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令和 2年 4月 23日現在 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた皆様へ（Ver.2） 

 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた町民の皆様へ、相談窓口のご案内です。 

項目 相談内容 対象者 お問い合わせ先 

貸 付 

・ 

融 資 

 緊急小口資金等の特例貸付 

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失

業等により生活資金でお悩みの方に向けた緊急小口

資金等の特例貸付。 

上記以外の玉城町独自の低所得世帯等への貸付。

（上限 3万円） 

･個人 
玉城町社会福祉協議会 

℡ 58-6915 

母子父子寡婦福祉資金の貸付金 

一人親（母子・父子）の方に対し、融資の相談をす

ることができます。また、現在償還中の方は償還猶予

を受けることができます。 

･個人 
保健福祉課地域共生室 

℡ 58-7373 

商工業者の経営や融資に関する相談 

三重県中小企業融資制度や日本政策金融公庫の融

資制度。 

※玉城町商工会では会員以外の方でも相談できます。 

･企業 

･個人事業主 

玉城町商工会 

℡ 58-3211 

受付時間 平日 9：00～17：00 

各金融機関 

日本政策金融公庫の融資に関すること 
･企業 

･個人事業主 

日本政策金融公庫伊勢支店 

℡ 0596-24-5191 

受付時間  

平日 9：00～17：00 

三重県中小企業融資制度に関すること 
･企業 

･個人事業主 

三重県雇用経済部 

中小企業・サービス産業振興

課 

℡ 059-224-2447 

受付時間 

平日 8：30～17：15 

セーフティネット保証制度等に関すること 

新型コロナウイルスに関する経営相談や資金繰り

支援につながる保証制度等の案内や金融相談を受け

付けています。 

･企業 

･個人事業主 

三重県信用保証協会 

℡ 059-229-6014 

（企業支援部） 

℡ 059-229-6070 

（経営支援総合窓口） 

受付時間 

平日 9：00～17：00 

※休日は電話のみ対応（4/29

まで） 

℡ 059-229-6021 

農林漁業セーフティネット資金等の金利負担軽減等 

特例的な融資制度に関する相談のこと 

日本政策金融公庫では、国の農林漁業セーフティネ

ット資金等の金利負担軽減等特例的な融資制度が開

始されたことから、その相談窓口を設置しています。 

（受付時間）平日 9：00～17：00 

･農林水産業

を営む企業

及び個人事

業主 

日本政策金融公庫 津支店

(農林水産業の融資等につい

て) 

℡ 059-229-5750 

各金融機関 
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項目 相談内容 対象者 お問い合わせ先 

廃棄物 

（ごみ） 

感染症に係る廃棄物処理 

家庭等で感染者が使用した後のマスク等は、小袋に

入れて封をし、指定ごみ袋に入れて縛って、燃えるご

みに出してください。 

･個人 
税務住民課生活環境室 

℡ 58-8201 

子育て支

援 

放課後児童クラブ 

保護者が仕事などにより昼間家庭にいない小学生

を対象に、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を

与え、児童の健全育成を図ります。 

･個人 

保健福祉課地域共生室（子育

て支援係） 

℡ 58-8000 

ファミリー・サポート・センター 

子育てを助けてほしい人（依頼会員）の要望に応

じて子育てのお手伝いができる人（提供会員）を紹

介し、一時的にお子さんを預かる会員組織です。 

･個人 

保健福祉課地域共生室（子育

て支援係） 

℡ 58-8000 

 

助成金 

・ 

支援金 

 

 

雇用調整助成金 

一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者

の雇用の維持を図った場合に休業手当、賃金等の一

部を助成するものです。 

･企業 

･個人事業主 

三重労働局 

助成金センター 

℡ 059-213-9870 

または 

ハローワーク伊勢 

℡ 0596-27-8609 

小学校休業等対応助成金 

小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの保護者で

ある労働者に対し、有給休暇を取得させた事業主の

方へ助成するものです。 

･企業 

･個人事業主 

学校等休業助成金・支援金等

相談コールセンター 

℡ 0120-60-3999 

時間外労働等改善助成金 

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワーク

の新規導入や特別休暇の規定整備に取り組む中小企

業事業主の方へ助成するものです。 

･企業 

･個人事業主 

（テレワークコース） 

テレワーク相談センター 

℡ 0120-91-6479 

（職場意識改善特例コース

［特別休暇の規定整備等］） 

三重労働局 雇用環境・均等室  

℡ 059-261-2978 

小学校休業等対応支援金 

小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行

うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕

事をする保護者の方を支援するものです。 

･委託を受け

て個人で仕

事をする方 

学校等休業助成金・支援金等

相談コールセンター 

℡ 0120-60-3999 

新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金 

 三重県が行う緊急事態措置による休業要請・依頼

に全面協力いただける中小企業・小規模事業者(個人

事業主を含む)に対して、県・町が協調して協力金を

交付します。 

 

･企業 

･個人事業主 

新型コロナウイルス感染症拡

大阻止にかかる休業要請相談

窓口(三重県雇用経済部内設置) 

℡ 059-224-2335 

※9：00～17：00 

（土・日・祝日も実施） 

開設期間 4/20～5/22 

 

特別定額給付金(仮称) 

 国民一人当たり一律10万円の現金給付を行いま

す。 

 

･個人 

総務省コールセンター 

℡ 03-5638-5855 

※9：00～18：30 

（土・日・祝日を除く） 
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項目 相談内容 対象者 お問い合わせ先 

