新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急小口資金及び総合支援資金の
特例貸付の利用が終了された皆さまへ

新型コロナウイルスの影響で生活にお困りの方に対する

総合支援資金（再貸付）のご案内
緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の利用が終了した上で、
生活にお困りの場合、生活困窮者自立相談支援機関による支援とと
もに、総合支援資金の再貸付のお申込みができます。

■ 対象世帯
次の要件をいずれも満たす世帯
ア 令和３年11月末までの間に、緊急小口資金と総合支援資金の特例
貸付が両方とも終了していること
イ 再貸付の申請前に自立相談支援機関による支援を受けること
■ 貸付上限額
・ 複数人世帯の場合 20万円以内／月 × ３月以内
・ 単身世帯の場合

15万円以内／月 × ３月以内

■ 受付期間
・ 令和３年２月１９日（金）から令和３年11月末日まで受付
※申請前に自立相談支援機関の支援を受ける必要がありますので、
お早めにお住まいの市町の自立相談支援機関または市町社会
福祉協議会へご相談ください。
●再貸付には審査があります。審査の結果、貸付できない場合があります。
●現在、生活保護を受給している世帯は対象となりません。
●申込先は、現在お住まいの市町の社会福祉協議会となります。
●本状が届いても、対象世帯に該当しない場合があります。

お問合せ先
●一般的なお問合せは相談コールセンター

0120ｰ46ｰ1999 ※ 9:00～17:00（平日のみ）

●お申込みはお住まいの市町の自立相談支援機関へご相談の上、
市町の社会福祉協議会にお電話ください。

再貸付までの主な流れ
ステップ１
市町内の生活困窮者自立相談支援機関へご相談ください。
生活の状況等により、求職者支援訓練や生活保護のご案内をいたします。
ステップ２
市町内の社会福祉協議会へ再貸付の申請を行ってください。

総合支援資金の再貸付に関するＱ＆Ａ
Ｑ１ 総合支援資金の利用が初回３月で終了しているのですが、再貸付
の申請は可能ですか？
Ａ 可能です。
Ｑ２ 申請のために必要な書類はなんですか？
Ａ 再貸付の申込書、借用書、自立相談支援機関での相談時に作成
する状況確認シートの写しをご提出いただきます。
また、居住地や世帯に変更がある場合は住民票、振込口座を変
更する場合は通帳の写しが必要です。
その他、対象世帯の確認のため、既に借りている緊急小口資金と
総合支援資金の借用書等（入金が確認できる通帳、貸付決定通知
などでも可）をお持ちください。
なお、市町社会福祉協議会や自立相談支援機関において収入状
況の確認をさせていただくことがあります。
Ｑ３ お金はどれくらいの期間で振り込まれますか？
Ａ １回目の送金は、３月１５日(月)以降の毎週月曜日に、順次行い
ます（栃木県社会福祉協議会で申請書類を受理してから４週間程度かかる
見込み）。
２回目以降の送金についてはホームページでご案内します。なお、個別の審査結果や
送金予定日のお問合せはご遠慮いただきますようお願いいたします。また、決定通知等
の発送も送金日以降となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
（https://www.tochigikenshakyo.jp/syakyo/shingatacoronakashituke.html）

Ｑ４ 借り受けたお金の返済方法はどうなりますか？
Ａ 最終送金の１年後から返済開始となり、１０年間で返済していただ
きます。
なお、総合支援資金の再貸付についても「なお所得の減少が続く
住民税非課税世帯」が償還免除の対象となります（要件等は現在、
厚生労働省で検討中です）。

