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令和２年６月２５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.3） 

 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【町特別対策含む】 

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。 

上記以外に玉城町独自で低所得世帯等へ生活福祉

資金を貸し付けます。（上限 3万円） 

･個人 

玉城町社会福祉協議会 

℡ 58-6915 

玉城郵便局  

℡ 58-3075 

東海労働金庫伊勢支店 

℡ 0596-23-1336 

生活福祉資金貸付金の返済免除事業【町特別対策】 

感染症等の影響で生活に困窮する世帯に対し、玉城

町独自の生活福祉資金貸付金の返済を免除します。 

･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・償還猶予 

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 

※土日は電話のみ対応（6 月

中） 

℡ 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 

貸 付 

・ 

融 資 

福祉医療機構の融資に関すること 

 感染症の影響で、事業の継続に支障がある事業者

は、経営資金（福祉貸付事業）および長期運転資金（医

療貸付事業）の借り入れについて相談をすることがで

きます。 

※融資対象者は、融資対象施設を経営している事業者

です。 

･社会福祉法

人 

･医療法人 

･福祉施設等

を経営する

法人 

福祉医療機構 東京本部（福祉

審査課） 

℡ 03-3438-9298 

℡ 03-3438-0207 

福祉医療機構 東京本部（医療

審査課） 

℡ 03-3438-9940 

福祉医療機構 

ＮＰＯリソースセンター（Ｎ

ＰＯ支援課） 

℡ 03-3438-4756 

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 

地域子育て支援センター 

親子が気軽に集える場の提供と、子育て相談や情

報提供を行っています。 

･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 

感染症防

止用品の

配布 

妊婦用不織布マスク配布事業【町特別対策】 

不織布マスクを１人につき10枚配布します。 
･妊婦 

保健福祉課地域共生室（子育

て支援係） 

℡ 58-8000 

給付金 

・ 

助成金 

・ 

支援金等 

クラウドファンディング応援補助金【町特別対策】 

新型コロナウイルス感染症拡大により大きな影響

を受けた経営状況の改善を目的としてクラウドファ

ンディングで資金調達を行う事業者等に補助金を交

付します。 

･企業 

･個人事業主 

産業振興課 

℡ 58-8204 

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

部を助成します。 

･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 
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項目 相談内容 対象者 お問い合わせ先 

給付金 

・ 

助成金 

・ 

支援金等 

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

方へ助成を行います。 

･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 

働き方改革推進支援助成金 

（「時間外労働等改善助成金」から名称変更） 

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を行います。 

･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します。 

･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 

持続化給付金 

 感染症拡大により、大きな影響を受ける事業者

に、事業全般に広く使える給付金を支給します。 

･企業 

･個人事業主 

持続化給付金事業コールセン

ター 

℡ 0120-115-570 

（ＩＰ電話など） 

℡ 03-6831-0613 

（受付時間） 

6 月 平日・休日  

8：30～19：00 

7 月 日曜日～金曜日  

8：30～19：00（土祝日を除く） 

8 月以降 日曜日～金曜日 

8：30～17：00（土祝日を除く） 

三重県への来県延期協力金 (屋外体験施設） 

 三重県緊急事態措置の実施時期において、予約の

延期など、ご協力いただいた場合に支給します。 

･企業 

･個人事業主 

①遊漁船業を営む事業者  

℡ 059-224-2778 

②山小屋を営む事業者、自然

体験の観光客を受け入れてい

る事業者  

℡  059-224-2782 

③釣り堀・浜洲休憩所・ダイ

ビング・キャンプ場・民泊・

ゴルフ場を営む事業者 

℡  059-224-2712 

（受付時間） 

平日 9：00～17：00 

※申請受付は 6 月 30 日まで 

住居確保給付金 

 離職・休業などで経済的に困窮し、住居を喪失・

喪失するおそれのある人を対象に、家賃相当分を支

給します。 

･個人 

三重県生活相談支援センター 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-930-992 

℡ 059-271-7701 

津市桜橋 2 丁目 131 

 三重県社会福祉会館 2 階 
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項目 相談内容 対象者 お問い合わせ先 

