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衆議院議員

!!
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新型コロナウイルスが日本で猛威を振るい、一年以上の月日が経ちまし

た。先が見えない日々、生活や事業においてさまざまな苦しさに直面され
ておられる方も多いことでしょう。
そんな中、ようやくワクチンが開発されました。日本政府は、海外で高い発
症予防効果が認められたワクチンを購入し、これから国内での接種を進

めてまいります。私は自民党の「新型コロナ・ワクチン対策プロジェクト
チーム」の委員に指名され、政府に提言書を提出しました。1億２千万人を

対象としたワクチン接種は壮大なプロジェクトとなりますが、できる限り
速やかにワクチンを行きわたらせ、
幸せな日常を取り戻したいと思います。
今号のおにき誠新聞では、ワクチンに関する皆様のご疑問にお答えすると
同時に、さまざまな支援策についてご案内させていただきます。皆様が
明るい希望の春を迎えることができるよう、引き続きコロナ対策に全力で
取り組んでまいります。

衆議院議員

今も、今を乗り越えたその先も。おにき誠があなたの暮らしを支えます！
中小企業を支えます

そ れ ぞ れ の「 困 っ た 」に 、手 の 届 く 支 援 を 。

新型コロナ感染症拡大防止対策による飲食店の時短営業
や外出・移動の自粛等で売上が減少したお店を支えるた
め、国と市の新しい支援制度が始まります。

国 中小企業一時金
飲食店の時短営業などの影響により売上の減少した飲食店と
取引がある中小企業者、
または緊急事態宣言の影響で売上が
50％以上減少した事業者への一時金として、個人事業者に
最大30万円・法人最大60万円の支援金を給付
申請開始：令和3年3月上旬

電子申請開始予定

問い合わせ先：中小企業庁 長官官房 総務課
☎03-3501-1768
福岡市・売上が減少した事業者への支援
国や県の一時金等の対象とならない事業者に対し、個人事
業者は10万円、法人は15万円を上限に支援
対象事業者：
○飲食店と取引がある事業者等、国の一時金の対象業種で売上
が30%以上50%未満減少した事業者（50%以上減少した事業
者は国が支援）
○国や県の支援対象とならない業種で売上が50%以上減少した
事業者

申請開始：令和3年3月中旬頃予定
支給開始：令和3年3月下旬頃予定

経済支援策コールセンター
（売上が減少した事業者への支援）
平日10:00〜17:00
☎090-8730-6099 または ☎090-8730-6958

働く人を支えます

期間延長
対象拡大！

新型コロナの影響により休業させられた中小企業の労働者
の方、
大企業でシフト制、
日々雇用、
登録型派遣として働き、
働き先から休業手当の支払を受けることができなかった方
への休業支援金・給付金が期間を延長して支援されます

支給金額：休業前賃金の8割
（日額上限11,000円）
大企業にお勤めの一定の非正規雇用労働者の皆さん
対象となる休業期間：令和2年4〜6月
（6割）
令和3年1月8日以降
（8割）
申請受付：2月中下旬を予定
中小企業にお勤めの皆さん

休 業した 期 間＝ 令和2年10月 〜12月
申請締め切り日＝ 令和3年 3月 31日
（水）
休 業した 期 間＝ 令和3年 1月 〜2月
申請締め切り日＝ 令和3年 5月 31日
（月）
※シフト制の方や短時間休業の方も対象になります！
※日々雇用やシフト制の方も実態として更新が常態化している場合、
労使の認識が一致していれば支援金・給付金の対象になります
※制度を利用することによって、事業者の方に負担が発生することは
ありません

詳しくは…
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
月〜金 8:30〜20:00 ／土日祝 8:30〜17:15
☎０１２０−２２１−２７６
厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金ホームページ

Ｑ4 どのような副反応
（副作用）がありえますか？
A4 副反応は一過性であり、
臨床試験では、接

ワクチン
Ｑ1 ワクチンにはどんな効果があるのですか？
A1 臨床試験では高い発症予防効果が認めら

れています。
ワクチン接種が世界で一番進んで
いるイスラエルでは、
ワクチンによりコロナ感染
者や重症例の減少が確認されています。重症者
が減れば、高リスクの方の命を守ることができ
ます。病院のベッドにも余裕が出てくることで、
医療の逼迫状況が大きく改善されていきます。
Ｑ2 変異性ウイルスに対しても効果はありますか？
A2 一定のウイルスの変異に対しても、
ワクチ

ンの効果が認められています。

Ｑ3 どういうスケジュールで接種が進みますか？
A3 2月中旬から医療従事者の先行接種が始

種部の痛み、頭痛、寒気、筋肉痛などが報告され
ています。
ファイザー社のワクチンでは、
アナフィ
ラキシーショックと呼ばれるアレルギー反応は
100万人中11.1人と報告されています。
Ｑ5 副反応対策はどうなっていますか？
A5 接種前の問診でアレルギーの既往歴がな

いか等、
リスクの高さを確認します。
ワクチン接
種後は15〜30分待機していただき、医師による
経過観察を行います。
Ｑ6 私は医療従事者ですが、
必ず接種しないと
いけませんか？
A6 優先接種を含め、
ワクチンの接種は全て希
望する方のみとなっています。
強制はありません。