お住まいの市町の自立相談支援機関
居住地

相談窓口（自立相談支援機関名）

電話番号

宇都宮市

宇都宮市社会福祉協議会

028-612-6668

足利市

足利市社会福祉課

0284-20-2269

栃木市

栃木市社会福祉協議会

0282-51-7785

佐野市

佐野市社会福祉協議会

0283-22-8113

鹿沼市

鹿沼市社会福祉協議会

0289-63-2167

日光市

日光市社会福祉課

0288-25-3109

小山市

小山市福祉課

0285-22-9622

真岡市

真岡市社会福祉協議会

0285-82-8844

大田原市

大田原市社会福祉協議会

0287-23-1130

矢板市

矢板市社会福祉協議会

0287-44-3000

那須塩原市

那須塩原市社会福祉協議会

0287-37-6833

さくら市

さくら市社会福祉協議会

028-601-7123

那須烏山市

那須烏山市健康福祉課

0287-88-7115

下野市社会福祉協議会

0285-43-1236

下野市社会福祉課

0285-32-8901

益子町

益子町健康福祉課

0285-72-8866

茂木町

茂木町保健福祉課

0285-63-5631

市貝町

市貝町健康福祉課

0285-68-1113

芳賀町

芳賀町健康福祉課

028-677-1112

上三川町

上三川町健康福祉課

0285-56-9128

壬生町

壬生町健康福祉課

0282-81-1883

野木町

野木町総合サポートセンター

0280-33-6878

塩谷町

塩谷町保健福祉課

0287-45-1119

高根沢町

高根沢町健康福祉課

028-675-8105

那須町

那須町保健福祉課

0287-72-6917

那珂川町

那珂川町健康福祉課

0287-92-3002

下野市

生活福祉資金に関するご相談・お問い合わせは

お住まいの市町社会福祉協議会へ
社協名

本所・支所

宇都宮市社会福祉協議会
足利市社会福祉協議会

栃木市社会福祉協議会

佐野市社会福祉協議会

所在地

電話番号

320-0806

宇都宮市中央1-1-15 総合福祉ｾﾝﾀｰ内

028-636-1215

326-0064

足利市東砂原後町1072 総合福祉ｾﾝﾀｰ内

0284-44-0322

本所

328-0027

栃木市今泉町2-1-40 保健福祉ｾﾝﾀｰ内

0282-22-4457

大平支所

329-4415

栃木市大平町真弓1396 ふるさとふれあい館内

0282-43-0294

都賀支所

328-0111

栃木市都賀町家中2357

0282-28-0254

藤岡支所

323-1104

栃木市藤岡町藤岡810 藤岡公民館内

0282-62-5861

西方支所

322-0604

栃木市西方町元1601-1

0282-92-8080

岩舟支所

329-4315

栃木市岩舟町三谷1038-1

0282-55-2438

本所

327-0003

佐野市大橋町3212-27 総合福祉ｾﾝﾀｰ内

0283-22-8100

葛生支所

327-0525

佐野市あくと町3084 あくと保健ｾﾝﾀｰ内

0283-86-2940

田沼支所

327-0323

佐野市戸奈良町1-1 田沼中央公民館内

0283-61-1139

322-0043

鹿沼市万町931-1 総合福祉ｾﾝﾀｰ内

0289-65-5191

本所

321-2522

日光市鬼怒川温泉大原2-6

0288-25-3070

今市支所

321-1292

日光市今市本町1 日光市役所内

0288-21-2759

日光支所

321-1435

日光市花石町1942-1

0288-54-2143

足尾支所

321-1524

日光市足尾町赤沢3-23

0288-93-0002

藤原支所

321-2522

日光市鬼怒川温泉大原2

0288-25-7576

栗山支所

鹿沼市社会福祉協議会

日光市社会福祉協議会

〒

321-2713

日光市黒部54-1

0288-97-1188

小山市社会福祉協議会

323-0827

小山市神鳥谷931-3 小山市役所神鳥谷庁舎1階

0285-22-9501

真岡市社会福祉協議会

321-4305

真岡市荒町110-1 総合福祉保健ｾﾝﾀｰ内

0285-82-8844

本所

324-0041

大田原市本町1-3-1 大田原市役所A別館 1階

0287-23-1130

黒羽支所

324-0233

大田原市黒羽田町848

0287-54-1849

湯津上支所

324-0404

大田原市佐良土853 佐良土多目的交流ｾﾝﾀｰ内

0287-98-3715

大田原市社会福祉協議会

矢板市社会福祉協議会

329-2161

矢板市扇町2-4-19 矢板市きずな館内

0287-44-3000

本所

329-2705

那須塩原市南郷屋5-163 健康長寿ｾﾝﾀｰ内

0287-37-5122

黒磯支所

325-0042

那須塩原市桜町1-5 いきいきふれあいｾﾝﾀｰ

0287-63-3868

塩原支所

329-2924

那須塩原市那須塩原市中塩原1-2

0287-32-5216

本所

329-1412

さくら市喜連川904 喜連川社会福祉ｾﾝﾀｰ内

028-686-2670

氏家支部

329-1312

さくら市桜野1329 氏家福祉ｾﾝﾀｰ内

028-682-2217

本所

321-0526

那須烏山市田野倉85-1 保健福祉ｾﾝﾀｰ内

0287-88-7881

烏山支所

321-0626

那須烏山市初音9-7 社会福祉ｾﾝﾀｰ内

0287-84-1294

下野市社会福祉協議会

329-0414

下野市小金井789 保健福祉ｾﾝﾀｰ内ゆうゆう館内

0285-43-1236

上三川町社会福祉協議会

329-0617

上三川町上蒲生127-1

0285-56-3166

益子町社会福祉協議会

321-4217

益子町益子1532-5 福祉ｾﾝﾀｰ内

0285-70-1117

茂木町社会福祉協議会

321-3531

茂木町大字茂木1043-1 保健福祉ｾﾝﾀｰ元気ｱｯﾌﾟ館内

0285-63-4969

市貝町社会福祉協議会

321-3423

市貝町大字市塙1720-1 保健福祉ｾﾝﾀｰ内

0285-68-3151

芳賀町社会福祉協議会

321-3307

芳賀町祖母井南1-6-1

028-677-4711

壬生町社会福祉協議会

321-0214

壬生町大字壬生甲3843-1 保健福祉ｾﾝﾀｰ内

0282-82-7899

野木町社会福祉協議会

329-0101

野木町大字友沼5840-7 ﾎｰﾌﾟ館

0280-57-3100

塩谷町社会福祉協議会

329-2221

塩谷町大字玉生872 老人福祉ｾﾝﾀｰ内

0287-45-0133

高根沢町社会福祉協議会

329-1225

高根沢町大字石末1825 福祉ｾﾝﾀｰ内

028-675-4777

那須町社会福祉協議会

329-3215

那須町大字寺子乙2566-1 ゆめﾌﾟﾗｻﾞ那須内

0287-72-5133

本所

324-0613

那珂川町馬頭560-1 馬頭総合福祉ｾﾝﾀｰ内

0287-92-2226

小川支所

324-0501

那珂川町小川1065 小川総合福祉ｾﾝﾀｰ内

0287-96-4649

那須塩原市社会福祉協議会

さくら市社会福祉協議会

那須烏山市社会福祉協議会

那珂川町社会福祉協議会

社会福祉法人

栃木県社会福祉協議会

〒320-8508 宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内
TEL 028-622-0524

