
市民向け

状況 事業名 事業概要 問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症に関する

生活支援相談窓口
収入減少に対する給付，貸付金等の生活支援制度全般の相談

生活支援相談窓口

０８４－９２８－１２６６

生活困窮者自立支援法における

自立相談支援事業
複合的な課題を抱えて生活に困っている人に対する，自立に向けた包括的な支援の相談

福山市社会福祉協議会

生活困窮者自立支援センター

（福山市福祉事務所内）

０８４－９２８－１２４１

傷病手当（雇用保険）
失業保険の受給資格がある人が，病気やけがなどにより１５日以上続けて就労することが困難な場合，傷病手当

が支給

ハローワーク福山

０８４－９２３－８６０９

傷病手当金

①健康保険 ①加入している健康保険等の保険者

②国民健康保険

③後期高齢者医療制度

②保険年金課

０８４－９２８－１０５４

③保険年金課

０８４－９２８－１４１１

休業手当
使用者の判断で休業させる場合には，法に定める「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり，休

業手当（給与の６０％以上）の対象となる

福山労働基準監督署

０８４－９２３－０００５

休業手当を受け取れなかった
新型コロナウイルス感染症対応

休業支援金・給付金

休業手当を受け取れなかった中小企業の労働者に，平均賃金の８０％を支給する　１日当たり８，３５５円が

上限

適用対象期間２０２２年１月～６月まで　申請期間２０２２年９月３０日まで

適用対象期間２０２２年７月～９月まで　申請期間２０２２年１２月３１日まで

新型コロナウイルス感染症対応

休業支援金・給付金コールセンター

０１２０－２２１－２７６

収入減などにより住居を喪失またはその恐れがある 住居確保給付金
離職や，やむを得ない休業等による収入の減少などにより，住居を喪失またはその恐れがある人に対し，就職

活動することなどを条件に，一定期間，家賃相当額を支給

福山市社会福祉協議会

生活困窮者自立支援センター

（福山市福祉事務所内）

０８４－９２８－１２４１

収入減により，就学に係る費用負担が重い 学用品費等の援助（小中学生）
経済的に困っている人で，世帯の所得が教育委員会の定める基準以下と認められる人に対して，学用品費等，校

外活動費，修学旅行費，医療費（う歯などの学校病に限る。），学校給食費を支給

学事課

０８４－９２８－１１６９

配食サービスの拡充が必要
食の自立支援事業

（配食サービスの拡大）

本サービスが必要な事業対象者・要支援者・要介護者・障がい者に対するサービスの提供日数を週５食から週

７食へ拡大

高齢者支援課

０８４－９２８－１１８９

障がい福祉課

ＴＥＬ０８４－９２８－１２０８

ＦＡＸ０８４－９２８－１７３０

生活保護法による援助が必要 生活保護 他の制度を活用しても，なお生計の維持が困難な方に対し，最低限度の生活を保障し，自立を支援

生活福祉課

０８４－９２８－１２８０

又は，各支所保健福祉課

非課税世帯等に対する臨時特別給付金の手続きがした

い
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として給付金を支給

・対象世帯

①非課税世帯（6/1時点で，世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯）

②家計急変世帯（新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し，①と同様の事情にあると認められる世

帯）

※①②ともに次の場合には支給対象とならない

　ア　2021年（令和3年）12月10日時点で住民登録がない場合

　イ　課税者の扶養親族等のみからなる世帯の場合

　ウ　租税条約により住民税の免除を届け出ている方がいる場合

・給付額…1世帯当たり10万円

・申請方法

①の対象者は，市が送付するお知らせ（確認書または申請書）を返送

②の対象者は，市ＨＰに掲載の様式を郵送または電子申請

福祉総務課

福山市臨時特別給付金コールセンター

０８４－９２８－１２４０

新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援一覧

相

談
生活に困っているので，相談をしたい

給

付

・

手

当

な

ど

病気，離職，休業等で仕事が出来なくなった
感染又は感染の疑いがあり療養のため労務に服することができなかった場合で，給与の支払いがない場合，傷

病手当金を支給

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/seikatsufukushi/221005.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/seikatsufukushi/221005.html
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokennenkin/184861.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokennenkin/184861.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/seikatsufukushi/221005.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kosodate/174033.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/koreisha/188211.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/koreisha/188211.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/seikatsufukushi/12551.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/fukushisomu/247116.html


市民向け

状況 事業名 事業概要 問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援一覧

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯

分）

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で，食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯（ひ

とり親世帯）に対し，給付金を支給。

・対象者

①2022年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者

②公的年金給付等を受けていることにより2022年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者

③2022年4月分の児童扶養手当は受給していないが，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方と同じ水準となっている者

・給付額…児童1人当たり5万円

・申請方法

①の対象者は，申請不要

②③の対象者は，市ＨＰに掲載の様式を窓口または郵送

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯

以外分）

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で，食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯（ひ