【新型コロナワクチン相談窓口】

まります。続いて、高齢者 基礎疾患を有する者
高齢者施設等の従事者 60〜64歳の方、
の
順番で優先接種されます。

家賃費用を支援します

（9:00〜21:00）
☎０１２０７６１ー７７０

おにき誠の働きかけにより、
令和3年1月1日より期間延長を実現！

経済的に困窮し，住まいを失った・もしくは失うお 【福岡市生活自立支援センター】
それのある方に対し，家賃相当分の給付金を支給
☎0120-17-3456
し，住宅の確保と就職に向けた支援を行います。
お
☎092-732-1188
にき誠が皆さまのご要望を元に政府に働きかけ、
令
和3年１月1日から，特例により、令和２年度中に新 【福岡市生活自立支援センター分室】
（平日9:00-17:00）
☎0120-20-0607
規申請をした方については最大9 ヶ月から12 ヶ月
まで受給することが可能となりました。
検索
福岡市 住居確保給付金
※受給には３ヶ月ごとに申請が必要です（延長・再延長・再々延長）

（南区・中央区・城南区）
区
選出
福岡2
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■昭和47年10月 福岡市生まれ
■田島小学校（城南区）卒
■当仁中学校（中央区）卒
■ラ・サール高校（鹿児島）卒
■九州大学法学部卒
（現西日本シティ銀行）
■平成 7 〜 14 年 西日本銀行
渡辺通支店〜大名支店
■平成 15 〜 24 年 福岡県議会議員（3期10年）
■平成 24 年 12 月 衆議院議員に初当選
■平成 26 年 12 月 衆議院議員再選（2期目）
■平成 27 年 10 月 環境大臣政務官
■平成 28 年 10 月 自民党税制調査会幹事
■平成 29 年 10 月 衆議院議員再選（3期目）

現在の主な役職
衆議院

経済産業委員会（理事）
財務金融委員会
倫理選挙特別委員会
（理事）
憲法審査会

自民党

厚生労働部会
（部会長代理）
社会保障制度調査会
（幹事）
総合エネルギー戦略調査会（事務局次長）
新型コロナウィルスに関するワクチン対策PT委員

議員連盟

自民党LPG対策議員連盟
（事務局長）
日本会議国会議員懇談会
（事務局次長）
国連ハビタット議員連盟
（事務局長）
旅館・ホテルの未来研究会（会長）
警備業の更なる発展を応援する議員連盟（事務局長）
動物愛護議員連盟
（事務局次長）

※受給には各種条件があります。詳しくは右記にお問い合
わせください。

生活が厳しい方に、
生活費を支援します!!
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や
失業等により生活資金でお悩みの方に向けて、特
例貸付の再貸付が再交付が実施されることとなり
ました！
令和2年3月25日以降に緊急小口資金及び総合支
援資金の貸付が終了した世帯へ３ヶ月分の再貸付
（最大60万円・無利子）
を行います！

詳細な内容、
申請方法は以下へ

【福岡市社会福祉協議会生活福祉資金受付センター】
平日9:00〜17:00
（祝日を除く）
☎092-791-7266
厚労省 生活福祉資金の特例貸付制度
特設ページ

高齢者の方、
妊娠中の方のPCR検査費用を支援します！
高齢者の方

妊娠中の方

対

対

象

者：福岡市内に住む65歳以上
（検査日時点）
の方

象

者：市内の医療機関で分娩予定の妊婦
または福岡市内に住民票がある方

自己負担額：6,000円
（検査当日に医療機関でお支払い）

自己負担額：なし
（無料）

検 査 場 所：市内の実施医療機関

実 施 場 所：市内の分娩を取り扱う病院など

※検査を受ける場合は、事前に実施医療機関へお
問い合わせください。その際、福岡市の高齢者
PCR検査費用助成を希望であることをお伝えく
ださい。

※里帰り出産などで昨年10月20日から今年3月
31日までに市外の医療機関で自己負担の分娩
前ＰＣＲ検査を受けた方は、
申請を行うことで助
成
（償還払い）
を受けることができます。

注意事項
助成上限額 20,000円
◎氏名・住所・生年月日が確認できる公的証明書
（健康保険証･運転免許証等）
をお持ちください。
◎助成は実施期間中に1回限りです。診察等が必 【お問い合わせ・申請窓口】
要となった場合は別途費用が発生します。
お住まいの区の保健福祉センター
（保健所）
健康課
中央区 ☎092-761-7338
【福岡市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル】
南 区 ☎092-559-5119
城南区 ☎092-844-1071
☎092-711-4126

コロナでお困りの方へ
国や自治体の各種支援策や給付金について、
どん
な物があるかわからない、
どうやって使えばいいか
分からない。
そんなお悩みを持つ皆さまのために、
おにき誠事務所ではおにき誠本人とスタッフによる
ご相談を受け付けています。昨年4月から今日ま
で、
お電話やメールでのご相談や
（感染予防に十分
気をつけながら）直 接お会いしてのご相 談を約
3,000件お受けして参りました。
感染拡大がいまだ収まらぬ 中、与党として今後も
皆さまの生活を守るために 必要な支援策を打ち出
してまいります。支援制度についてのご質問から個
別案件のご相談まで、
ご遠慮無く下記おにき誠事
務所までご連絡ください。
０９２−７０７−１９７２
makoto@onikidon.com

お気軽にご相談ください！
おにき誠公式
ホームページ

福岡市内の学生を支援します！
緊急事態宣言の再発令などにより、学生さんご本
問い合わせ先／申請条件などはこちら
人や保護者の方が経済的に非常に厳しい状況にあ 【福岡市 こども未来局 こども部 企画課】
る場合、一人あたり5万円の特別給付金が支給さ
☎092-711-4188
れることになりました!

プロフィール

衆議院議員

Facebook
ページ

おにき誠

後援会事務所

〒810-0014 福岡市中央区平尾2-3-15-2F
092-707-1972
092-707-1984
makoto@onikidon.com

