
広報 事業者サポート給付金

新型コロナウイルス感染症
支援事業のお知らせ

個人向け・事業者向け

臨時号
令和3年

8月1日発行

（7月15日現在）

　新型コロナウイルス感染拡大によって、本市の経済や市民生活は大きな影響を受けており、
早急な対応が必要になっています。
　本市は、現在の状況から市民の皆さんの生活を守るために、引き続きさまざまな支援策に取
り組みます。その一部をお知らせします。その他の情報や最新情報は市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症再拡大の影響を受け事業収入が減少した事業者を支援するため、給付金を交付しま
す。
対象事業者　以下のすべてを満たすもの
1）市内に本社、本店、主たる事業所を有する事業者、または、市外で個人事業者として事業を営んでいる市民
2）令和3年3月31日以前から継続して事業を営み、事業収入がある
3）令和3年4月～12月と令和2年4月～12月または平成31年4月～令和元年12月の任意の1か月

を比較し、事業収入が50％以上減少している
4）年間の売上減少額が法人は10万円、個人事業者は5万円以上減少する見込みであること
支 援 額　法人は10万円、個人事業者は5万円を給付
申請期間　令和4年2月28日（月）まで

安中市役所：☎027－382－1111（代表）

市ホームページ

■ 事業者向け支援事業 ■

テレワーク拠点開設支援補助金
市外企業が、市内に新たにテレワーク拠点を開設する際の物件取得、賃借にかかる費用を補助します。
補助対象　すべての要件を満たすもの
1）市外に本社もしくは本店、主たる事業所を有する事業者（中小企業者、その他の法人、個人事業者）
2）令和3年4月1日以降、市内でテレワークを行うため、新たに専用事務所の賃借や購入し、6か月以上継続して

業務を行っており、専業の従業員が1人以上就労していること　
支 援 額
1）賃貸物件の場合は、1か月の家賃（敷金、礼金、その他管理費用は除く）の50％で、上限6か

月分までとし限度限は20万円を補助
2）購入物件の場合の補助額は、購入金額の50％で上限は40万円を補助
　  ※補助金の交付は1事業者あたり一度のみ

事業所等感染症対策支援補助金
事業所や店舗、作業場、事業用資産などに感染症防止の設備工事や備品の設置を行ったものを補助します。
補助対象　すべての要件を満たすもの（下記以外の要件有）
1）市内に本社もしくは本店、主たる事業所を有する事業者
2）令和3年3月31日以前から事業を営んでいる
支 援 額　対象経費の50％（上限20万円）（対象となる対策経費の合計が5万円以上となるもの）
※複数の事業所を有し、各々で対策を行う場合は、2事業所分で最大40万円を限度に補助
※消耗品（マスク、消毒液など）の購入は補助対象外
※補助金の交付は、補助上限額に満たない場合でも、1事業所あたり1度のみ

安中市小口資金の融資利率の引き下げ
コロナ禍における中小企業者の資金繰りの円滑化を図るため、令和3年4月以降に申込みをした
市小口資金の、融資利率を従来の1.8％から1.6％へ引き下げ、小口資金利用者の利子負担の軽減
を図ります。
実施期間　令和3年4月1日から中小飲食店等応援チケット事業

（あんなかグルメチケット2021）
　コロナ禍における市内飲食店舗などの支援として、参加登録を行った市内飲食店などが、自店舗で使用できる
プレミアム付チケットを販売します。

チケット単価　1枚500円
　　　　　　　（600円分使用可能、プレミアム率20％）
　　　　　　　プレミアム分の100円は、市が補助します。
店舗での販売枚数　1人1店舗あたり10枚以内
実施期間（予定）　令和3年8月29日～令和4年2月28日

問□松 観光経済課商工労働係（☎内線2621・2627）

問□松 観光経済課商工労働係（☎内線2621・2627）

問□松 観光経済課商工労働係（☎内線2621・2627）
市内小口資金取扱金融機関

問□松 観光経済課商工労働係（☎内線2621・2627） 問□松 観光経済課商工労働係（☎内線2621・2627）
＝松井田庁舎松 ＝松井田庁舎松

▲市ホームページ

▲市ホームページ

▲市ホームページ

▲市ホームページ

▲市ホームページ



新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
対 象 者　詳しくは市ホームページもしくはお問い合わせください
支 援 額　単身世帯：月6万円　2人世帯：月8万円　3人以上世帯：月10万円
　　　　　（3か月間支給）
申請期間　令和3年8月31日（火）まで

安中市役所：☎027－382－1111（代表）
■ 個人向け支援事業 ■

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の
減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したなどの要件を満たす人は、減免を受けられる場合があり