とり親世帯以外）に対し，給付金を支給。

・対象者

①2022年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者であって，2022年度分の住民税均等割

が非課税である者

②①のほか，対象児童（18歳年度末までの子（障がい児については20歳未満）の養育者であって，次のいずれ

かに該当する者。

ア2022年度分の住民税均等割が非課税である者

イ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，2022年度分の住民税均等割が非課税である者と同

様の事情にあると認められる者

・給付額…児童1人当たり5万円

・申請方法

①の対象者は，申請不要

②の対象者は，市ＨＰに掲載の様式を窓口または郵送

生活福祉資金貸付制度（特例貸付）の再貸付が終了等

により特例貸付を利用できない世帯

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援

金

就労による自立を図るため，またそれが困難な場合には，円滑に生活保護の受給につなげるために支援金を支

給。

単身世帯6万，2人世帯8万，3人以上世帯１０万

支給期間：３か月間（再支給３か月）

申請期間：２０２２年１２月３１日まで

※収入・資産要件等あり

生活福祉課

０８４－９２８－１１７６

又は，各支所保健福祉課

母子父子寡婦福祉資金貸付 生活の安定を図るため，失業等一定の要件に該当する場合に，生活資金を貸付
ネウボラ推進課

０８４－９２８－１０５３

福山市奨学資金（大学生，短大生等），誠之奨

学金（高校生，高等専門学校生等）の貸与
経済的な理由で修学が困難であり，福山市奨学金審議会で認められた人に対し，奨学金を貸与

学事課

０８４－９２８－１１６９

低所得の子育て世帯に対する特別給付金の手続きがし

たい

ネウボラ推進課

０８４ー９２８－１０７０

貸

付
一時的な資金が必要

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/neuvola/265606.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/neuvola/265606.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/neuvola/266078.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/neuvola/266078.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/seikatsufukushi/229546.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/seikatsufukushi/229546.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/neuvola/234972.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kosodate/91197.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kosodate/91197.html
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状況 事業名 事業概要 問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援一覧

市民税の減免
失業や疾病などにより，収入が前年と比較し皆無又は著しく減少した場合で，個人市民税を納めることが著し

く困難であると認められる場合，収入減少割合で対象税額を減免

市民税課

０８４－９２８－１０２０

市税の徴収猶予
事業の廃止又は休止，事業における著しい損失，失業等により，一時に納付し，又は納入を行うことが困難で

ある場合，市税を徴収猶予

納税課

０８４－９２８－１０３０

介護保険料の減免

事業又は業務の休廃止，事業における著しい損失，休職，失業等により，世帯の主たる生計維持者の収入が前

年より３０％以上減少することが見込まれる場合，又は死亡，重篤な傷病を負った場合，保険料の一部又は全

部を減免

介護保険課

０８４－９２８－１１８０

介護保険料の徴収猶予
事業又は業務の休廃止，事業における著しい損失，休職，失業等により，納付すべき保険料を一度に納付するこ

とができないと認められる場合，保険料を徴収猶予

介護保険課

０８４－９２８－１１８０

国民健康保険税特例軽減 倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した場合，前年の給与所得をその３０／１００とみなして保険税を算定
保険年金課

０８４－９２８－１０５５

国民健康保険税減免（失業）
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職，国民健康保険税特例軽減の対象とならない場合，世帯の合計所得に応

じて保険税の一部を減免

保険年金課

０８４－９２８－１０５５

国民健康保険税減免

（ 事業の休廃止）
やむを得ない事情で事業を休廃止した場合，世帯の合計所得金額に応じて保険税の一部を減免

保険年金課

０８４－９２８－１０５５

国民健康保険税減免（新型コロナウイルス）

新型コロナウイルス感染症の影響により，次のいずれかに該当する世帯の国民健康保険税を減免

A．新型コロナウイルス感染症により，世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

B．新型コロナウイルス感染症の影響により，世帯の主たる生計維持者の収入が3割以上減少するなど条件を満

たした世帯

保険年金課

０８４－９２８－１０５５

国民健康保険税の徴収猶予
事業の廃止又は休止，事業における著しい損失，失業等により，一時に納付し，又は納入を行うことが困難で

ある場合，保険税を徴収猶予

保険年金課

０８４－９２８－１０５６

国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予
生活が一時的に著しく困難となり，一部負担金の支払が困難な場合，国民健康保険の一部負担金を免除及び徴

収猶予

保険年金課

０８４－９２８－１０５４

後期高齢者医療保険料減免（収入減少等）
世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合，又は世帯の主たる生計維持者の2021年中の収入

