
熊本県議会議員　城戸あつし　県政報告
「新型コロナウイルス感染症対策」緊急号

　４月１６日、政府は緊急事態宣言の対象区域を全国
に拡大しました。本県におきましても、連日感染者が
報告され、厳しい状況が続いております。
　４月２１日、県議会は臨時議会を招集。蒲島知事は、
県内の遊興施設などに対して休業要請を行うと同時に
県独自の支援策を実施することを表明しました。
　そこで今回は、「緊急号」として国や県が実施する給
付金や助成金などの支援策をまとめました。
　制約の多い中ですが、正しく恐れながら、今できる
ことを着実に実行し、この危機を一丸となって乗り越
えるべく、私も県政に情熱を注いで参る所存です。
　玉名市内の事業者の皆様、そして玉名市民の皆様に
おかれましては、これからも、ご理解とご協力のほど
心よりお願い申し上げます。

熊本県議会議員　城戸 淳

玉名商工会議所は、玉名市内の飲食業、宿泊業、食品販
売業などの事業主を支援するため「お持ち帰りメニュー」
や「出前メニュー」をホームページに掲載しています。
そこで今回は、紹介されているお店を掲載いたします。

玉名商工会議所では、深刻な状況で工夫を重ねる飲食業・宿泊業・食品販売業
などの皆様からテイクアウト・デリバリーメニューのPRを募集しています。
玉名市内のお店ならどなたでもお申し込みできます。ぜひ、ご活用ください。
玉名商工会議所 電話 0968-72-3106 FAX 0968-72-3110 ( 担当・山名 )

テイクアウト・デリバリーのできるお店マップ

一心会館タンポポ堂
☞築地小岱１５１２－７７
☎７４－３５７７
●マンガ風ソフト（紅白） ４００円
●マンガ風ソフト（モノクロ）４００円
●コーヒー　　　 　　３００円

玉寿司
☞築地２２１－２
☎７３－５７８９
●■にぎり寿司盛合せ 　９００円～
●■丼もの（ちらし・鉄火・穴子）９００円～
●■とり唐・牛くし・穴子天 ７００円～

ＩＧＲｅＫ（イグレック）
☞玉名２６４‐２
☎７９－７４７７
●■チキン南蛮弁当 ５００円
●■ホットサンド　 ５００円
●■グリーンカレー ５００円

食と絵本の空間
「ラレーヌ・アリス」
☞寺田２１５
☎７４‐６６８８
●アリスのお弁当 １,０００円
●牛肉の追加       ５００円
●スープ           ４００円

馬刺専門　肥後精肉
☞寺田４１０－５
☎７３‐３３９５
●馬刺し ６００円～
●鉢盛り（ご予算に応じて）

観光ほっとプラザ たまララ
☞両迫間３０８（新玉名駅構内）
☎５７－９６６３
●お弁当　　 ３５０円～
●まんじゅう １９０円～

ダイニング Tanpopo
☞両迫間３０８（新玉名駅構内）
☎５７－９６６３（たまララ）
●ソフトクリーム ３３０円
●コーヒー　　　 ３３０円

味千ラーメン 天水店
☞天水町部田見１８３５－１
☎８２‐２９００
●■ラーメン各種　    ７２０円～
●■チャンポン・焼きそば ７３０円～
●■唐揚げ・餃子等   ４５０円～

寿し勝
☞天水町小天６９６１
☎８２‐２４２７
●■日替り弁当　       ５００円
●■すし盛合せ（５人前）５,０００円
●■鉢盛（５人前）１０,０００円

宝寿司
☞築地９０
☎７４－４３７７
●■寿司      ３,０００円～
●■鉢盛 　　 ５,０００円～
●唐揚類（鳥）  　５００円～

ファミリーレストラン大門
☞岱明町野口５３７－１
☎７４－４９５０
●唐揚げ弁当 　　　　５００円
●ハンバーグ弁当 　　　　６００円
●カットステーキ弁当 ７００円