給付金 

・ 

助成金 

・ 

支援金等 

玉城町休業延長協力金【町特別対策】 

 三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金

の交付を受けた、町内で営業をおこなう中小企業・

小規模事業者(個人事業主を含む)が、感染症の拡大

防止を図る観点から、令和２年５月７日から令和２

年５月１４日まで営業時間を短縮又は、休業した場

合、町が協力金を交付します。 

･企業 

･個人事業主 

産業振興課 

℡ 58-8204 

玉城町商工会 

℡ 58-3211 

玉城町版新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力応

援金【町特別対策】 

 三重県が行う緊急事態措置に伴う休業要請等の要

請はないが、感染症の拡大防止を図る観点から自主

的にご協力いただき、営業時間を短縮又は、休業し

た中小企業及び個人事業主に対して、町が協力金を

交付します。 

･企業 

･個人事業主 

産業振興課 

℡ 58-8204 

玉城町商工会 

℡ 58-3211 

玉城町新型コロナウイルス感染症に対応するための

保証料補助金【町特別対策】 

 新型コロナウイルス感染症による売上高減少等の

事由により、セーフティネット保証４号、セーフテ

ィネット保証５号、危機関連保証に関する融資を利

用した場合に保証料を補助します。 

･企業 

･個人事業主 

産業振興課 

℡ 58-8204 

玉城町商工会 

℡ 58-3211 

特別定額給付金 

 基準日（令和2年4月27日）に住民基本台帳に記録

されている方に対し、1人当たり10万円の給付を行い

ます。 

・個人 

総務政策課 

℡ 58-8200 

※郵送された申請書で、同封

の返信用封筒にて申請をお願

いします。 

※オンライン申請も受け付け

ています。 

子育て世帯臨時特別交付金 

児童手当受給世帯に子ども1人につき1万円を支給

します。（公務員のみ申請が必要です。） 

･個人 
保健福祉課 

℡ 58-8203 

ひとり親家庭等支援給付金【町特別対策】 

児童扶養手当（ひとり親家庭等）及び特別児童扶

養手当（障害児）認定世帯に子ども1人につき3万円

を支給します。 

･個人 
保健福祉課 

℡ 58-8203 

妊婦支援給付金【町特別対策】 

6月1日までに妊娠届出のあった妊婦に対し3万円を

支給します。（4月28日以降出産した産婦を含む） 

･個人 

保健福祉課地域共生室（子育

て支援係） 

℡ 58-8000 

介護・障がい福祉サービス事業所への感染防止用品

等の購入補助【町特別対策】 

 令和2年4月～9月の購入費を対象に補助します。

（上限 10万円/事業所、30万円/法人） 

･介護・障が

い福祉サービ

ス事業所、法

人 

保健福祉課地域共生室 

℡ 58-7373 

障がい者支援事業所支援給付金【町特別対策】 

 最低平均工賃の支払い保障に対し、利用者1人につ

き月3,000円を支給します。（令和2年4月～9月分） 

･就労継続支

援Ｂ型事業所 

保健福祉課地域共生室 

℡ 58-7373 
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項目 相談内容 対象者 お問い合わせ先 

給付金 

・ 

助成金 

・ 

支援金等 

就学援助の要件緩和・拡充【町特別対策】 

児童・生徒のいる世帯のうち、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止に伴って経済的に困窮する世帯に