ます。

○国民健康保険税　
　申請期間：令和4年3月31日（木）まで

○介護保険料
　申請期間：令和4年3月31日（木）まで

○後期高齢者医療保険料
　申請期間：令和4年5月31日（火）まで

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）
対 象 者　以下のいずれかに該当する人
1）令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けた人（支給済み）
2）公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けない人
3）令和3年4月分の児童扶養手当は受給しないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収

入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人

支 援 額　児童1人あたり5万円
申請期間　令和4年2月28日（月）まで 問□本 子ども課子ども育成係（☎内線1161）

問□本 福祉課社会福祉係（☎内線1194）

生活困窮者サポート給付金
新型コロナウイルス感染症 安中市独自

　新型コロナウイルス感染症の影響により、生活
に困窮している世帯（一定の要件を満たす）を対象
として、就労による自立を支援するため給付金を
支給します。

対 象 者　詳しくは市ホームページもしくはお
問い合わせください

支 援 額　単身世帯：9万円　2人世帯：12万円　3人以上世帯：15万円
申請期間　令和3年10月29日（金）まで 問□本 福祉課社会福祉係（☎内線1194）問安中市社会福祉協議会（☎382－8397）

総合支援資金
（生活の立て直しが必要な人）

申請期間　令和3年8月31日（火）まで
対 象 者　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活

の維持が困難となっている世帯

貸付上限　月20万円以内（2人以上世帯）　月15万円以内（単身世帯）

貸付期間　原則3月以内
措置期間　1年以内　償還期限　10年以内　利子および保証人　なし

問安中市社会福祉協議会（☎382－8397）

緊急小口資金
（一時的な資金が必要な人）

申請期間　令和3年8月31日（火）まで
対 象 者　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業などによる収入の減少があり、緊急かつ一時的な

生計維持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限　20万円以内
措置期間　1年以内　償還期限　2年以内　利子および保証人　なし

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）
対 象 者　以下のすべてに該当する人
1）令和3年3月31日時点で18歳未満の児童（特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は

20歳未満）を養育する父母など
　  ※令和3年4月1日から令和4年2月28日までに生まれた児童も対象
2）「令和3年度住民税（均等割）が非課税の人」または「令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当

の収入となった人」
　  ※「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）」を受け取った人は、重複して支給されません

支 援 額　児童1人あたり5万円
申請期間　令和4年2月28日（月）まで 問□本 子ども課子ども育成係（☎内線1164）

世帯人数
1人
2人
3人
4人

収入合計額
108,700円
152,000円
179,900円
214,900円

資産合計額
   468,000円
   690,000円
   840,000円
1,000,000円

問□本 税務課諸税証明係（☎内線1062）

問□本 国保年金課医療年金係（☎内線1118）

問□本 高齢者支援課介護保険係（☎内線1187）

▲国民健康保険税

▲市ホームページ

▲市ホームページ

▲市ホームページ

▲市ホームページ

▲介護保険料・
　後期高齢者
　医療保険料

▲申請月の世帯の収入合計額と世帯の資
　産（預貯金および現金）合計額が上表金
　額以下の人が対象

＝本庁舎本 ＝本庁舎本

▲市ホームページ

▲市ホームページ



新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
対 象 者　詳しくは市ホームページもしくはお問い合わせください
支 援 額　単身世帯：月6万円　2人世帯：月8万円　3人以上世帯：月10万円
　　　　　（3か月間支給）
申請期間　令和3年8月31日（火）まで

安中市役所：☎027－382－1111（代表）
■ 個人向け支援事業 ■

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の
減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したなどの要件を満たす人は、減免を受けられる場合があり

ます。

○国民健康保険税　
　申請期間：令和4年3月31日（木）まで

○介護保険料
　申請期間：令和4年3月31日（木）まで

○後期高齢者医療保険料
　申請期間：令和4年5月31日（火）まで

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）
対 象 者　以下のいずれかに該当する人
1）令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けた人（支給済み）
2）公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けない人
3）令和3年4月分の児童扶養手当は受給しないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収

入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人

支 援 額　児童1人あたり5万円
申請期間　令和4年2月28日（月）まで 問□本 子ども課子ども育成係（☎内線1161）

問□本 福祉課社会福祉係（☎内線1194）

生活困窮者サポート給付金
新型コロナウイルス感染症 安中市独自

　新型コロナウイルス感染症の影響により、生活
に困窮している世帯（一定の要件を満たす）を対象
として、就労による自立を支援するため給付金を
支給します。

対 象 者　詳しくは市ホームページもしくはお
問い合わせください

支 援 額　単身世帯：9万円　2人世帯：12万円　3人以上世帯：15万円
申請期間　令和3年10月29日（金）まで 問□本 福祉課社会福祉係（☎内線1194）問安中市社会福祉協議会（☎382－8397）

