
 

津市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱 

 

令和３年７月１日訓第４７号 

 

改正 令和３年８月２７日訓第５４号 

 令和３年９月２９日訓第５８号 

 令和３年１２月２２日訓第６７号 

 令和４年３月２９日訓第１８号 

令和４年６月３日訓第５９号 

令和４年８月３１日訓第７７号 

令和４年９月３０日訓第８１号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイ

ルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機 

関に対して、人に感染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。） 

である感染症をいう。）の影響により生活に困窮する世帯を支援するため、

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領（令和３年６月１

１日付け社援発０６１１第７号厚生労働省社会・援護局長通知）に基づき、

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金（以下「自立支援金」とい

う。）を支給する事業（以下「事業」という。）を実施することに関し必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「常用就職」とは、雇用期間の定めがない又は６月

以上の雇用期間の定めがある雇用契約による就職をいう。 

２ この要綱において「職業訓練受講給付金」とは、職業訓練の実施等による

特定求職者の就職の支援に関する法律（平成２３年法律第４７号）第７条第

１項に規定する職業訓練受講給付金をいう。 

（支給対象者） 

第３条 支給対象者は、本市の区域内に住所を有する者又は本市の区域内に住

所を有しない者で市長が特に必要と認めるものであって、次の各号のいずれ

にも該当するもの（同種の自立支援金を既に他の都道府県、市（特別区を含

む。）又は福祉事務所を設置する町村から受けている者を除く。）とする。 



 

 ⑴ 次のいずれかに該当する者 

ア 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付におけ

る総合支援資金の再貸付（以下「再貸付」という。）を受けた者であっ

て、自立支援金の申請をした日（以下「申請日」という。）の属する月

の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来しているもの 

イ 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最

終借入月であるもの 

ウ 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前

に不決定となった者 

エ 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援

機関への相談等を行ったものの、支援の決定を受けることができず、申

請日以前に再貸付の申請をできなかった者 

オ 令和４年１月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都 

道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金（初回）

の特例貸付（以下「初回貸付等」という。）をいずれも受けた者であっ 

て、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月（緊急 

小口資金にあっては、借入月）が到来しているもの（アからエまでに規 

定する者及び現に再貸付を申請し、又は利用している者を除く。） 

カ 令和４年１月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初

回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初

回貸付等の最終借入月（緊急小口資金にあっては、借入月）であるもの 

（アからエまでに規定する者及び現に再貸付を申請している者を除く。） 

 ⑵ 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持して

いる者 

⑶ 申請日の属する月における支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯 

に属する者（以下「支給対象者等」という。）の収入の合計額が、収入額

（３１５，０００円に支給対象者と同一の世帯に属する者の数に１を加え 

た数を乗じて得た額（支給対象者が支給対象者と同一の世帯に属する者を 

有する場合には、当該額に１８９，０００円を加算した額）に給与所得控 

除額を加えて得た額（当該額に１，０００円未満の端数があるときは、こ 

れを切り捨てた額））を１２で除して得た額（当該額に１，０００円未満 

の端数があるときは、これを１，０００円に切り上げた額。以下「基準額」 

という。）に生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５



 

８号）による住宅扶助基準に基づく額（以下「住宅扶助基準に基づく額」

という。）を合算した額以下である者 

 ⑷ 申請日における支給対象者等の所有する金融資産の合計額が、基準額に

６を乗じて得た額（当該額が１００万円を超える場合は、１００万円）以

下である者 (ア) 