対し、就学援助の要件を緩和・拡充します。 

･個人 
教育委員会 

℡ 58-8212 

新型コロナウイルス感染症に係る学生支援事業 

 家庭の収入や自身のアルバイト収入等の減少によ

る家計の急変をふまえ、県内高等教育機関に在学す

る奨学金受給者等の学生に対して、食事券を配付

し、生活を支援します。 

･個人 

三重県戦略企画部戦略企画総

務課企画調整班 

℡ 059-224-2009 

自治区等感染症対策支援事業【町特別対策】 

地域独自の感染症対策を支援するため、世帯数に

応じで計算した額を上限に補助金を交付します。 

･自治区、自

主防災組織

等 

総務政策課 

℡ 58-8200 

テイクアウトＥＣ化支援事業に関すること【町特別対

策】 

テイクアウトを推進するため、自宅で注文・決済

ができる仕組みを構築することができます。 

･企業 

･個人事業主 

産業振興課 

℡ 58-8204 

ＥＣ化支援・強化を通じた特産品等魅力発信事業に関

すること【町特別対策】 

ふるさと納税の返礼品をウェブショップでも購入

できる仕組みを構築することができます。 

･企業 

･個人事業主 

産業振興課 

℡ 58-8204 

雇用 

会計年度任用職員の緊急雇用【町特別対策】 

①失業・採用の内定を取り消された人などを対象に5

人程度を会計年度任用職員として雇用します。 

②上記対象者等の雇用を条件とした事業を実施しま

す。 

①個人 

②企業 

総務政策課 

℡ 58-8200 

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 

税・ 

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 

緊急経済対策における税制上の措置 

① 青色欠損金の繰戻しによる還付制度 

② テレワークなど中小企業の設備投資税制 

③ 住宅ローン控除の適用要件の弾力化 

④ 消費税の課税選択の変更に関する特例 

⑤ 特別貸付に関する契約書の印紙税の非課税 

⑥ 文化・スポーツイベントの中止などに関する寄

附金控除 

･個人 

･企業 

①～⑥ 伊勢税務署 

℡ 0596-28-3191 

※自動音声案内で「2」を選

択 

⑥ 税務住民課 

℡ 58-8201 
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項目 相談内容 対象者 お問い合わせ先 

税・ 

料金等の 

猶予・ 

減免等 

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 

自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延

長 

 税率を1％軽減する特例措置の適用期間を延長しま

す。 

※令和3年3月31日までに取得のものが対象。 

･個人 

･企業 

三重県自動車税事務所課税課 

℡ 059-223-5042 

税務住民課  

℡ 58-8201 

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 

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 

国民年金保険料の免除 

収入の減少等により保険料の納付が困難な場合

は、免除の相談をすることができます。 

･個人 

伊勢年金事務所 

℡ 0596-27-3601 

※自動音声案内で「2」→「2」 

を選択 

保健福祉課 

℡ 58-8203 

国民健康保険料の納付猶予・減免 

収入の減少等により保険料の納付が困難な場合

は、納付猶予・減免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・減免 

収入の減少等により保険料の納付が困難な場合

は、納付猶予・減免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・減免 

収入の減少等により保険料の納付が困難な場合

は、納付猶予・減免の相談をすることができます。 

･個人 

保健福祉課 

℡ 58-8203 

 

保育料・給食費（保育所､認定こども園）、放課後児

童クラブ利用料の免除【町特別対策】 

登所・利用自粛要請期間（4月、5月分）の保育料

及び給食費、利用料を免除します。 

･個人 

保健福祉課 

℡ 58-8203 

保健福祉課地域共生室（子育

て支援係） 

℡ 58-8000 
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項目 相談内容 対象者 お問い合わせ先 

税・ 

料金等の 

猶予・ 

減免等 

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 

 

水道基本料金の免除【町特別対策】 

5月検針分から7月検針分の3か月間、水道基本料金

を免除します。 

なお、申込みや手続きの必要はありません。 

･すべての 

水道利用の

家庭・事業

所 

上下水道課 

℡ 58-8207 

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 

プレミア

ム商品券 

プレミアム商品券の発行【町特別対策】 

 詳細は広報たまき７月号をご覧ください。 

･企業 

･個人事業主 

･個人 

産業振興課 

℡ 58-8204 

玉城町商工会 

℡ 58-3211 

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の相談 

※次の症状がある人は相談してください。 

◉ 息苦しさ（呼吸困難）・強いだるさ（倦怠感）・

高熱などの強い症状のいずれかがある 

◉ 高齢者や基礎疾患等のある人は発熱や咳などの比

較的軽い風邪の症状がある 

◉ 上記以外の人は、比較的軽い風邪の症状が続く 

場合 

･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） 

℡ 0596-27-5140 

※9：00～21：00 

（土・日・祝日も実施） 

※21：00～翌日 9：00 までは、 

救急医療情報センターへ 

℡ 059-229-1199 

健康・こころのケアの相談 

心や体の健康などについて、不調を感じている人

は相談してください。 

 

･個人 

保健福祉課地域共生室 

℡ 58-7373・（母子）8000 

三重県こころの健康センター 

℡ 059-253-7821 

※9：00～16：00 
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項目 相談内容 対象者 お問い合わせ先 

相談受付 

子どもと女性に関する相談 

0歳から18歳未満の子どもの子育てや児童虐待に関

する相談、夫からの暴力などに関する相談を行って

います。 

･個人 

保健福祉課地域共生室（子育

て支援係）℡ 58-8000 

南勢志摩児童相談所 

℡ 0596-27-5143 

多気度会福祉事務所（ＤＶ相

談）℡ 0596-27-5304 

三重県男女共同参画センター 

「フレンテみえ」 

℡ 059-233-1133 

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 

人権侵害に関する相談 

 感染した人やその家族、医療関係者などへの不当

な差別・偏見・いじめについての相談をすることが

できます。 

･個人 

税務住民課 

℡ 58-8201 

みんなの人権 110 番（法務省） 

℡ 0570-003-110 

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 

※ 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。 