総合支援資金
（生活の立て直しが必要な人）

申請期間　令和3年8月31日（火）まで
対 象 者　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活

の維持が困難となっている世帯

貸付上限　月20万円以内（2人以上世帯）　月15万円以内（単身世帯）

貸付期間　原則3月以内
措置期間　1年以内　償還期限　10年以内　利子および保証人　なし

問安中市社会福祉協議会（☎382－8397）

緊急小口資金
（一時的な資金が必要な人）

申請期間　令和3年8月31日（火）まで
対 象 者　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業などによる収入の減少があり、緊急かつ一時的な

生計維持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限　20万円以内
措置期間　1年以内　償還期限　2年以内　利子および保証人　なし

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）
対 象 者　以下のすべてに該当する人
1）令和3年3月31日時点で18歳未満の児童（特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は

20歳未満）を養育する父母など
　  ※令和3年4月1日から令和4年2月28日までに生まれた児童も対象
2）「令和3年度住民税（均等割）が非課税の人」または「令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当

の収入となった人」
　  ※「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）」を受け取った人は、重複して支給されません

支 援 額　児童1人あたり5万円
申請期間　令和4年2月28日（月）まで 問□本 子ども課子ども育成係（☎内線1164）

世帯人数
1人
2人
3人
4人

収入合計額
108,700円
152,000円
179,900円
214,900円

資産合計額
   468,000円
   690,000円
   840,000円
1,000,000円

問□本 税務課諸税証明係（☎内線1062）

問□本 国保年金課医療年金係（☎内線1118）

問□本 高齢者支援課介護保険係（☎内線1187）
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▲介護保険料・
　後期高齢者
　医療保険料

▲申請月の世帯の収入合計額と世帯の資
　産（預貯金および現金）合計額が上表金
　額以下の人が対象

＝本庁舎本 ＝本庁舎本
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新型コロナウイルス感染症再拡大の影響を受け事業収入が減少した事業者を支援するため、給付金を交付しま
す。
対象事業者　以下のすべてを満たすもの
1）市内に本社、本店、主たる事業所を有する事業者、または、市外で個人事業者として事業を営んでいる市民
2）令和3年3月31日以前から継続して事業を営み、事業収入がある
3）令和3年4月～12月と令和2年4月～12月または平成31年4月～令和元年12月の任意の1か月

を比較し、事業収入が50％以上減少している
4）年間の売上減少額が法人は10万円、個人事業者は5万円以上減少する見込みであること
支 援 額　法人は10万円、個人事業者は5万円を給付
申請期間　令和4年2月28日（月）まで

安中市役所：☎027－382－1111（代表）
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■ 事業者向け支援事業 ■

テレワーク拠点開設支援補助金
市外企業が、市内に新たにテレワーク拠点を開設する際の物件取得、賃借にかかる費用を補助します。
補助対象　すべての要件を満たすもの
1）市外に本社もしくは本店、主たる事業所を有する事業者（中小企業者、その他の法人、個人事業者）
2）令和3年4月1日以降、市内でテレワークを行うため、新たに専用事務所の賃借や購入し、6か月以上継続して

業務を行っており、専業の従業員が1人以上就労していること　
支 援 額
1）賃貸物件の場合は、1か月の家賃（敷金、礼金、その他管理費用は除く）の50％で、上限6か

月分までとし限度限は20万円を補助
2）購入物件の場合の補助額は、購入金額の50％で上限は40万円を補助
　  ※補助金の交付は1事業者あたり一度のみ

事業所等感染症対策支援補助金
事業所や店舗、作業場、事業用資産などに感染症防止の設備工事や備品の設置を行ったものを補助します。
補助対象　すべての要件を満たすもの（下記以外の要件有）
1）市内に本社もしくは本店、主たる事業所を有する事業者
2）令和3年3月31日以前から事業を営んでいる
支 援 額　対象経費の50％（上限20万円）（対象となる対策経費の合計が5万円以上となるもの）
※複数の事業所を有し、各々で対策を行う場合は、2事業所分で最大40万円を限度に補助
※消耗品（マスク、消毒液など）の購入は補助対象外
※補助金の交付は、補助上限額に満たない場合でも、1事業所あたり1度のみ

安中市小口資金の融資利率の引き下げ
コロナ禍における中小企業者の資金繰りの円滑化を図るため、令和3年4月以降に申込みをした
市小口資金の、融資利率を従来の1.8％から1.6％へ引き下げ、小口資金利用者の利子負担の軽減
を図ります。
実施期間　令和3年4月1日から中小飲食店等応援チケット事業

（あんなかグルメチケット2021）
　コロナ禍における市内飲食店舗などの支援として、参加登録を行った市内飲食店などが、自店舗で使用できる
プレミアム付チケットを販売します。

チケット単価　1枚500円
　　　　　　　（600円分使用可能、プレミアム率20％）
　　　　　　　プレミアム分の100円は、市が補助します。
店舗での販売枚数　1人1店舗あたり10枚以内
実施期間（予定）　令和3年8月29日～令和4年2月28日
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市内小口資金取扱金融機関
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