ＭｕＳｔｙｌｅ（ムースタイル）
☞山田２０６１－１
☎７２－６６１１
●■お昼の弁当 　 ５００円～
●■お昼の丼もの　４５０円～
●夜：焼鳥、揚物、一品料理等 １５０円～

創作和食 ダイニング善
☞中１５９１－８
☎７４－２８９８
●お弁当 　       １,６００円～
●オードブル　         ５,０００円～
●お子様を含むオードブル３,８００円～

菊川商店 
☞中１８４７
☎７３－５５３５
●幕ノ内弁当 ５００円
■幕ノ内弁当 ６００円
●幕ノ内弁当 ３８０円

ワイン酒場 オーノ 
☞中１８２９－５　２Ｆ
☎７４－２５５０
●■オーノよる弁   １,５００円
●■おつまみセット １,２００円
●■オードブル盛合せ ３,０００円

カフェ シャルトン 
☞中１８２９－５
☎７４－２５５０
■週替ボリューム弁当 ５００円
■週替ヘルシー弁当 　５００円

中王ラーメン
☞中１９３６
☎７２－２７８０
●ラーメン　　　 ６００円
●からあげ　　　 ３８０円
●ホルモン煮込み ５００円

お弁当のかがし屋
☞中１９３５－１
☎７４－５００６
●お弁当（２０種以上）４００円～
●丼物（９種） 　　　　４８０円～
●こだわりの手作りカレー４５０円～

Coeur a Coeur
☞中１８２１－１
（カフェと美容室の複合施設）
●ワッフル（プレーン）  １５０円
●キャラメルチョコモカ ４８０円
●マンゴーオレンジ 　　５８０円

