
〒980-8671
仙台市青葉区国分町 3-7-1
仙台市議会内 社民党仙台市議団
TEL 214-8717   FAX 711-3453 
         sdp.sendai@pc.email.ne.jp

社民党仙台市議団ＮＥＷＳ
個人・家族向けの支援個人・家族向けの支援個人・家族向けの支援

このような方が対象 受けられる支援等の内容 申請方法・問い合わせ先

水道料金・下水道使用料の減免
（７～８月の２カ月分の基本料金が減免） 

申請は不要
（請求時に減免額を差し引いて請求）
水道局営業課営業企画係
304-0017 

水道料金・下水道使用料の
支払延長 

仙台市ガス料金の
支払期限の延長

（２月～５月検針分のガス料金に 
 ついて、支払期限を１カ月間延長）

青葉区・泉区 （北料金センター）
371-8830
宮城野区・若林区・太白区  （南料金センター）
304-0023

ガス局お客さまセンター
0800-800-8977 

市営住宅家賃の分割納付、
納付猶予 

市営住宅管理課
214-8331 

住 民 税 非 課 税 世 帯
または準ずる世帯の
大学生、専門学校生 

授業料の減免後、奨学金給付 在学中の学校を通して申し込み
日本学生支援機構奨学金相談センター
0570-666-301 

休業等により収入の
減少があり貸付を必
要とする世帯

少額の費用を貸付、貸付上限：10万円
以内（20万円の特例あり） 無利子、保
証人不要、償還期間２年以内

失業して収入がなく
なった方 

収入が減少し家賃の
支払いにお困りの方 

あらゆる手を尽くし
ても生活維持が困難
な方 

☆総合支援資金（貸付）
　 収入の減少や失業対象２人以上世帯

　月20万円以内
　（単身 月15万円以内原則）
　 ３月以内の生活費用を貸付。 
　 無利子保証人不要、償還期間10年以内

☆傷病手当金

住宅確保として家賃の全部もしくは
一部を３カ月行政が支払う。最長９カ月 

生活保護として最低生活費より収
入が少ないときに不足分を支給 

電話で受付 → 申込書等を郵送

仙台市社会福祉協議会 （７月末日まで）

070-1398-1681 ／ 070-3105-3485
080-9190-5476 ／ 090-6088-4507
080-9190-2546 ／ 080-7998-2206
080-4478-5025 ／ 090-6071-5795

住居確保給付金相談コールセンター 
0120-23-5572 

問い合わせ→面接→申請
保護自立支援課
214-8166 

給
付
等
を
受
け
取
る

2020年２月以降の
任意の期間 （１か月
以上） において、収
入が前年同期に比べ
て概ね20％以上減少
した方 

○市県民税・固定資産税などほぼ
すべての納税について、とりあ
えず３ヶ月の猶予期間
(最大１年間の猶予が可)  

○既に納期限が過ぎて未納となっ
ている分（他の猶予を受けてい
るものを含む）についても、遡っ
て特例制度の利用可 公

共
料
金
等
の
支
払
い

特例制度の申請書、収入や預金の状況が分かる
資料等を郵送で提出
○200万円以上　収納対策課 / 214-5028
○200万円以下
　青葉区 （北徴収課） 214-8152
　泉区 （北徴収課） 214-5027
　宮城野区、若林区 （南徴収課） 214-8153 
　太白区 （南徴収課） 214-8154 

収入が減少した方、
支払いが困難な方

国民健康保険料、後期高齢者医
療制度及び介護保険料の減額
および支払い延長 

所得金額に応じた個別内容を相談の上、実施 
各区役所の保険年金課・健康福祉局保険年金課
214-8171
介護保険課
214-5225 
申請書等を郵送で提出
日本年金機構 「ねんきん加入者ダイヤル」
0570－003－004
青葉区・泉区 （仙台北年金事務所）
224-0891
宮城野区 （仙台東年金事務所） 
257-6111
若林区・太白区 （仙台南年金事務所）
246-5111 

