
（★）

• 働いている 会社が いくつか あるときは、 他の 会社で 休んだ 日も 一緒に 申請しなければなりません。

申請した 後で、 他の 会社の 申請を することは できません。

• あなたは 書類を 作りたいです。 でも、 事業主が 手伝って くれない場合は、 都道府県労働局が 事業主に

話をします。 話をしている間は 審査をすることが できません。 そのため、 お金を 渡すのが 遅くなります。

• 嘘をついて お金を もらったときは、 もらった お金の 3倍の 金額を、 働く人に 払ってもらうかもしれません。

申請に 関係した人も、 嘘をついていたときは、 働く人と 一緒に お金を 払ってもらったり、名前などを

ウェブサイトなどに 書いて 見せたりするかもしれません。

働く人や 事業主<会社など>の みなさんへ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

厚生労働省・都道府県労働局

■くわしい説明や 給付金Q&A、 書類の ダウンロードなど

厚生労働省の 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の ウェブサイトを 見て ください

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

■電話で 相談したいときは 厚生労働省コールセンターへ

厚生労働省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

電話 0120-221-276 月曜日から 金曜日まで 午前8時30分から 午後8時まで

土曜日、 日曜日、 祝日 午前8時30分から 午後5時15分まで

わからないとき

事業主や 働く人を

調べるときが

あります

お金を もらうことが できるか

できないかの 連絡が あります

その後、 銀行口座に お金が

入ります

事業主

働く人

事業主が 書類を

作ることを 手伝います

都道府県労働局にある

集中処理センターで 書類を

調べて、 お金を 渡すか どうか

決めます

都道府県労働局

（集中処理センター）

働く人

申請

しんがた かんせんしょうたいおうきゅうぎょうしえんきん きゅうふきん

こうせいろうどうしょう と どう ふ けんろうどうきょく

はたら ひと じ ぎょう ぬし かい しゃ

決まりについて
き

会社を 休む 前の 賃金<会社から もらう お金>の 80％の お金(1日で 高くても 11,000円)を、

休んだ 日の 数に 合わせて もらうことが できます。 次の ①・②の人は もらうことが できます。

① 中小企業<小さい 会社>で 働く人。 そして、2020年４月１日から ９月30日までの間で、

事業主に 言われて 休んだ人

② ①の 休業手当<お金です。 休んでいるとき 会社から もらいます>を もらっていない人

※ くわしいことは 厚生労働省の ウェブサイトにある 給付金Q&Aなどを見て ください。
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お金を もらうためにすること
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でん わ そう だん こう せい ろう どう しょう

な まえ