 ⑸ 次のいずれかに該当する者 

  ア 公共職業安定所、職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第４条第

８項に規定する特定地方公共団体又は同条第９項に規定する職業紹介事

業者で地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者（以下「公

共職業安定所等」という。）に求職の申込みをし、常用就職による就職

を目指し、次に掲げる求職活動を行う者 

   (ア) 月１回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける求職活動 

   (イ) 月２回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける求職活動 

   (ウ) 原則週１回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける求 

職活動 

  イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にある

者 

 ⑹ 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していない者 

 ⑺ 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていな

い者 

 ⑻ 支給対象者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）でない者 

 （求職活動等要件） 

第４条 支給対象者は、自立支援金を受給している期間において、常用就職を 

するために、前条第５号ア (ア)から (ウ)までに掲げる求職活動を行うものとする。

ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われてい 

ない間については、この限りでない。 

 （自立支援金の支給等） 

第５条 本市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、自立支

援金を支給する。 

２ 前項の規定により支給対象者に対して支給する自立支援金は、１月ごとに 

支給し、その支給額は、次の各号に掲げる支給対象者等の人数に応じ、それ 



 

ぞれ当該各号に定める金額とする。 

 ⑴ １人 ６万円 

 ⑵ ２人 ８万円 

 ⑶ ３人以上 １０万円 

（支給期間） 

第６条 自立支援金の支給期間は、３月とする。 

 （自立支援金の申請受付開始日及び申請期限） 

第７条 自立支援金に係る申請受付開始日は、令和３年７月２日とする。 

２ 申請期限は、令和４年１２月３１日とする。 

（自立支援金の申請及び支給の方式） 

第８条 自立支援金の支給を受けようとする支給対象者（以下「申請者」とい

う。）は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書（以

下「自立支援金申請書」という。）及び新型コロナウイルス感染症生活困窮

者自立支援金申請時確認書（以下「自立支援金確認書」という。）に次に掲

げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 住民票の写し（住民基本台帳により住所が確認できる場合にあっては、

運転免許証、マイナンバーカード等の写し）（本市の区域内に住所を有す

る者に限る。） 

 ⑵ 再貸付に係る借用書の写しその他の第３条第１号に該当することを証す

る書類 

 ⑶ 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者（以下「申請者等」とい

う。）のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認で

きる書類の写し 

 ⑷ 申請者等の金融機関の通帳等の写し 

 ⑸ 生活保護の申請を行っていることを確認できる書類の写し（第３条第５

号イに該当する場合に限る。） 

⑹ 自立支援金の振込先の金融機関の通帳等の写し 

２ 第１３条の２の再支給の申請者は、前項の規定にかかわらず、新型コロナ

ウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書及び新型コロナウイルス

感染症生活困窮者自立支援金（再支給）確認書に加え、同項各号に掲げる書

類のうち市長が支給要件を確認する上で必要と認める書類を添えて市長に提

出しなければならない。 

 （公共職業安定所等への求職申込み等） 



 

第９条 市長は、申請者が公共職業安定所等への求職の申込みを行っていない

ときは、当該申込みを行うよう求めるものとする。ただし、当該申請者が生

活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この

限りでない。 

 （審査及び支給決定等） 

第１０条 市長は、申請者から提出された自立支援金申請書及び添付書類に基 

づき、自立支援金の支給の可否を審査するものとする。 

２ 市長は、前項の審査を行い、自立支援金の支給を決定した場合は新型コロ 

ナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書（以下「決定通知書」 

という。）を、支援金の不支給を決定した場合は不支給の理由を明記して新 

型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給通知書を当該申請者に 

交付するものとする。 

３ 市長は、決定通知書を交付する際、自立支援金の支給を決定した者（以下 

「受給者」という。）に対して、求職活動等状況報告書、公共職業安定所等 

における職業相談確認票（新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金） 

及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用求職活動状況報告

書を交付し、求職活動等の報告を求めるものとする。 

 （支給方法） 

第１１条 自立支援金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座へ振り

込むことにより行うものとする。 

 （常用就職及び就労収入の報告） 

第１２条 受給者は、常用就職したときは、常用就職届を市長に提出するもの

とする。 

２ 前項の規定による届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月１ 

回、収入額が確認できる書類の提出をすることにより、市長に就労収入の報

告をするものとする。 

 （支給の中止） 

第１３条 市長は、受給者が第４条に該当していないことが判明したときは、 

原則として、当該事実を確認した日の属する月から自立支援金の支給を中止

するものとする。 

２ 市長は、受給者が常用就職をし、当該常用就職に伴い当該受給者の収入額 

が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えるときは、原則と 

して、当該収入額が得られた月から自立支援金の支給を中止するものとする。 



 

