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子育て・保育
世帯への支援

2 高野光二郎事務所



・中学校卒業までの児童を養育している方が支給対象
・三歳未満は一律15,000円、
三歳～小学校修了前は10,000円(第3子以降15,000円)
中学生は一律10,000円が支給される

令和２年４月分の児童手当の受給者

臨時特別給付金の支給

3

誰に

対象児童１人につき、１万円
(月額5千円を給付される特例給付を
受けている方々は対象になりません)

何を

原則、申請は不要です。
対象の方には、令和２年３月31日時点での居住市区町村
からお知らせが届きます。

どのように

お住まいの市区町村にお問い合わせください。

Web検索キーワード：「臨時特別給付金」

問い合わせ先

高野光二郎事務所

児童手当とは



令和２年２月２７日～６月３０日迄の間に
子どもの世話を保護者として、

有給を取得して行うことが必要となった労働者

小学校休業等対応助成金

4

誰に

有休休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額
×10/10を支給します。

(8,330円が上限となります。)

何を

申請方法

問い合わせ先

高野光二郎事務所

【申請期間】
令和２年９月３０日迄

【支給要件】
具体的な手続きは厚生労働省のホームページをご覧下さい。

【申請書】
厚生労働省のホームページから印刷して下さい。

【申請書の提出】
学校等休業助成金・支援金受付センターに郵送
(詳細は厚労省HPをご覧下さい)

※お子様が幼稚園・保育園でも、ご利用できます。

コールセンター 0120-60-3999
※受付時間；9:00～21:00(土日・祝日含む)

Web検索キーワード：「新型コロナ 休暇支援」



特別定額給付金(仮称)

5

どのように

お住まいの市区町村にお問い合わせください。
Web検索キーワード：「特別定額給付金」

問い合わせ先

高野光二郎事務所

4月27日時点で住民基本台帳に記載された全ての国民。
国籍は問わず、3カ月を超える在留資格などを持ち、住民
票を届け出ている外国人も対象となる。海外に居住してい
ても、住民基本台帳に記載されている場合は対象となる。

誰に

1人当たり10万円

何を

【郵送申請方式】
市区町村から受給者宛に郵送された申請書に振込先口座
を記入し、振込先口座の確認書類と運転免許証等の写し
と共に返送。

【オンライン申請方式】マイナンバーカード所持者のみ
マイナポータルから振込先口座を入力し、確認書類を
アップロード。

いつから

受付開始は各市区町村において決定される。
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から
３ヶ月以内です。



これまでの給付金などと同様に所得税や個人住民税は
非課税とする予定。

4月30日 参議院本会議において、金融機関等が
借金を抱える方々に給付されるこの給付金を差押える
ことを禁止する法律が可決されました。
よって、この給付金を金融機関等に差押えられること
はありません。

給付された10万円は課税対象となるのか？

受け取りたくない場合は？

申請書の氏名欄の横に希望しない場合のチェック欄が

あり、世帯員ごとに受け取りの可否を決められる。
世帯全員が受け取りを必要としないのであれば、申請

手続きをしなくてもいい。
しかし、給付金額を1人９万円や8万円などと減額する

ことはできない。

住民票を編成したもの。
閲覧や住民票の写しの交付等により、居住関係を交証す
るために使う。主に、選挙人名簿への登録や、保険や医
療関係の確認、生活保護や印鑑登録等の事務に使われる
事が多い。

住民基本台帳とは？

高野光二郎事務所 6



ベビーシッター派遣を所望する方々
(対象者の詳細は内閣府ホームページをご覧下さい)

企業主導型ベビーシッター利用者
支援事業におけるベビージッター派遣事業
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誰に

ベビーシッターの派遣を希望される方に、
利用する際に使える割引券が発行されます。

何を

1枚当たりの割引額は2,200円×対象児童となります。
例：二人兄弟の場合、一日２枚

(多胎児２人：9,000円、多胎児３人以上：18,000円)
1回対象児童につき1枚支給され、1か月に1家庭24枚
まで支給されます。所得制限はありません。

どのように

内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室
TEL:03-5253-2111(内線38488,38487)

Web検索キーワード：「ベビーシッター利用者支援」

問い合わせ先

高野光二郎事務所

申請方法

割引券の発行は、５月下旬からとなる予定です。
申請方法については「公益社団法人全国保育サービス
協会ホームページ」をご覧下さい。



新型コロナウイルス
感染症緊急経済対策

(一部)
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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

雇用調整助成金の助成率の引き上げ
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誰に

休業を実施した場合の休業手当又は
教育訓練を実施した場合の賃金相当額の助成を行います。

さらに、この助成金の助成率を引き上げます。
（原則、1人当たり8,330円が上限です。）

何を

大企業向け
助成率：感染症の影響を受ける事業主（基本）＝ 2/3

基本＋以下のような条件に合う事業主＝ 3/4

助成率 3/4 になる条件：
・1/24から賃金締切期間の末日までの間に
事業所労働者の解雇等（解雇とみなされる雇止め、
事業主都合による中途契約解除等を含む）
をしていないこと。