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ

保証等の

認定申請 

セーフティネット保証等の認定申請 

セーフティネット保証4号･5号及び危機関連保証に

関して、町で認定申請を受付しています。 

･企業 

･個人事業主 

産業振興課 

℡ 58-8204 

料金等の

猶予・減

免等 

国税の納付猶予 

 伊勢税務署へご相談ください。 

納税義務者 

･企業 

･個人事業主 

･個人 

伊勢税務署（徴収部門） 

℡ 0596-28-3191 

保育料（保育所､認定こども園）の減免 

保護者の退職、休職、解雇等により基準年度と比

較して著しく収入が減少する場合、保育料の減免の

相談をすることができます。 

･個人 
保健福祉課 

℡ 58-8203 

町営住宅使用料等の納付猶予 

一時的に使用料等のお支払いが困難な場合は、納

付猶予の相談をすることができます。 

･個人 
建設課 

℡ 58-8205 

電気料金の納付猶予 

一時的に料金のお支払いが困難な場合は、納付猶

予の相談をすることができます。 

･個人 
中部電力㈱ 

℡ 0570-048-155 

放送受信料のこと 

期日までに受信料を納付することが難しい場合

は、相談をすることができます。 

･個人 
日本放送協会(NHK) 

℡ 059-229-3002 

水道料金、下水道使用料、農業集落排水使用料の納

付猶予 

一時的に料金・使用料のお支払いが困難な場合

は、納付猶予の相談をすることができます。 

･企業 

･個人事業主 

･個人 

上下水道課 

℡ 58-8207 

下水道受益者負担金の納付猶予 

一時的に負担金のお支払いが困難な場合は、納付

猶予の相談をすることができます。 

･企業 

･個人事業主 

･個人 

上下水道課 

℡ 58-8207 

国民健康保険料の納付猶予 

一時的に保険料の納付が困難な場合は、納付猶予

の相談をすることができます。 

･個人 
保健福祉課 

℡ 58-8203 

後期高齢者医療保険料の納付猶予 

一時的に保険料の納付が困難な場合は、納付猶予

の相談をすることができます。 

･個人 
保健福祉課 

℡ 58-8203 

介護保険料の納付猶予 

一時的に保険料の納付が困難な場合は、納付猶予

の相談をすることができます。 

･個人 
保健福祉課 

℡ 58-8203 

町税の納付猶予 

一時的に町税の納付が困難な場合は、納付猶予の

相談をすることができます。 

納税義務者 

･企業 

･個人事業主 

･個人 

税務住民課 

℡ 58-8201 

県税の納付猶予 

伊勢県税事務所へご相談ください。 

※三重県ホームページからも「コロナ県税」で検

索することができます。 

納税義務者 

･企業 

･個人事業主 

･個人 

伊勢県税事務所 

（納税課） 

℡ 0596-27-5124 
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項目 相談内容 対象者 お問い合わせ先 

相談受付 

新型コロナウイルス感染症に関する相談 

（一般的な相談） 

･事業所 

･個人等 

どなたでも 

厚生労働省 

℡ 0120-565-653 

三重県庁 

℡ 059-224-2339 

伊勢保健所 

℡ 0596-27-5137 

※9：00～21：00 

（土・日・祝日も実施） 

新型コロナウイルス感染症が疑われる方 

（下記の症状がある方）の相談 

◉ 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いて

いる 

※高齢者や基礎疾患等のある方は上記の状態が２日

程度続く場合 

◉ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある 

･事業所 

･個人等 

どなたでも 

帰国者・接触者相談センター 

（伊勢保健所） 

℡ 0596-27-5137 

※9：00～21：00 

（土・日・祝日も実施） 

健康に関する相談 

心や体の健康などについて、保健師が相談に応じ

ます。 

･個人 

保健福祉課地域共生室 

℡ 58-7373 

（母子）58-8000 

司法書士による無料法律相談 

専門家に無料で相談することができます。事前の

予約が必要です。 

 相談日：偶数月第2火曜日（相談時間20分）          

15：00～17：00 

･個人 
保健福祉課地域共生室 

℡ 58-7373 

農林水産業に関する相談 

三重県では、新型コロナウイルス感染症により、

影響を受ける、またはその恐れがある農林漁業者の

経営安定や資金繰りに関する相談窓口を設置してい

ます。 

（受付時間）平日 8：30～17：15 

･企業 

･個人事業主 

三重県 

（農業者向け） 

農林水産部担い手支援課担い

手育成班 

℡ 059-224-2354 

中央農業改良普及センター普

及企画室（担い手課） 

℡ 0598-42-6715 

（林業者向け） 

農林水産部森林・林業経営課

林業経営班 

℡ 059-224-2563 

（漁業者向け） 

農林水産部水産資源・経営課

漁業経営班 

℡ 059-224-2606 

労働相談 

解雇・雇止め、休業等の相談をすることができま

す。 

【特別労働相談窓口】 

 開設期間：当面の間 平日 8：30～17：15 

･企業 

･個人事業主 

･個人 

三重労働局 

雇用環境・均等室 

℡ 059-226-2110 

生活上の困りごと 

生活や仕事のことでお困りの方の相談を行ってい

ます。 

･個人 
保健福祉課地域共生室 

℡ 58-7373 

※ 状況に合わせて情報の更新を行いますので、最新の情報は町ホームページをご確認ください。 


