し付け 最大 80 万円。 

返済が前提。国では非課税世帯は条件付き

で返還免除も検討中。（詳細は検討中） 

陸前高田社会福祉協議会 

 ☎54-5150 

岩手県社会福祉協議会 

 ☎019-637-4496 

⑮住居確保給付金 家賃の３ヶ月分を支給。最長９ヵ月。 市役所☎54-2111 

⑯生活保護 判定に必要な情報のみ聴取。 

すみやかに決定。 

市役所☎54-2111 

学費等
困った 

⑰学費などの支援 授業料・入学金の減免、奨学金 各校学生課、各奨学金 

⑱ひとり親家庭等に支援 ひとり親家庭世帯を陸前高田市が支援 

  約 140 人   １対象者 3 万円 

市役所☎54-2111 

⑲学生を持つひとり親支援 ひとり親家庭世帯で親元を離れている 

学生を持つ家庭を陸前高田市が支援 

  約 100 人   学生 1 人 3 万円 

市役所☎54-2111 

⑳市奨学金受給者に支援 市奨学金受給者に対し、一時金を給付 

  大学生等 39 名 ひとり 3 万円 

  高校生  6 名 ひとり 2 万円 

市役所☎54-2111 

㉑就学援助受給家庭に支援 就学援助費受給家庭を支援 

  ４８世帯    1 世帯 3 万円 

市役所☎54-2111 

 

 

 
 日本共産党陸前高田市委員会 

2020年 5月 28日 第 524号 
※日本共産党の活動をお知らせします 

 

●電話５５－５５１２ 
●jcptakata@yahoo.co.jp 
●高田町字西和野 24-1 

陸前たかた民報 なんでも答えます 
📱090-6289-7066 

伊勢 純 



     陸前高田市内の各部落への支援策 
制 度 内 容 問い合わせ先 

①公民館の固定 

 資産税は減免 

毎年、市役所に手続きをすると無料です。 市役所税務課 

 ☎54-2111 

②市道の草刈り 

 などに支援 

市道→道路愛護委員会（部落の草刈り作業など）の活

動に奨励金が出ています。 

市役所建設課 

 ☎54-2111 

③県道の草刈り 

 に補助金 

県道→部落などで県土木センターに申し込みが 

   必要。今年は５月末しめきり 

大船渡土木センター 

道路整備課☎27-9919 

④資源回収 アルミ缶や鉄、新聞などの回収で部落に奨励金。 

  実例）このお金で公民館にエアコンをつけるところも 

市役所まちづくり 

推進課☎54-2111 

⑤納税組合 以前とちがって集金なし。個人で口座振り込み。 

部落内の希望者で取り組めます。支援金あり。 

  実例）参加１世帯あたり１年で約 5,000円の支援金 

市役所税務課 

 ☎54-2111 

⑥コミュニティ 

 道路補助 

市道舗装などに市が補助。工事費 100 万円以下は半

額、100 万円以上 1/3 補助、補助上限 100 万円。 

市役所建設課 

 ☎54-2111 

➆市有地の草刈 

 りなどに補助 

市が買い取った被災宅地の草刈りなどの作業 

（年３回）を行う団体に１㎡１回当たり 11 円補助 

市役所復興推進課 

 ☎54-2111 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
《インターネットでの支援情報など》 
陸前高田市→新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報  
  www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei/corona-sien.html 

岩手県庁→岩手県新型コロナウイルス感染症関連情報 
  www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/index.html 

経済産業省→新型コロナウイルス感染症関連 
  www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

経済産業省→支援策パンフレット 
  www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 

厚労省→リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」 
  www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf 

農林水産省→新型コロナウイルス感染症について 
  www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html 

農林水産省→農林漁業者の皆様へ 
  www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html#c02 

中小企業基盤整備機構 J-Net21 新型コロナウイルス関連（都道府県別） 
  https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html 

 

 ※条件や例外などもありますが簡単に説明しています。 

  ほかにも新型コロナ対策の補助金や融資などがあります。 

  2020 年 5 月 27 日現在の情報です。 

問い合わせの多い持続化給付金（最大 100 万円）について 
 

漁業者は対象か。小売店や床屋、大工はどうか？ 

  ➡はい、対象です。多くの仕事の事業主などが対象です。 

今は前年同月比で 40％の減収だが給付されないのか？ 

  ➡2020 年 1～12 月のうち、1 ヶ月だけでも 50％以上減少で給付の 

   可能性あり。ご相談ください。 

パソコンやスマホの操作がわからない。だれかに手続きしてもらうことは？ 

  ➡可能です。 

支給までの日数は？ 

  ➡通常は２週間。給付が決まれば給付決定通知が届きます。 

課税の対象となるのか。 

  ➡持続化給付金は課税対象です。 

   ただし、損金（個人事業者の場合は必要経費）の方が多ければ課税対象と 

   なりません。 

     ※経済産業省「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」を参考に編集・作成 
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