
問い合わせ： 田原本町新型コロナウイルス感染症対策本部問い合わせ： 田原本町新型コロナウイルス感染症対策本部
☎0744-32-2901（内線：671・672）☎0744-32-2901（内線：671・672）

※ 詳細については、町※ 詳細については、町
ホームページに掲載ホームページに掲載
しています。しています。
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このまちが分かる！　このまちが好きになる情報紙 号
外
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6月30日の特例措置／助成）

従業員に
休業してもらうなら

　事業活動縮小を余儀なくされた事業
主が、労働者に対して一時的に休業、
教育訓練等を行う場合に、休業手当、
賃金等の一部を助成
中小企業：4／ 5, 大企業：2／ 3
日額上限　8,330 円
※ 状況に応じ最大9／10, 3／4まで
教育訓練加算額
中小企業2,400円 , 大企業1,800円
算定基礎などは窓口で相談してください。

小学校休業等対応助成金
（労働者雇用向け／助成）

子どもがいる従業員
のために

　臨時休業などをした小学校などに通
う子どもや新型コロナ感染又は恐れの
ある小学校などに通う子どもの保護者
である労働者を有する事業主へ助成
助成額　
有給休暇取得労働者の賃金相当額
※通常賃金を日額換算
（日額上限 8,330 円）
対象となる期間をご確認ください。

子どもがいるフリーランス
のために

小学校休業等対応支援金
（委託を受けて個人で仕
事をする人向け／助成）

　臨時休業などをした小学校などに通う
子ども、新型コロナ感染又はおそれがあ
る小学校などから登校などの自粛を認め
られた子どもの世話をする保護者へ助成
助成額　
支給対象日数に日額 4,100 円を乗じて
得た額
対象となる期間をご確認ください。

窓口　 厚生労働省学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金相談コールセンター
☎ 0120-60-3999 ／午前 9時～午後 9時（土・日曜日、祝日も含む）

生
活
支
援

個
人
が
申
請

窓口　町社会福祉協議会☎ 0744-34-2118

緊急小口資金（特例／貸付）

休業などで
家計が維持できない

貸付上限　 10 万円
　　　　　（特別な場合は 20万円）
据置期間　1 年以内
償還期間　2 年以内

総合支援資金（特例／貸付）

失業などで
家計が維持できない

貸付上限　単身＝～ 15万円
　　　　　複数＝～ 20万円
据置期間　1 年以内
償還期間　10 年以内

住宅確保給付金（給付）

離職などで
住宅を失った・失うかも

家賃実費支給　3万3千円を給付
支給期間　原則 3ヵ月
※受付開始は 4月 20日㈪から

窓口　奈良県中和・吉野生
活自立サポートセンター
☎ 0120-85-1225

新型コロナウイルス感染症に伴う
支援策等の相談窓口 （令和 2年 4月 17日現在の情報です）
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　新型コロナウイルス感染症に乗
じた次のような詐欺が他府県で発
生し、被害がでています。
オレオレ詐欺
　息子を名乗る男から「会社が倒産
して借金ができた。お金を貸してほ
しい。お金を用意するときに銀行で
使い道を聞かれたら『コロナの関係
で手元に資金が欲しい』などと説明
して」という電話があり、自宅に息
子の代理人を名乗る男が来訪し、現
金をだまし取られた。
還付金詐欺
　市役所職員になりすまし「還付
金がある。市役所はコロナで忙
しいので、ATMで手続きをしま
す」という電話があり、被害者は
ATMに誘導され、指示通りに操

他府県で詐欺被害が発生 作すると相手の口座に現金を振り
込んでいた。

問　天理警察署生活安全課
　　☎ 0743-62-0110

　奈良県内では「息子を名乗る男
から『のどの調子が悪い、コロナ
かもしれないので病院へ行く』と
いう電話があった」と相談が寄せ
られています。また、保健所職員
になりすまし「マスクを配布する
ので家族構成を教えてほしい」な
どと言って個人情報を聞き出そう
とする電話も確認されています。
　不審に思った場合は、慌てずに
いったん電話を切り、すぐに警察
へ通報してください。

奈良県の状況

新型コロナウイルス感染症に乗じた
詐欺に注意

　登録したスマートフォン・携帯電話な
どに気象警報情報や地震情報、感染症情
報などを配信します。
登録方法　携帯電話・ス
マートフォン・パソコン
でQR コードを読み込む
か、下記のURLを入力し、
画面の指示に従って登録してください。
http://tawaramoto.kids110.jp/cel
問　防災課安全防災係☎ 34-2059

安心・安全メールの
登録を

　新型コロナウイルス感染症対策緊急経
済対策による、特別定額給付金（仮称）
の具体的な実施方式などについては、町
へ通知があり次第順次お知らせする予定
です。

特別定額給付金
（仮称）の実施について

資金繰りのための支援企業・小規模
事業主が申請

※ 制度によって窓口が異なりますので
ご注意ください。

❶ セーフティネット対策
資金制度（融資）

4 号（突発災害）　
最近 1ヵ月及び最近 1ヵ月を含めた
今後 3ヵ月の売上前年比 20％減～
5 号（景況悪化）　
最近 3ヵ月の売上前年比 5％減～
融資限度額　5,000万円　
金利・保証料　０％
※ 町で認定を行います。

❷ 大規模経済危機等
対策資金（融資）

危機関連保証　
最近 1ヵ月及び最近 1ヵ月を含めた
今後 3ヵ月の売上前年比 15％減～
融資限度額　5,000万円　
金利・保証料　０％
※ 町で認定を行います。

❸ 経営環境変化・災害
対策資金（融資）

一般保証　最近 1ヵ月及び最近 1ヵ
月を含めた今後 3ヵ月の売上前年比
5％減～
融資限度額　5,000万円　
金利・保証料　０％

窓口　
・ 町地域産業推進課☎ 34-
2080（❶❷のみ）
・ 奈良県地域産業課金融支
援係☎ 0742-27-8807
上記のほか、県内金融機関・
県信用保証協会などでも問
い合わせができます。

資金繰りのため融資を受けたい

 持続化給付金（給付）
　中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者、医療
法人、農業法人、NPO法人、社会福祉
法人などで、売上が前年比で50％減～
※  Web上での申請を基本とし、完全
予約制の申請支援（必要情報の入力
など）を行う窓口を国が設置予定

給付額　法人 ：200万円
　　　　個人事業者：100万円
※ ただし、昨年 1年間の売上からの
減少分を上限

（4月 17日現在、制度の検討中）

窓口　中小企業金融・給付金
相談窓口☎0570-783183
（午前9時～午後5時）

コロナで売り上げが
半減した
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