・賃金締切期間の末日における事業所労働者数が、
比較期間（1/24から判定基礎期間*の末日まで）の
月平均事業所労働者数と比べて 4/5 以上
であること。

※判定基礎期間＝ある賃金締切日翌日～次の賃金締切日
※教育訓練を実施した場合の加算（雇用保険被保険者に
向けたものに限ります。）：1,800円

どのように

高野光二郎事務所



10

中小企業向け
助成率：感染症の影響を受ける事業主（基本）＝ 4/5

基本＋以下のような条件に合う事業主＝9/10

助成率 9/10 になる条件：
・1/24から賃金締切期間の末日までの間に
事業所労働者の解雇等（解雇とみなされる
雇止め、事業主都合による中途契約解除等含む）
をしていないこと。

・賃金締切期間の末日における事業所労働者数が、
比較期間（1/24から判定基礎期間*の末日まで）
の月平均事業所労働者数と比べて 4/5 以上で
あること。

※判定基礎期間＝ある賃金締切日翌日～次の賃金締切日
※教育訓練を実施した場合の加算（雇用保険被保険者に
向けたものに限ります。）：2,400円

4/25発表(詳細は5月上旬発表予定)
① 休業手当の支払率60%超部分の助成率を10/10に

中小企業が賃金の60%以上の休業手当を支給する
場合、60%を超える部分の助成率を10/10とします。

② ①のうち、以下の要件を満たす場合、休業手当
全体の助成率を10/10に

・緊急事態宣言に伴う都道府県知事による
休業要請に協力する事業主

・労働者の休業に対し、100%の休業手当を
支払っているか、¥8,330以上の休業手当を
支払っている事業主

どのように

高野光二郎事務所



【高知県】高知労働局 職業対策課 Tel: 088-886-6052
高知公共職業安定所 Tel: 088-878-5328

【徳島県】徳島労働局 学校等休業助成金・支援金、
雇用調整助成金、
個人向け緊急小口資金コールセンター

Tel: 0120-60-3999
Web検索キーワード：「雇用調整助成金」

問い合わせ先

雇用調整助成金の支給を受けるには、休業等に関する
計画書の提出が義務ですが、令和2年6月30日までは
事後提出することが可能です。

休業計画書について

4月1日～6月30日

1年で100日＋以上の期間の間、支給を受けられます。

※補助は、休業の初日が令和2年1月24日以降に遡って
適用されます。

※ただし、緊急事態宣言にかかる4/25報道発表の措置に
ついては、4/8以降に遡及して適用されます。

支給限度日数について

高野光二郎事務所11



新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

雇用調整助成金の対象拡大
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誰に

雇用調整助成金の対象を拡大します。

何を

・雇用調整助成金の対象は雇用保険被保険者のみでしたが、
雇用保険被保険者でない方を休業させる場合も
雇用保険被保険者と同じ助成率で助成します。

・事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者
(パート、アルバイト(学生含む))なども対象となります。

※雇用調整助成金を受けるには、「支給申請」と
「計画届(事後提出可(6月30日迄))」の提出が必要です。

どのように

【高知県】高知労働局 職業対策課 Tel: 088-886-6052
高知公共職業安定所 Tel: 088-878-5328

【徳島県】徳島労働局 学校等休業助成金・支援金、
雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金コールセンター

Tel: 0120-60-3999
Web検索キーワード：「雇用調整助成金」

問い合わせ先

高野光二郎事務所



希望する全ての小・中・特支・高等学校

GIGAスクール構想の実現
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誰に

校内通信ネットワークの整備や、
一人一台の端末を整備します。

何を

① 「1人1台端末」の早期実現をします。
(補助率)国公立：定額、私立：1/2(上限4.5万円)

② 家庭でもつながる通信環境の整備を行います。
(補助率)国公立：定額、私立：1/2(上限1万円)

③ GIGAスクールサポーターの配置をします。
(補助率)国立：定額、公私立：1/2

④ 学校ネットワーク環境の全校整備をします。
(補助率)公立：1/2

どのように

【公立学校】文部科学省 初等中等教育局 情報教育・外国語教育課
【国立大学付属学校】文部科学省 高等教育局 国立大学法人支援課
【私立学校】文部科学省 高等教育局 私学部 私学助成課

全て 03-5253-4111（代表）

Web検索キーワード：「 GIGAスクール構想 コロナ」

問い合わせ先

高野光二郎事務所



個人・ご家庭への
生活支援
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住居確保給付金(家賃)
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誰に

