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新型コロナウイルス感染症に関する

支援制度一覧

支援制度
生活福祉資
金貸付制度

ニ

ュ

内容

問い合わせ先

1緊急小口 ▼対象 休業などにより、収入が減少した世帯。
▼金額 原則、10万円。条件により最大20万円。
資金
▼対象 失業などにより、収入が減少した世帯。
2総合支援 ▼金額（月額） 単身世帯＝最大15万円、2人以上の世帯＝最大
20万円。貸し付け条件あり。
資金
▼期間 原則、3カ月以内。

ー

個人向け

NEW

3新型コロナウイルス
感染症生活困窮者
自立支援金
ID

（7月14日現在）

1027314

問市社会福祉協議会
☎(636)1215

▼対象 12の特例貸し付けが終了、
または利用できない世帯。
支給には収入・資産・就労活動などの条件があります。
▼金額
（月額） 単身世帯＝6万円、2人世帯＝8万円、3人以上の
問宇都宮市自立支援金
世帯＝10万円。支給条件あり。
コールセンター
▼支給期間 最大3カ月。
☎(632)5360
▼申請期限 8月31日
（必着）
。
▼その他 申請方法など、詳しくは、市 をご覧になるか、宇都
宮市自立支援金コールセンターへ。
申請により、
税金などの納付を猶予または減免となる場合があります。
詳しくは、
各問い合わせ先へご確認ください。
制度の種類

税金・負担金などの
納付猶予や減免

ID

1023257

9月末まで延長
新型コロナウイルス
感染症対策特別資金
ID

1023114

問い合わせ先

市税
（納付猶予）

国民健康保険税
（納付猶予・減免）
後期高齢者医療保険料
（納付猶予・減免）
介護保険料
（納付猶予・減免）
保育費扶養者負担金
（納付猶予・減免）
水道料金・下水道使用料
（納付猶予）

納税課☎(632)2192

保険年金課☎(632)2323
保険年金課☎(632)2333
高齢福祉課☎(632)2907
保育課☎(632)2393

サービスセンター☎(633)3189

▼対象 最近１カ月間の売上高などが、前年または前々年同月
比で3％以上減少している事業者。
▼金額 1企業1年度当たり最大3,000万円。

事業者向け

▼対象 国・県の給付対象とならない、令和3年4月または5月
の売上高が、前年または前々年同月比で20％以上50％未満
宮の事業者支援金
減少している事業者。
▼金額 中小法人など＝10万円、個人事業者など＝5万円。
（宇都宮市版地域
（消印有効）
。
企業応援一時金） ▼申請期限 9月30日
▼その他 申請方法など、詳しくは、市 をご覧になるか、宮の
ID 1027360
事業者支援金専用コールセンターへ。

NEW
宮の事業者
感染症対策補助金
ID

1027413

▼対象 県の
「地域企業感染症対策支援補助金」
「地域企業感
染症対策施設等支援補助金」
「宿泊事業者感染症対策支援補
助金」
の対象経費の下限額を下回る、感染症予防対策を行う事
業者。
▼その他 対象経費や補助金額、申請方法など、詳しくは、市
をご覧ください。

問商工振興課
☎(632)2438

問宮の事業者支援金
専用コールセンター
☎(632)5276
平日、午前9時〜午後5
時

※専用のコールセンター
を設置予定

最新情報 などはこちらから

市
（個人向け支援）
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市
宇都宮商工会議所
（事業者向け支援） （事業者向け支援）

県

厚生労働省

内閣官房
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新型コロナワクチン接種に関する情報
（7月14日現在）

▼ワクチン接種の順位・予約開始時期など 7月20日

に、12歳以上の市民の皆さんに接種券を発送しまし

厚生労働省

をご覧に

さい。なお、
ワクチン接種は任意です。

ターへ。

12～59歳の人

▼接種回数

予約開始時期

▲厚生労働省

ワクチン接種の予約や手続き

決 まり次 第 、市 や 予 約
WEBサイトなどでお知らせ

▼対応時間 午前8時30分～午後5時15分(土・日曜
日、祝休日を含む毎日)。

ェ

ブ

間隔を空けて2回接種
（ファイザー社製

4週間の間隔）
。2回とも同じ会場で、同じワクチンを
接種する必要があります。

無料
（全額公費）
。

▼接種会場・予約方法

▲市

予約受付中

ワクチンは3週間の間隔、モデルナ社製ワクチンは

▼接種費用

ナワクチン接種コールセン

宇都宮市新型コロナ
ワクチン接種コールセンター

ウ

下の表の通り。

、

URL1

なるか、宇都宮市新型コロ

ワクチン接種の順位
65歳以上の人
高齢者施設などの従事者
基礎疾患がある人
60～64歳の人
教職員・保育士など、
居宅サービス事業従事者

1026339

▼その他 詳しくは、
接種券に同封の案内または市

た。接種券が届いていない人は、宇都宮市新型コロ
ナワクチン接種コールセンターへお問い合わせくだ

ID

☎0570(001)448
接種後の副反応など、専門的な相談

栃木県受診・ワクチン相談センター

☎0570(052)092

▼対応時間 24時間(土・日曜日、
祝休日を含む毎日)。

＼接種には接種券が必要です／

新型コロナワクチン接種会場・予約方法

ワクチン

接種方法
（会場）

ファイザー社製

個別接種

（市内医療機関）

集団接種

（地区市民センターなど）

1027032

▲市

予約方法
予約WEBサイトURL2に必要事項を入力するか、電話
で、宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンター
☎0570(001)448へ。
1回目と2回目の予約を同時に取ることができます。 ▲予約WEBサイト
問宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンター☎0570(001)
448
▼対応時間 午前8時30分～午後5時15分(土・日曜日、祝休日
を含む毎日)。

