
広報

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4年

3月1日発行

　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います。
　市では、市民の皆さまの生活を守るため、引き続きさ
まざまな支援策に取り組みます。その主なものをお知ら
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。

安中市役所
☎027－382－1111（代表）

市公式SNSで
最新情報を発信中

危険と隣り合わせの中、安心して暮らせる

未来を守る皆さんに感謝します。

医療従事者の皆さん
　　　　　　　ありがとう

市ホームページ

■ 事業者向け支援事業 ■

テイクアウト用容器購入支援事業補助金
コロナ禍で低迷している飲食業者への支援策として、環境に配慮したテイクアウト
用容器の補助を実施します。SDGsの観点から使い捨てプラスチック製容器を削減
し、脱プラスチックやリサイクルなどを推進する容器を対象とします。
申請時に必要な書類など、詳細については市ホームページをご覧ください。

補助対象者　テイクアウト販売をしている市内に本社、本店、主たる事務所を有する飲食店等
申請・対象期間　令和4年3月10日（木）まで
補 助 金 額　購入金額の10分の10　1店舗あたり上限10万円（消費税・送料・ポイント支払いは除く）
対 象 容 器　弁当などとして提供する持ち帰り容器
　　　　　　1）リサイクルが可能な紙製容器。内側のビニールをはがして古紙再生できるもの
　　　　　　2）バガス（さとうきびの搾りかす）紙や再生紙を使用した容器
　　　　　　3）植物由来の原料を使用したバイオマスプラスチック容器

さまざまな人権に関しての相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
【電話による人権相談】

【インターネットによる人権相談】
法務省人権擁護局ホームページ　https://www.moj.go.jp/JINKEN/

みんなの人権110番
（☎0570－003－110）
平日8:30～17:15

女性の人権ホットライン
（☎0570－070－810）
平日8:30～17:15

子どもの人権110番
（☎0120－007－110）
平日8:30～17:15

Foreign-language
Human Right Hotline
（☎0570－090－911）
Weekdays9:00～17:00

問□ク 環境政策課環境推進係（☎内線1882・1883）
＝松井田庁舎松

▲市ホームページ

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、賃貸にかかる
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貸や購入を行い、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

補助金額
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20万円を限度に補助

2）購入物件の場合は、購入金額の50％で40万円を限度に補助
※補助金の交付は1事業者あたり一度のみです

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

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）
▲市ホームページ

▲市ホームページ

（ホームページはこちら）

安中市役所
☎027－382－1111（代表）

＝碓氷川クリーンセンターク

人権について相談を受け付けています



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
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

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4年3月31日（木）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4年3月31日（木）まで
対 象 者　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業などにより収入が減少し、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

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

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　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
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4年3月31日（木）まで 問□本 福祉課社会福祉係（☎内線1194）

▲市ホームページ

▲介護保険料・後期高齢者医療保険料

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給
付します。
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4年3月10日（木）まで
申請方法　原則として事前予約制の窓口申請のみ
申請時には面接が必要ですので、事前に電話で予約のうえ来庁してください

問□本 福祉課社会福祉係（☎内線1194）

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

▲市ホームページ

▲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

入学・新生活応援給付金給付事業 安中市独自
新型コロナウイルス感染症の影響下においても、子どもたちが入学、就職などの次のステージに着実に進め
るよう保護者に対し生計支援を行うため給付金を給付します。
対 象 者　給付金給付の基準日（令和4年2月1日）に安中市住民基本台帳に記録された次の各号に該当する者
1）平成18年4月2日～平成19年4月1日に生まれた者
2）平成21年4月2日～平成22年4月1日に生まれた者
3）平成27年4月2日～平成28年4月1日に生まれた者
4）平成16年4月2日～平成18年4月1日に生まれた者  ※4）については、高校などへ入学ま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たは就職する者（別途要件あり）
申 請 者　対象者の保護者（申請が必要です）
申請期間　令和4年3月10日（木）まで　　給 付 額　対象者1人につき3万円
※詳細は市ホームページまたはお問い合わせください 問□本 子ども課（☎内線1161・1163）

▲市ホームページ

＝本庁舎本

▲市ホームページ

▲市ホームページ

○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

子育て世帯への臨時特別給付【所得制限撤廃】 安中市独自
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金（国の給付金）」では支給対象外となる特例給付相当(所得超過)の
子育て世帯に対し、市独自事業として支給します。
※本給付金は、所得制限額を超える場合が対象です（所得制限限度額は市ホームページをご確認ください）
対 象 者　対象児童の保護者のうち、主たる生計維持者の所得が特例給付相当であり、

以下のいずれかに該当する人
1）令和3年9月分（9月生まれの児童については10月分）の特例給付を受給している人
2）高校生相当年齢（平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ）の児童を養育している人

（対象児童が婚姻している場合を除く）
3）令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した児童を養育している人
支 給 額　対象児童1人につき現金10万円（国の給付金と同じ）
申請方法　申請が必要です。申請書をお持ちでない人は、お問い合わせください。
申請期限　令和4年3月10日（木）まで
※令和4年2・3月生まれの子どもの申請については、お問い合わせ
　ください 問□本 子ども課子ども育成係（☎内線1164）

▲市ホームページ

妊婦の皆さんに感染対策用物品を支給 安中市独自
対 象 者　出産予定日が令和4年4月1日以降で、令和4年3月31日までに母子健

康手帳の交付を受けた市在住の妊婦。
配布物品　体温計、マスク、消毒ジェル、ハンドソープ、除菌シート
配布方法　対象者に通知

問□本 健康づくり課保健指導係（☎内線1174）
▲市ホームページ



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
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