何を

お住まいの市区町村の自立相談支援機関

問い合わせ先

高野光二郎事務所

どのように

新型コロナウイルスの影響で、離職・廃業から2年以内、
又は

休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方

単身世帯 53,700円
二人世帯 64,000円
三人世帯 69,800円

(東京都特別区の場合)

一定期間家賃を補助します
※自治体によって額が変わります

【収入要件】
世帯収入合計額が、市区町村民税均等割が非課税となる収入額の
1/12+家賃額を超えないこと
(東京都特別区の目安)
単身世帯：13.8万円、２人世帯：19.4万円、3人世帯：24.1万円

【資産要件】
世帯の預貯金の合計額が、以下を超えないこと
(東京都特別区の目安)
単身世帯：50.4万円、２人世帯：78万円、3人世帯：100万円

【求職活動等要件】
誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
(ハローワークへの求職申込は不要)

いつから

※詳細は未確定
原則3ヶ月(求職活動を行っている場合等は最長9ヶ月)



世帯が2人以上の場合、月20万円以内
単身世帯の場合、月15万円以内

【貸付利子】無利子 【保証人】不要
【措置期間】１年以内 【償還期間】10年以内

※所得が減少したままであれば、返済が免除される場合があります。

新型コロナウイルスの影響で、
収入減少や失業等による生活困窮が起こっている世帯

緊急小口資金・総合支援資金(生活費)
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誰に

学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内

【貸付利子】無利子 【保証人】不要
【措置期間】１年以内 【償還期間】２年以内

※所得が減少したままであれば、返済が免除される場合があります。

緊急小口資金

お住まいの地域の社会福祉協議会、又は労働金庫

問い合わせ先

高野光二郎事務所

総合支援資金



新型コロナウイルスの影響で、
公共料金の支払いが難しくなった方

公共料金支払い延長

17

誰に

電気・ガス料金

電話料金

高野光二郎事務所

水道・下水道料金

電気料金：四国電力(株)
2020年3月分(検針日が3月19日以降)～5月分の
電気料金の支払い期日を、原則2ヶ月延長。

ガス料金：ご契約の各会社
各ガス料金の支払期限日を、延長できる可能性が
あります。詳細は、ご契約のガス会社まで
問い合わせ下さい。

水道、下水道の料金は、各自治体によって異なりますので、
お住まいの役場もしくは役場のホームページでご確認下さ
い。

NTT,KDDI,ソフトバンクの通信３社は、携帯電話や
固定電話の支払い期限を５月末まで延長しています。
詳しくは、ご契約されています通信会社にお問い合わせ
下さい。



学生への支援
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新型コロナウイルス感染症の影響により、
内定取消にあった学生等

内定取消となった学生等の
早期就職支援
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誰に

内定取消にあった学生等が早期に就職先を
見つけることができるよう、各種支援を行います。

何を

① 新卒応援ハローワークにおいて、
内定取消にあった学生等への相談、就職あっせん及び
事業所への個別求人開拓等の支援を強化します。

② ハローワークにおいて、就職支援ナビゲーター等を
拡充・配置し、就職支援を強化するとともに、
住居・生活支援に関する窓口を設置し、
生活困窮状態に陥る可能性がある方に対する
相談等を行います。

どのように

【高知県】高知新卒応援ハローワーク Tel: 088-878-5342
【徳島県】徳島新卒応援ハローワーク Tel: 088-623-8010

Web検索キーワード：「新卒ハローワーク」

問い合わせ先

高野光二郎事務所



【申し込み】4月～5月下旬
在学中の学校で関係書類をもらい、給付型奨学金は
JASSO、授業料等減免は各学校に申し込みをします。

【受け取り】7月頃
学校やJASSOから通知が届きます。

【支給開始】7月

住民税非課税世帯及び、それに準ずる世帯
学ぶ意欲がある学生

大学、専門学校等の授業料・入学金の免税
または減額、給付型奨学金の支給
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誰に

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け
授業料・入学金の免税または減額(授業料等減免)

給付型奨学金の支給を行います。

何を

世帯の収入、学校の種類、自宅(一人暮らし等)により
支援額が決まります。詳細は文科省HPをご覧下さい。

どのように

(独法)日本学生支援機構 奨学金支援センター
TEL:0570-666-301

Web検索キーワード：「修学支援新制度」

問い合わせ先

高野光二郎事務所

いつから



高野光二郎HPでは
新型コロナウイルス感染症に関する
支援策の最新情報を掲載しています。

適宜、各支援策情報の更新等がある場合、

参議院議員高野光二郎HPでは、最新情報を

掲載しています。

随時、更新してまいります。

＜参議院議員高野光二郎ホームページ＞

アドレス： http://www.kohjiro.jp/

もしくは、「高野光二郎 ホームページ」

で、インターネット検索ください。

QRコード機能からの

アクセスはこちらを

ご利用ください。