が2020年中に比べて3割以上の減少が見込まれるなど一定の要件を満たす場合，保険料を減免

保険年金課

０８４－９２８－１４１１

後期高齢者医療保険料の減免

（失業・事業の休廃止）
失業，長期休業，疾病などにより著しく収入が減少した場合，保険料を減免

保険年金課

０８４－９２８－１４１１

後期高齢者医療保険料の徴収猶予
事業の休廃止，事業における著しい損失，失業等により，保険料を一度に納付できない場合，保険料を徴収猶

予

保険年金課

０８４－９２８－１４１１

後期高齢者医療保険料の一部負担金の減免 失業，長期休業，疾病などにより著しく収入が減少した場合，一部負担金を減免
保険年金課

０８４－９２８－１４１１

国民年金保険料の

免除（コロナ）

免除・納付猶予

水道料金・下水道使用料の分納等 生活困窮を原因とした料金未払いの場合，個別相談により分割納付や給水停止日を猶予
ふくやま上下水道料金センター

０８４－９２８－１５１４

集落排水処理施設使用料の分納等 経済的理由等で通常納期での納付が困難な場合，個別相談により分割納付等に対応。
農林整備課

０８４－９２８－１０３５

障がい福祉サービス等利用者負担の軽減
世帯の収入が事業又は業務の休廃止等により減少し，所得見込が前年の所得に比べて５割以下に減少した場

合，利用者負担を軽減

障がい福祉課

ＴＥＬ０８４－９２８－１２０８

ＦＡＸ０８４－９２８－１７３０

介護保険居宅介護サービス費及び介護予防サー

ビス費並びに第１号事業支給費の額の特例

事業又は業務の休廃止，事業における著しい損失，失業等により収入が著しく減少した場合，利用者負担分の

一部を軽減

介護保険課

０８４－９２８－１１６６

高齢者支援課

０８４－９２８－１１８９

養護老人ホーム月額費用徴収額の減免 収入の著しい減少や支出の著しい増加によって費用負担能力が著しく減少した場合，月額費用徴収額を減免
高齢者支援課

０８４－９２８－１０６５

保育所等保育料（保育所，認定こども園，地域

型保育事業）の減免
世帯の収入が保育料の算定年度に比べ，４割以上減少した場合に，保育料を減免

保育施設課

０８４－９２８－１０４７

福山市立福山高等学校授業料の免除・減免
生徒の保護者等が疾病，失業，その他の理由により収入が得られない又は著しく減少した場合，授業料を免除

又は減免

福山中・高等学校

０８４－９５１－５９７８

水道料金・下水道使用料の納付に困っている

税金などの納付に困っている

失業，事業の休廃止などにより，著しく収入が減少した場合，保険料を免除または納付猶予

保険年金課

０８４－９２８－１０５２

福山年金事務所

０８４－９２４－２１８１

福祉サービスなどの利用者負担分の納付に困っている

保育料，学費などの納付に困っている

減

免

な

ど

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/nozei/185008.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/193332.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokennenkin/524.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokennenkin/230715.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokennenkin/230715.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokennenkin/230715.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokennenkin/265067.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shogaifukushi/252152.html


市民向け

状況 事業名 事業概要 問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援一覧

小児慢性特定疾病医療費の支給認定世帯となっている
小児慢性特定疾病医療費助成制度に係る自己負

担上限月額の軽減
世帯の収入に著しい減少があった場合，自己負担上限月額を軽減

保健予防課

０８４－９２８－１１２７

自己の責めによらない理由により解雇された人など 緊急雇用対策事業
自己の責めによらない理由により解雇され離職した人や，雇用期間終了後に事業主の意思により契約更新され

なかった人などを対象として，福山市役所で勤務する会計年度任用職員を雇用。

人事課

０８４－９２８－１００９

ワクチン接種のためにタクシーや福祉タクシーで移動

する必要がある人

高齢者・障がい者の新型コロナワクチン接種

移動支援事業

ワクチン接種のため接種場所までタクシーや福祉タクシーで移動する必要がある人に，乗車１回につき1,000円

を上限に運賃を助成

対象者：(１)2023年4月1日までに75歳以上になる高齢者

　　　　(２)障がい者手帳（身体・療育・精神）を持っている人

※移動が可能な人はできる限りバスなどの公共交通機関や自家用車を使用してください。

(１)高齢者支援課

ＴＥＬ０８４－９２８－１０６５

ＦＡＸ０８４－９２８－７８１１

(２)障がい福祉課

ＴＥＬ０８４－９２８－１０６２

ＦＡＸ０８４－９２８－１７３０

住宅の退去を余儀なくされた方 市営住宅の提供 感染症の影響による解雇等により住居の退去を余儀なくされた方に，市営住宅を仮住居として有償提供
住宅課

０８４－９２８－１１０１

外国人市民で帰国が困難になっているなど 外国人帰国困難者の在留期間延長等 感染症の影響による在留期間等の更新・変更
広島出入国在留管理局福山出張所

０８４－９７３－８０９０

2022年（令和4年）10月1日更新

そ

の

他
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https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jinji/194648.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/koreisha/224620.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/koreisha/224620.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jutaku/187601.html
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00154.html