公
共
料
金
等
の
支
払
い

このような方が対象 受けられる支援等の内容 申請方法・問い合わせ先

生
活
費
の
確
保

国民年金保険料の免除や
支払い延長

社民党仙台市議団は郡市長に対し、３月12日新型コロナウイルス感染症対応に関
して、いのちと健康、暮らしを守る19項目の申し入れをしました。

親族等からの暴力等を
理由に避難している方

（無戸籍の方、未成年の
方も申請可）

子育て世帯
（2020年４月分の児童
手当を受給する世帯）

☆特別定額給付金
　一人一律10万円 給付

郵送による申請  （８月26日まで）
　※マイナンバーカードがなくても郵送での
　　申請ができます。
特別定額給付金専用ダイヤル

（コールセンター）　302-6434
親族からの暴力等を理由に避難している方
市民生活課　214-1344
　※親族等からの暴力等で避難している方も
　　避難先自治体で申請可能

☆子育て世帯への臨時特別給付金
　　児童手当に上乗せ支給
　　１万円 × お子さんの数

手続きは不要 （登録口座へ振込み）　
子育て世帯への臨時特別給付金コールセンター
0120-271-381 

新型コロナウイルス感染症
に感染または発熱など感染
が疑われた場合の、その療
養のために働くことができ
ない国民健康保険または後
期高齢者医療被保険者の方 

申請書及び証明書等を郵送で提出

各区役所の保険年金課・健康福祉局保険年金課
214-8171

辻  隆一（宮城野区） 石川けんじ（泉区） 小山 勇朗（太白区）

ひぐちのりこ（青葉区） いのまた由美（太白区）特集　新型コロナウイルス対策支援一覧

すべての市民
国籍を問わず４月27日
時点で住民基本台帳に
記載されたすべての人

直近の３か月間
の給 与 収入の
合計額を就労日
数で除した金額

× ２
３

支給対象と
なる日数 × 

☆生活保護

☆住居確保給付金

☆緊急小口資金（貸付）

新型コロナウイルス感染症関連、個人情報を聞き出そうとする不審な電話が来た際は、質問には答えず必ず一旦電話を切ってください。　新型コロナウイルス感染症関連、個人情報を聞き出そうとする不審な電話が来た際は、質問には答えず必ず一旦電話を切ってください。　消費者ホットライン  局番なしの188　　  警察相談専用電話  #9110

収入が減少した方、
支払いが困難な方

仙台市水道局と
契約がある方



そ
の
他
融
資
等

このような方が対象 受けられる支援等の内容 申請方法・問い合わせ先申請方法・問い合わせ先受けられる支援等の内容このような方が対象

売
上・
事
業
収
益
補
償

従業員に給与を支払い
休業させた事業主の方

☆雇用調整助成金
　売上が１ヶ月5％以上低下した雇用保

険適用の企業　雇用の維持を図るため
の休業手当に要した費用を助成
　中小 ４／５　大企業 ３／４
　 日額１人8，330円上限

休
業
の
支
援

宮城労働局職業対策課助成金部門
299-8063
仙台市産業振興事業団

（社会保険労務士がアドバイスを行う相談窓口を開設）
724-1116 で予約

☆小学校休業等対応助成金
　労働者に休暇を取得させた事業者向け
　の助成金。全額休業補償した企業
　日額１人8，330円上限

申請書類を郵送（簡易書留等）
申請期間９月30日まで

学校等休業助成金・支援金相談コールセンター
0120-60-3999☆小学校休業等対応助成金

　  ２月27日～６月30日期間で約束した仕事が
　  できなかった日 （学校の春休み等の期間は除外）
  　１日につき 4,100円（定額）

中小企業、小規模事業者で
売上が前年同月比で
50％以上減少している方

中小法人、個人事業者で
事業収入が前年同月比
で50％以上減少してい
る月がある方

☆地域産業支援金
   １事業者あたり20万円給付

問い合わせ （７月15日まで）
申請書作成支援特別窓口 （予約制）
0570-085894

☆宮城県新型コロナウイルス
　感染症対応資金
　融資限度額：3000万円
　利率：年1.3％
※利子は最大当初３年間分を全額補給

宮城県経済商工観光部商工金融課
（商工金融班）　211-2744

☆商店街魅力向上支援事業
　上限50万円

  （助成対象経費合計額の2/3以内）

申請書類等を提出
地域産業支援課  214-1001

生活衛生新型コロナウイルス
感染症特別貸付
融資限度額6000万円　無担保

日本政策金融公庫　仙台支店
国民生活事業　222-5173

中小企業
個人事業主
への融資

事業者および非営利法人（ＮＰＯ法人等）、フリーランスの方等への支援事業者および非営利法人（ＮＰＯ法人等）、フリーランスの方等への支援

県の要請で休業、時間
短縮をした事業者
※４月25日～５月６日の
　全期間、全施設で実施

☆持続化給付金
    固定費の一部を支援
    （100万円以内、法人は200万円以内）
※売上・事業収益を前年同月と比較できない
　非営利団体、フリーランスの方は要相談