お好み焼き 甲子園
☞中１８２４－５
☎７２－４９２２
●■お好み焼　６３０円～
●■焼きそば　６００円～
●　ステーキ　８８０円～

CAFE HEART♥FULL
☞立願寺３０８－１
☎５７－８８１０
●ロコモコ丼   ５９０円
●日替わり弁当 ６００円～
●おつまみセット ８１０円～

おぢゃ屋
☞立願寺３１５－１
☎７３－５５５５
●焼きそば ５５０円
●ポテト　 ２００円
●からあげ ２５０円

ピッツェリア・ダ・ラーハ
☞亀甲１３４(ゆめタウン玉名内）

☎８２－８３３９
●マルゲリータ １,０００円
●フライドチキン  ３００円
●ピザパセット  ４,２００円

ミスターバーグ玉名店
☞亀甲１１０(カリーノ玉名内）

☎８２－８６３６
●バークビーフ弁当   ７５４円
●ビッグビーフ弁当   ９７０円
●焼きたてハンバーグ弁当 ６４６円

ホテルしらさぎ
☞岩崎７３０
☎７２－２１００
●■和・中オードブル４人前 ２,０００円
●■中華オードブル４人前  ２,０００円
（配達は別途５００円）

嶺敦 レイトン
☞亀甲９９－３
☎７３－４７８１
●■単品メニュー　５００円～
●■お弁当　　　　５００円～
●■はちもり　 ５,０００円～

寿し令和
☞繁根木３１６－１
☎７１－００１８
●■各種にぎりずし １,０００円～
●■各種定食　　　 １,０００円～
●■唐あげ・天ぷらなど ６５０円～

居酒屋 山かつ
☞繁根木１８６
☎７４－３０８０
●串盛り１０本セット １,２００円
●鶏の唐揚げ　       ５００円
●ホルモン焼き       ７００円

焼肉 金芳苑
☞秋丸２４４
☎７２－５０４０
●ロース、カルビなど ５００円
●焼きうどん　       ５００円
●生センマイ　       ５００円

金のわらじ
☞高瀬４７２
☎７４－２９６５
●焼き鳥          １９０円～
●店のメニュー全て ３５０円～

居酒屋 一喜
☞繁根木２８３－４
☎７４－４９６３
●鉢盛（5,000円・8,000円・10,000円）
●焼鳥、一品料理
●中華、揚げ物、ご飯、麺類など

菓舗 菊水堂
☞高瀬５２４－４
☎７３－２２２３
■長者饅頭　　　 １１５円～
■珈琲長者饅頭　１１５円～
■田原坂　　　　１１５円～

あいあい庵
☞大倉１４４６－１
☎７６－７０２２
●串団子　　　  　１０５円～
●万十　　　　　 　６５円～
●おまかせ串セット １,１５０円

酒のセザキ
☞繁根木５４１
☎７４－１０２１
●■生ビールサーバー貸出10Ｌ 6,800円
●■ワイン６本セット　　6,300円
（サーバー配達料別途５００円）

ほらふき亭 玉名亭
☞松木４２－９
☎７２－１５７７
●■がまだし弁当　　　５００円
●■お好み焼き三種玉　７００円
●■ホラ焼（モダン焼）７００円

食奏万琳
☞松木２３－９
☎７４－２２２１
●カツ丼　      ６５０円
●天丼　　      ６００円
●親子丼　      ５５０円

和酒 bar 酒楽
☞高瀬４５９
☎090-1167-4320
●■特製お好み焼 　  ６００円
●■上海風ヤキソバ　 ６００円
●■吉田屋の赤酒牛丼 ６００円

麺の小やま＆金のわらじ
コラボ企画

☞高瀬５３１－１
☎090-7922-0799
●■金のラーメン　        ７００円
●■カレー（小４００円 中６００円）
●■焼鳥丼（ミニ）　　 　 ５００円

※最新の情報は左
のＱＲコードから
ご確認ください。
（４月２３日現在）

恭栄堂 玉名店
☞大倉１４０７－８
☎７４－３８７７
●甘酒まんじゅう 　 ９１円
●いきなりだんご １１８円
●和菓子　　　   １０２円
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インド料理 ビヌス玉名店
☞高瀬１５５－１　２Ｆ
☎７２－０８８５
●チキンスープカレー ９８０円
●唐揚げカレー弁当　７００円
●チーズナン弁当　　８００円