３ 市長は、受給者が虚偽の申請等により、不正に自立支援金を受給している 

ことが明らかになったときは、直ちに自立支援金の支給を中止するものとす 

る。 

４ 市長は、受給者が禁錮刑以上の刑に処されたときは、直ちに自立支援金の 

支給を中止するものとする。 

５ 市長は、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した 

ときは、直ちに自立支援金の支給を中止するものとする。 

６ 市長は、受給者が生活保護費を受給したときは、自立支援金の支給を中止 

するものとする。 

７ 市長は、受給者が職業訓練受講給付金を受給したときは、自立支援金の支 

給を中止するものとする。 

８ 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申

請を行ったことが明らかになったときは、直ちに自立支援金の支給を中止す

るものとする。 

９ 市長は、前各項に定めるもののほか、受給者の死亡等の自立支援金を支給 

することができない事情が生じたときは、自立支援金の支給を中止するもの 

とする。 

10 市長は、前各項の規定により自立支援金の支給を中止したときは、受給者

に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書に

より通知するものとする。 

 （再支給） 

第１３条の２ 市長は、自立支援金の受給期間が終了した受給者から、第７条

第２項の申請期限までに再支給の申請があった場合において、第３条第２号

から第８号までのいずれにも該当するときは、一度に限り、第５条第２項の

支給額及び第６条の支給期間により再支給することができるものとする。た

だし、従前の受給中に前条各項（第２項、第６項及び第７項を除く。）に該

当し、支給が中止になった場合又は正当な理由なく第３条第５号に関する報

告等を怠った場合は、再支給することができない。 

 （不当利得の返還） 

第１４条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を

受けたときは、当該受給者に対し、支給を行った自立支援金の返還を求める

ものとする。 

 （受給権の譲渡又は担保の禁止） 



 

第１５条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供しては

ならない。 

 （関係機関との連携） 

第１６条 市長は、自立支援金の支給決定のために特に必要と認めるときは、

自立支援金確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関

等に対し、支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。 

２ 市長は、受給者等の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及び社

会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、事業の円滑な実施

及び自立支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。 

 （帳票等の様式） 

第１７条 この要綱に規定する帳票等の様式は、別に定めるところによるもの

とする。 

 （委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

１ この訓は、令和３年７月１日から施行する。 

２ コロナ禍における物価高騰等に伴う経済情勢の変化に鑑み、当分の間、第

３条第５号ア (イ)及び (ウ)の規定の適用については、同号ア (イ)中「２回以上」と

あるのは「１回以上」と、同号ア (ウ)中「週１回以上」とあるのは「月１回以

上」とする。 

   附 則（令和３年８月２７日訓第５４号） 

 この訓は、令和３年８月３１日から施行する。 

   附 則（令和３年９月２９日訓第５８号） 

 この訓は、令和３年９月３０日から施行し、改正後の第８条の規定は、同月

２１日から適用する。 

   附 則（令和３年１２月２２日訓第６７号） 

 この訓は、令和３年１２月２２日から施行し、改正後の津市新型コロナウイ

ルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定は、同年１１月３０

日から適用する。 

   附 則（令和４年３月２９日訓第１８号） 

この訓は、令和４年３月３１日から施行する。 

附 則（令和４年６月３日訓第５９号） 

この訓は、令和４年６月１０日から施行し、改正後の附則第２項の規定は、



 

同年４月２６日から適用する。 

附 則（令和４年８月３１日訓第７７号） 

この訓は、令和４年８月３１日から施行する。 

附 則（令和４年９月３０日訓第８１号） 

この訓は、令和４年９月３０日から施行する。 