持続化給付金事業 コールセンター
0120-115-570
持続化給付金申請 事前相談専用窓口
直通番号  0570-015-078

☆地域産業協力金
　○40万円 （１施設）給付
　○80万円 （市内に２施設以上） 給付

問い合わせ （６月15日まで）
申請書作成支援特別窓口 （予約制）
0570-085894

学校休業や幼児の家庭保育
をするために仕事を休ん
だ個人で仕事をする方

自宅で子どもを見る従業員に
有給休暇を取得させた
事業主の方

事業者は労働者に休業期間中平均賃金
の６割以上払う義務がある

宮城労働局職業安定部
299-8603

会社の都合で
仕事を休んだ方

減
免
・
猶
予

税金の支払いが困難な
事業者

社会保険料の支払いが
困難な事業者等

事業にかかる各種税金の減免
法人市県民税・事業所税・固定資産税 等

青葉区 （北徴収課） 214-8152
泉区 （北徴収課） 214-5027
宮城野区、若林区 （南徴収課） 214-8153 
太白区 （南徴収課） 214-8154 

仙台市外 （徴収対策課） 214-8661

労働保険料の猶予 宮城労働局労働保険徴収課
299-8842

宅配事業やテイクアウ
ト事業などの魅力を発
信する商店街

生活衛生関係
（旅館・飲食・理容店等）
売上高５％減少

【新型コロナウイルス感染症】
仙台市・宮城県　健康相談窓口   211-3883  /  211-2882 /  FAX 211-3192

【労働関係】
東北労働弁護団ホットライン　261-5555  （水曜日15～19時）
連合宮城　0120-154-052
ＮＰＯ法人  ＰＯＳＳＥ （ポッセ）  022-302-3349  （平日17～21時、 土日祝13～17時、 水曜日定休)

【生活支援関係】
仙台市生活自立・仕事相談センター 「わんすてっぷ」　395-8865  （９～16時 / 土日祝日を除く）
東北生活保護利用支援ネットワーク　721-7011  （月・水・金 13 ～16 時、祝日休業）
滞納している税金・奨学金の相談 宮城あおばの会　711-6225 （月・水・金 13～16時）
住まいの相談ＮＰＯ法人ワンファミリー仙台　398-9854 （９～18時）

【外国籍の住民の方の窓口】  

仙台多文化共生センター  /  Sendai Multicultural Center　224-1919 （９～17時）

【ＤＶ・虐待等】
一般社団法人　社会的包摂サポートセンター 「よりそいホットライン」    0120-279-226 
ＮＰＯ法人　ハーティ仙台　274-1885  （月～金 13時30分～16時30分　第１～第４火 18時30分～21時）
キャプネット・みやぎ事務局　265-8866  （子ども虐待）

【仙台市および各区役所（代表）】
仙 台 市 役 所　261-1111 　　青葉区役所　225-7211 宮城総合支所　392-2111
宮城野区役所　291-2111 　　若林区役所　282-1111 太 白 区 役 所　247-1111
秋保総合支所　399-2111 　　泉 区 役 所　372-3111

おもな相談窓口電話おもな相談窓口電話（仙台市オフィシャルＨＰねどより抜粋）（仙台市オフィシャルＨＰねどより抜粋）

各年金事務所 （表面参照）健康保険料、厚生年金保険料の猶予

フリーランス等利用可

せんだいたぶんかきょうせいせんたー じ

事業者および非営利法人（ＮＰＯ法人等）、フリーランスの方等への支援

おもな相談窓口電話（仙台市オフィシャルＨＰなどより抜粋）

非営利法人で事業収益が
減少している団体

オンライン診療又はオンライン服薬
指導を行うための費用
　（補助率　対象経費の１/２）

まちづくり政策局プロジェクト推進課
214-1254

市内の診療所又は薬局
の開設者

国・県・市の支援策をまとめましたのでご活用ください。 （５月25日現在   今後、変更・更新される場合があります）

がいこくせきのじゅうみんのかたのまどぐち

フリーランス等利用可

フリーランス等利用可

☆休業手当