く



新型コロナウイルス感染症にともなう支援策まとめ

個
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貸付
（かりる）

給付
（もらえる）

猶予
（支払延長）

離職等で住居を失った・失うおそれがある

子育て世帯で家計が大変

失業・収入減で大学等の授業料が支払えない

特別定額給付金
家賃実費支給 ３万３千円～４万３千円を給付
支給期間：原則３か月（最長９カ月）住居確保給付金

子育て世帯への
　　　臨時特別給付金

高等教育修学支援

→ 玉名市役所（給付金対策室）

玉名市役所（くらしサポート課）

厚生労働省「全国共通相談」ダイヤル

玉名市社会福祉協議会

日本学生支援機構

各電気・ガス・水道・電話等事業者

各金融機関

玉名市役所（子育て支援課）

玉名市役所（税務課納税対策室）

玉名年金事務所（国民年金課）

０９６８－７５－１４０６
8:30～ 17:15（土日祝除く）

０５７０－６６６－３０１
9:00～ 20:00（土日祝除く）

０５７０－７８３－１８３
9:00～ 19:00（土日祝含む）

０９６８－７５－１５０２
8:30～ 17:15（土日祝除く）

０９６８－７５－９０５０
8:30～ 17:15（土日祝除く）

０１２０－４６－１９９９　　9:00～ 21:00（土日祝含む）

０９６８－７５－１１２０
8:30～ 17:15（土日祝除く）

０９６８－７５－１１１５
8:30～ 17:15（土日祝除く）

０９６８－７４－１６３８
8:30～ 17:15（土日祝除く）

（２０２０年５月１日時点）

→
→
→

→
→
→
→

令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当の
受給者を対象に児童１人あたり１万円を支給

授業料減免＋返済の必要のない給付型奨学金

市民税・固定資産税等が支払えない

住宅ローンが支払えない

フリーランスで子どもがいる場合

従業員に子どもがいる場合

公共料金や電話料金が支払えない

国民年金保険料が支払えない

収入が大幅に減少（前年同期比概ね 20％以上の減少）した場合、
無利子かつ延滞金なしで 1年間徴税を猶予

国の基準で保険料の徴収猶予（期限等）を決定

支払期限を１～４カ月延長（いずれも事業者向けにも支払い猶予あり）

今後の利払い・返済スケジュールの変更について相談が可能

猶予
（支払延長）

持続化給付金

雇用調整助成金
（コロナ特例）

小学校休業等助成金

小学校休業等支援金

無利子・無担保融資
（借り換えも可）

マル経融資の金利引き下げ

セーフティネット保証（４・５号）
／危機関連保証

コロナの影響で前年比５％以上の売上減少
据え置き最大５年

小学校等休校で労働者が有給休暇取得の場合
１日あたり8,330円を上限に賃金相当額を助成

信用保証付き融資を限度額までご利用中の方に、
与信枠を大幅拡充／保証料・利子を減免（最大ゼロ金利）

小学校等休校で休業したフリーランス
１日あたり4,110 円（定額）を助成

前年比５％以上の売上減少で 
融資限度額：別枠 1000 万円

法人税や消費税などの納税が難しい

社会保険料が支払えない

法人税や消費税
基本的にすべての税

健康保険料や厚生年金
保険料が猶予

収入が前年同月比２０％以上減少した事業者は無担保かつ
延滞税なしで納税を猶予／固定資産税は軽減措置も

事業の休止や著しい損失があった場合に納付が猶予

→
→
→
→

→

→
→

厚生労働省 コールセンター ０１２０－６０－３９９９
9:00～ 21:00（土日祝含む）

経済産業省
中小企業 金融・給付金相談窓口

玉名商工会議所 ０９６８－７２－３１０６
8:30～ 17:15（土日祝除く）

０９６８－５７－０３２３
8:30～ 17:15（土日祝除く）

銀行や信用金庫などの各金融機関

玉名市商工会本所

玉名税務署

→

健康保険協会または組合・日本年金機構

０９６８－７２－２１２５
8:30～ 17:00（土日祝除く）

コロナの影響を受けているすべての方に 一律1人１０万円を給付

自粛などで業績が悪化（売上半減）

従業員に休んでもらう場合 休業等助成
助成率は、企業規模・雇用条件で変動

2020 年で特に厳しい月（1～ 12 月）の売上が前年同月比
50％減の場合、年換算した減収額を給付
上限：中小企業 200万円、個人事業主 100万円

資金繰りのため融資を受けたい貸付
（かりる）

収入が減って家計の維持が難しい ２人以上世帯は～月20万円、単身は～月15万円
措置期間：１年以内、償還期間：１０年以内
支給期間：原則３カ月

無利子
無保証

貸付条件　２０万円以内
措置期間：１年以内、償還期間：２年以内

緊急小口資金
（特例貸付）

総合支援資金
（特例貸付）

給付
（もらえる）

玉名・熊本の最新情報をより分かりやすく発信します。
城戸あつし「公式ライン」→https://lin.ee/14SvM9P9m

熊本県議会議員  城戸あつし LINE＠

［発行者］熊本県議会議員　城戸あつし

＜事務所＞〒865-0064 玉名市中 1675-１文仙館ビル 105 号・201 号 
TEL  0968(82)8051  FAX  0968(82)8071
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熊本県商工政策課
　　　休業要請協力金係

０９６－３３３－２８２８
9:00～ 19:00（土日祝含む）業績が悪化（売上３割～半減）

国の持続化給付金の対象外となる、売上が前年同
月比 3割～ 5割減少している事業主
上限：中小企業 20万円、個人事業主 10万円

休業要請に応じた事業主に一律 10 万円

→
県の休業協力要請に全面的に協力

事業継続支援金

休業要請協力金

熊本労働局職業対策課分室 ０９６－３１２－００８６
8:30～ 17:15（土日祝除く）