モデルナ社製

県 URL3の
「予約サイト」
に必要事項を入力。2回目
の接種は、原則1回目の接種の4週間後の同じ時間帯
での予約となり、接種会場内で、予約を行います。
大規模接種
なお、電話での予約受け付けは行っていませんの
▲県
（とちぎワクチン接種
で、
ご注意ください。
センター
「とちぎ健康の森」
）
問栃木県ワクチン接種会場コールセンター☎0570(003)234
▼対応時間 午前9時～午後5時(土・日曜日、祝休日を含む毎日)。

大規模接種

(自衛隊東京大規模
接種センター)
URL1
URL3
URL4

ID

「東京センターで予約する」
に必要
自衛隊 URL4の
事項を入力するか、電話で、
自衛隊東京大規模接種セ
ンター☎0570(056)730へ。
▲自衛隊
問自衛隊東京大規模接種センター☎0570(056)730
▼対応時間 午前7時～午後9時 (土・日曜日、
祝休日を含む毎日)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
URL2
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/r3dakibosessyu.html
https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/2020/covid/center.html

https://utsunomiya.hbf-rsv.jp
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意

要注

変異株

新型コロナウイルス

今、インド由来のデルタ株に注意が必要です

基本的な感染防止対策を徹底しましょう！

8 月はお盆など、人の流れが増加する時期です。
市内においても、全国と同様に新型コロナウイ
ルス感染症患者が急増し、変異株の影響もあり、 人の流れが増加することにより、急速に感染が拡
大する恐れがあります。改めて、基本的な感染防
特に若年層の感染者の割合が高くなっています。
変異株は、感染力が強く、0 歳児から高齢者まで、 止対策を徹底し、感染拡大を防ぎましょう。
幅広く感染するなどの傾向がみられます。
感染防止対策のポイント
また、県外などの感染流行地域へ通勤、通学、
▼マスク着用、手洗いを徹底し、密を徹底的
出張、旅行の際に感染し、本市に戻る際に持ち込
に避け、不要不急の外出を控えましょう。
まれることが多く、その後、知人や同僚、家族な
▼県外などの感染流行地域への不要不急の移
どに感染が広がるケースがみられます。
動・外出は避けましょう。
その他、市内では、5 ～ 6 月に 5 件のクラスター
▼
体調の把握ができない・普段交流のない人
が発生し、主な原因は次の事例が挙げられます。
同士の集まりは控えましょう。
▼事業所 換気の悪い密閉の休憩室や喫煙所での
▼大人数や長時間の飲食、マスク無しでの会
マスク無しの会話。
話に十分注意しましょう。
▼飲食店 換気の悪い密閉空間での大人数や長時
▼体調が悪い場合には迷わず仕事を休み、休
間の会食、マスク無しでの会話・カラオケ。
ませましょう。
▼保育施設 発症後の勤務。

新型コロナワクチンに関するQ&A
アンド

Q

集団接種でも、ワクチンを接種するため
には予約が必要なの？

Q

個別接種で１回目のワクチン接種を受け
たけど、集団接種は受けられるの？

ワクチンを接種するときには、集団接種も
集団接種は、
１回目の予約をしていない人
A 個別接種も、
A
必ず事前の予約が必要です。
が対象となります。
１回目の接種で市内医療
県や国の大規模接種会場での接種にも予
約が必要です。

Q

市の個別接種・集団接種の予約に空きが
ない場合、
どうすればいいの？

機関の個別接種を予約した人は、
２回目の接
種も同じ医療機関を予約してください。

Q

ワクチン接種を希望しているのですが、
副反応が心配です。どうしたらいいの？

公開時期
接種後は一定の割合で、注射した部分の
A は、予約枠は順次公開しています。
A 痛み、
決まり次第、市 や予約WEBサイトなど
頭痛、発熱などの副反応が発生します
でお知らせします。
なお、国や県の大規模接種会場を希望す
る場合は、それぞれのホームページをご覧く
ださい
（2ページ参照）
。

不審な電話やメールにご注意を
新型コロナワクチン接種に便乗した詐欺が多く発生して
います。国や自治体が、ワクチン接種のために金銭や個人
情報を電話やメールなどで求めることはありません。
怪しい電話などには反応せず、少しでもおかしいと感じ
たら、消費生活センター☎ (616)1547 へご相談ください。

3

が、大部分は数日以内に回復しています。
接種に不安がある場合は、かかりつけ医
または栃木県受診・ワクチン相談センター☎
0570(052)092にご相談ください。

最新情報などはこちらから
お問い合わせの多い質問などは、
市 にまとめている他、とちぎテ
レビのデータ放送などでもお知ら
せしています。

ID

1027019

▲市

本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝ホームページ、 ＝Ｅメールアドレス、 ＝地区市
民センター、 ＝出張所、 ＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。
ID

1000000 各番号を市

のトップページで入力すると関連ページが見られます

