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R3.1.25更新 

個人・世帯向け 新型コロナウイルス感染症支援策 

【相談窓口】 

新型コロナウイルス感染症に関連した肺炎に関する相談 

 開設時間 9時から 21時（土・日・祝日も対応） 

 

■三重県庁 

  医療保健部薬務感染症対策課 ０５９－２２４－２３３９（専用回線） 

 

■保健所 

・桑名保健所   ０５９４－２４－３６１９ 

・四日市市保健所 ０５９－３５２－０５９４ 

・鈴鹿保健所   ０５９－３９２－５０１０ 

・津保健所    ０５９－２２３－５３４５ 

・松阪保健所   ０５９８－５０－０５１８ 

・伊勢保健所   ０５９６－２７－５１４０ 

・伊賀保健所   ０５９５－２４－８０５０ 

・尾鷲保健所   ０５９７－２３－３４５６ 

・熊野保健所   ０５９７－８９－６１６１ 

 

■国（厚生労働省）フリーダイヤル  ０１２０－５６５６５３ 

 

 

 

労働相談 

 ■三重県労働相談室 ０５９－２１３－８２９０ 

           ０５９－２２４－３１１０ 

■国（三重労働局）の相談窓口  

０５９－２２６－２１１０ 

 

 

 

人権問題についてのご相談等 

■三重県人権センター相談窓口 ０５９－２３３－５５００ 

■法務省（みんなの人権 110番）０５７０－００３－１１０ 

■みえ外国人相談サポートセンター（みえこ「MieCo」） 

               ０８０－３３００－８０７７ 

https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000066_00003.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/oshigoto/60604012703_00001.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/JINKEN/HP/m0051700036.htm
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新型コロナウイルス感染症に関するこころのケア相談窓口 

■三重県こころの健康センター ０５９－２５３－７８２１ 

■こころの傾聴テレフォン 

（話しを「聴く」ことに重点をおいた傾聴電話） 

                ０５９－２２３－５２３７ 

０５９－２２３－５２３８ 

■医療従事者の方のこころの相談窓口  

０５９－２２３－５２４３ 

【借りる・受けとる】 

 

■生活福祉資金 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発生による休業や失業により、 

一時的又は継続的に収入が減少した世帯等を対象として緊急 

小口資金等の特例貸付を実施しています  

 

※詳細につきましては、各市町社会福祉協議会までお問合せください 

〔貸付の概要〕 

 緊急小口資金：最大 20 万円以内  

総合支援基金：最大 20 万円以内（貸付期間：原則 3ヵ月以内） 

  

 

  

■高等学校等修学支援制度 

  新型コロナウイルス感染症の影響等で、保護者の方等の収入が 

激減した高校生世帯等を対象とした支援制度を用意しています。 

１．奨学給付金（返金不要の給付金）・家計急変世帯対象 

 ・申請時期・・・ 家計急変後、随時（令和 3年 2月末まで） 

  ※給付額等は世帯の状況により変わります。 

２．修学奨学金（無利子の貸付金）・緊急採用 

 ・申請時期・・・ 随時 

  ※卒業後に返還必要 

 

 

  

https://www.pref.mie.lg.jp/KOKOROC/HP/75544031917_00001.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/FUKUSHI/HP/69849044474_00001.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0043700051.htm
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【延びる】 

 

■納税が困難な方へ県税の徴収猶予の特例制度 

新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の 

減少があった方は原則 1年間、県税の徴収の猶予を受けることがで 

きます。（無担保・延滞金なし） 

 

〔対象となる地方税〕 

 令和 2年 2月 1日から令和 3年 1月 31 日までに納期限が到来する県税のほぼす

べての税目が対象 

 ※令和 2 年 6 月 30日又は、納期限（延長された場合は延長後の納期）のいずれ

か近い日までに申請が必要 

 

 

  

https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/index.htm
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事業者向け 新型コロナウイルス感染症支援策 

【相談窓口】 

■中小企業・小規模企業を対象とした 

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口  

〔県〕三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

  ０５９－２２４－２４４７（平日 8:30～17:15） 

〔関係団体等〕 

三重県よろず支援拠点（公益財団法人三重県産業支援センター内） 

    ０５９－２２８－３３２６（平日 8:30～17:15・休日 10:00～17:00） 

 

 ■農林漁業者を対象とした新型コロナウイルス 

感染症に関する経営支援相談窓口    

 

〔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          

 

  ■全国的な移動を伴うイベント開催時の 

感染防止対策のための相談窓口 

 

〔イベント主催者・施設管理者向け〕 

 三重県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 

   ０５９－２２４－２３５２ 

      yakumus@pref.mie.lg.jp 

 

  

https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000877429.pdf
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000877429.pdf
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0023300102.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0023300102.htm
http://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000066_00004.htm
http://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000066_00004.htm
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【補助金】 