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4年3月31日（木）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4年3月31日（木）まで
対 象 者　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業などにより収入が減少し、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

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

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　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
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4年3月31日（木）まで 問□本 福祉課社会福祉係（☎内線1194）

▲市ホームページ

▲介護保険料・後期高齢者医療保険料

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給
付します。
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4年3月10日（木）まで
申請方法　原則として事前予約制の窓口申請のみ
申請時には面接が必要ですので、事前に電話で予約のうえ来庁してください

問□本 福祉課社会福祉係（☎内線1194）

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

▲市ホームページ

▲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

入学・新生活応援給付金給付事業 安中市独自
新型コロナウイルス感染症の影響下においても、子どもたちが入学、就職などの次のステージに着実に進め
るよう保護者に対し生計支援を行うため給付金を給付します。
対 象 者　給付金給付の基準日（令和4年2月1日）に安中市住民基本台帳に記録された次の各号に該当する者
1）平成18年4月2日～平成19年4月1日に生まれた者
2）平成21年4月2日～平成22年4月1日に生まれた者
3）平成27年4月2日～平成28年4月1日に生まれた者
4）平成16年4月2日～平成18年4月1日に生まれた者  ※4）については、高校などへ入学ま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たは就職する者（別途要件あり）
申 請 者　対象者の保護者（申請が必要です）
申請期間　令和4年3月10日（木）まで　　給 付 額　対象者1人につき3万円
※詳細は市ホームページまたはお問い合わせください 問□本 子ども課（☎内線1161・1163）

▲市ホームページ

＝本庁舎本

▲市ホームページ

▲市ホームページ

○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

子育て世帯への臨時特別給付【所得制限撤廃】 安中市独自
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金（国の給付金）」では支給対象外となる特例給付相当(所得超過)の
子育て世帯に対し、市独自事業として支給します。
※本給付金は、所得制限額を超える場合が対象です（所得制限限度額は市ホームページをご確認ください）
対 象 者　対象児童の保護者のうち、主たる生計維持者の所得が特例給付相当であり、

以下のいずれかに該当する人
1）令和3年9月分（9月生まれの児童については10月分）の特例給付を受給している人
2）高校生相当年齢（平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ）の児童を養育している人

（対象児童が婚姻している場合を除く）
3）令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した児童を養育している人
支 給 額　対象児童1人につき現金10万円（国の給付金と同じ）
申請方法　申請が必要です。申請書をお持ちでない人は、お問い合わせください。
申請期限　令和4年3月10日（木）まで
※令和4年2・3月生まれの子どもの申請については、お問い合わせ
　ください 問□本 子ども課子ども育成係（☎内線1164）

▲市ホームページ

妊婦の皆さんに感染対策用物品を支給 安中市独自
対 象 者　出産予定日が令和4年4月1日以降で、令和4年3月31日までに母子健

康手帳の交付を受けた市在住の妊婦。
配布物品　体温計、マスク、消毒ジェル、ハンドソープ、除菌シート
配布方法　対象者に通知

問□本 健康づくり課保健指導係（☎内線1174）
▲市ホームページ



広報

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4年

3月1日発行

　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います。
　市では、市民の皆さまの生活を守るため、引き続きさ
まざまな支援策に取り組みます。その主なものをお知ら
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。

安中市役所
☎027－382－1111（代表）

市公式SNSで
最新情報を発信中

危険と隣り合わせの中、安心して暮らせる

未来を守る皆さんに感謝します。

医療従事者の皆さん
　　　　　　　ありがとう

市ホームページ

■ 事業者向け支援事業 ■

テイクアウト用容器購入支援事業補助金
コロナ禍で低迷している飲食業者への支援策として、環境に配慮したテイクアウト
用容器の補助を実施します。SDGsの観点から使い捨てプラスチック製容器を削減
し、脱プラスチックやリサイクルなどを推進する容器を対象とします。
申請時に必要な書類など、詳細については市ホームページをご覧ください。

補助対象者　テイクアウト販売をしている市内に本社、本店、主たる事務所を有する飲食店等
申請・対象期間　令和4年3月10日（木）まで
補 助 金 額　購入金額の10分の10　1店舗あたり上限10万円（消費税・送料・ポイント支払いは除く）
対 象 容 器　弁当などとして提供する持ち帰り容器
　　　　　　1）リサイクルが可能な紙製容器。内側のビニールをはがして古紙再生できるもの
　　　　　　2）バガス（さとうきびの搾りかす）紙や再生紙を使用した容器
　　　　　　3）植物由来の原料を使用したバイオマスプラスチック容器

さまざまな人権に関しての相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
【電話による人権相談】

【インターネットによる人権相談】
法務省人権擁護局ホームページ　https://www.moj.go.jp/JINKEN/

みんなの人権110番
（☎0570－003－110）
平日8:30～17:15

女性の人権ホットライン
（☎0570－070－810）
平日8:30～17:15

子どもの人権110番
（☎0120－007－110）
平日8:30～17:15

Foreign-language
Human Right Hotline
（☎0570－090－911）
Weekdays9:00～17:00

問□ク 環境政策課環境推進係（☎内線1882・1883）
＝松井田庁舎松

▲市ホームページ

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、賃貸にかかる
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貸や購入を行い、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

補助金額
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20万円を限度に補助

2）購入物件の場合は、購入金額の50％で40万円を限度に補助
※補助金の交付は1事業者あたり一度のみです

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

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）
▲市ホームページ

▲市ホームページ

（ホームページはこちら）

安中市役所
☎027－382－1111（代表）

＝碓氷川クリーンセンターク

人権について相談を受け付けています