■新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分） 

（１）補助金の内容 

①感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業 

②在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業 

③在宅サービス事業所における環境整備への助成事業 

（２）申請期間  

令和２年７月 20 日（月）から令和３年２月 26 日（金）（予定）まで 

（３）問い合わせ先  

三重県医療保健部長寿介護課 

   電話番号 059-224-3169、3184（平日の９時から１７時まで） 

 

 

■新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に  

対するサービス継続支援事業 

（１）補助金の内容 

   ①介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業 

   ②介護サービス事業所等との連携支援事業 

（２）申請期間 

令和２年７月２０日（月）から令和３年２月２６日（金）（予定） 

（３）問い合わせ先 

    三重県医療保健部長寿介護課 

電話番号 059-224-3169、3184（平日の９時から１７時まで） 

     

 ■新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金（介護分）  

  （１）支援対象者 

     令和 2 年１月 30 日から令和 2年 6 月 30日までの期間に 

介護サービス事業所・施設等に通算 10 日以上勤務し、 

利用者と接する職員 

 （２）支援内容 

利用者に新型コロナウイルス感染症が発生、または濃厚接触者である利用者に

対応した介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 20万

円または 5 万円 

    上記以外の介護事業所・施設で勤務し利用者と接する職員 5万円 

（３）問い合わせ先 

   三重県医療保健部長寿介護課  

     電話番号 059-224-3169、3184（平日の９時から１７時まで） 

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0015900062.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0015900061.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0015900061.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0015900060.htm
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■新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金（障がい福祉分）     

 （１）支援対象 

新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら障害福祉 

サービス等の継続に努めていただいた職員 

  （２）支援内容 

    ・新型コロナウイルス感染症患者が発生した施設の職員、感染症患者又は濃厚

接触者へのサービス提供職員について２０万円を支給 

・それ以外の障害福祉サービス施設・事業所等に勤務し、利用者と接する職員

に対し１人５万円を支給 等 

  （３）申請期間 

     令和２年７月２０日（月）から令和３年３月３１日（水） 

     ※オンライン申請の場合は、令和３年２月２８日（日） 

（４）問い合わせ先 

   三重県子ども・福祉部障がい福祉課 

   電話０５９－２２４－３３２６（専用ダイヤル） 

   ※問合せ時間：平日９：００～１７：００ 

（１２：００～１３：００除く） 

           ※８月３１日まで 

           FAX ０５９－２２８－２０８５ 

            E-mail shoho@pref.mie.lg.jp 

   

 

 

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0324000074.htm
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 ■医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金（医療分） 

 （１）概要 

医療機関や薬局等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、 

地域で求められる医療を提供することができるよう、感染拡大 

防止等の支援を行う。 

（２）申請期間 

   令和２年７月２０日（月）から令和３年２月２８日（日）（予定） 

（３）問い合わせ先 

    三重県 新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 

    支援金係（医療分）  

    ＴＥＬ 059-224-3133（受付時間は平日 9 時から 17時まで） 

 

 

 

■三重県内周遊促進支援補助金 

（１）概要 

   バスを活用した安全・安心して旅行ができる県民限定の県内 

周遊型旅行の造成を支援 

（２）補助対象額 

・バス事業者 

     貸し切りバス１台あたり６万円／日（上限） 

      ※対象となる経費が６万円に満たない場合は対象経費分 

      ※１事業者につき１２０万円を上限 

・旅行業者 

     旅行催行１件につき８万円（上限）。 

      ※対象となる経費が８万円に満たない場合は対象経費分 

      ※１事業者につき４０万円を上限 

（３）期間 

    第１期  ＜旅行催行日＞ 令和２年 ７月 １日～令和２年１０月１４日 

         ＜申請受付期間＞令和２年 ６月２６日～令和２年 ９月３０日 

    第２期  ＜旅行催行日＞ 令和２年１０月１５日～令和３年 １月１４日 

         ＜申請受付期間＞令和２年１０月 １日～令和２年１２月３１日    

    第３期  ＜旅行催行日＞ 令和３年 １月１５日～令和３年 ３月３１日 

         ＜申請受付期間＞令和３年 １月 １日～令和３年 ３月１７日 

          ※申請は各期間内１回限り ※旅行催行前の事業のみ対象 

（４）問い合わせ先 三重県雇用経済部観光局観光政策課 

   電話：０５９－２２４－２０７７ ＦＡＸ：０５９－２２４－２８０１ 

https://www.pref.mie.lg.jp/IRYOKAI/HP/m0346100013.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0032100078.htm


8 

 

  

【借りる】 

■中⼩企業・⼩規模企業向け三重県中⼩企業融資制度（県融資制度）⼀覧 

 

https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000921604.pdf

