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新型コロナウイルス支援策
（事業者向け）

新型コロナウイルス感染症の

影響を受けた事業者の

皆さんへお知らせします

産業政策課　382-8698　382-0304
　sangyoseisaku＠city.suzuka.lg.jp

　新型コロナウイルス感染症の影響
を受けた中小企業者などに対する各
種支援策をお知らせします。4月 15
日時点の支援策ですので、最新の情
報や詳しい要件などは、それぞれの
問い合わせ先にご確認ください。

金融支援策
（資金繰り支援）

三重県　中小企業融資制度
（信用保証）

　三重県の経済対策として融資枠
の拡大、保証料補助率の上乗せ、
据置期間の延長など、事業者負担
の軽減、借入当初の資金繰りの支
援をする制度です。なお、セーフ
ティネット資金をご利用の場合
は、売上高などの減少に係る市長
の認定書が必要です。
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問合せ／中小企業　金融・給付金相談窓口（ 0570-783183）

産業政策課　　382 - 8 6 9 8　　38 2 - 0 3 0 4
　sangyose isaku＠ci ty .suzuka . lg . jp

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者などに対する各種
支援策をお知らせします。4月15日時点の支援策ですので、最新の情報や詳
しい要件などは、それぞれの問い合わせ先にご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
事業者の皆さんへお知らせします
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
事業者の皆さんへお知らせします

新型コロナウイルス支援策（事業者向け）情報館

金融支援策（資金繰り支援）

経営環境の整備

三重県　中小企業融資制度（信用保証） 

無利子・無担保融資制度 

　三重県の経済対策として融資枠の拡大、保証料補助率の上乗せ、据置期間の延長など、事業者
負担の軽減、借入当初の資金繰りの支援をする制度です。なお、セーフティネット資金をご利用の場
合は、売上高などの減少に係る市長の認定書が必要です。

　下記の対象融資を受けた中小企業者などのうち、特に影響の大きい事業性のある個人事業主（フ
リーランスを含む）または売上高が急減した事業者などに対して、利子補給をすることで実質的な無利
子化とし、資金繰りの支援をする制度です。
対象となる融資／日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」など
　　　　　　　　商工組合中央金庫「危機対応融資」
問合せ／日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル（　0120-154-505）
　　　　商工組合中央金庫相談窓口（ 0120-542-711）

　事業者が労働者の雇用維持
を図った場合に、休業手当・賃金
などの一部を助成するものです。

問合せ／三重県中小企業・サービス産業振興課（　059-224-2447）　または　取引先金融機関
　　　　産業政策課（セーフティネット資金に係る認定について）

市長の認定

融資対象

資金名

不要

（1カ月実績＋
2カ月見込み）

前年比3％以上
売上高減少

全業種（指定なし）

リフレッシュ資金 セーフティネット資金

必要

（1カ月実績＋
2カ月見込み）

前年比20％以上
売上高減少

全業種（指定なし）
県内全域の

保証4号

（1カ月実績＋
2カ月見込み）

前年比5％以上
売上高減少

※4月15日現在、738業種
指定業種のみ

保証5号

（1カ月実績＋
2カ月見込み）

前年比15％以上
売上高減少

全業種（指定なし）

危機関連保証

雇用調整助成金

持続化給付金

小学校などの臨時休業に伴う支援
　厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校臨時休業などにより仕事を
休まざるを得なくなった場合の支援策として、「小学校休業等対応助成金（事業主の方向
け）」および「小学校休業等対応支援金（個人で仕事をする方向け）」を創設しています。

問合せ／三重労働局 雇用環境・均等室　総合労働相談コーナー（　059-226-2110）

　事業全般に広く使える給付金で、感染拡大により、
特に大きな影響を受ける事業者に対し、事業の継続を
下支えし、再起の糧としていただくものです。

信用保証付き融資における保証料・利子減免
　対象融資は上記の「三重県中小企業融資制度
（信用保証）」のうち、「各種セーフティネット資金」に
なります。
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　※国の緊急経済対策についてはそれぞれの問い合わせ先にご確認ください。詳細が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。
　※その他の支援策については、経済産業省や三重県のホームページをご覧ください。

問合せ／三重県中小企業・サービ
ス産業振興課（　059-224-24
　47）　または　取引先金融機関
　産業政策課（セーフティネット
資金に係る認定について）

無利子・無担保融資制度

　下記の対象融資を受けた中小企
業者などのうち、特に影響の大き
い事業性のある個人事業主（フ
リーランスを含む）または売上高
が急減した事業者などに対して、
利子補給をすることで実質的な無
利子化とし、資金繰りの支援をす
る制度です。
対象となる融資／日本政策金融公
庫「新型コロナウイルス感染症
特別貸付」など
　商工組合中央金庫「危機対応融
資」
問合せ／日本政策金融公庫事業資
金相談ダイヤル（　0120-154-
　505）
　商工組合中央金庫相談窓口（ 
　0120-542-711）

経営環境の整備

雇用調整助成金
　事業者が労働者の雇用維持を図っ
た場合に、休業手当・賃金などの一
部を助成するものです。

小学校などの
臨時休業に伴う支援

　厚生労働省では、新型コロナウイ
ルス感染症に係る小学校臨時休業な
どにより仕事を休まざるを得なく
なった場合の支援策として、「小学校
休業等対応助成金（事業主の方向け）」
および「小学校休業等対応支援金（個
人で仕事をする方向け）」を創設して
います。

問合せ／三重労働局 雇用環境・
均等室　総合労働相談コーナー
（　059-226-2110）

　水道が故障したときは、ＳＳО修理センター共同企
業体（　382-4850　24時間電話受付）か、近くの市指
定給水装置工事事業者へご連絡ください。指定給水
装置工事事業者は、市ホームページに掲載しています。
　 http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/8505.html

年　末　12月29日㈭まで　年　始　1月4日㈬から
※くみ取りの申し込みは、担当業者または鈴鹿市清掃協
同組合（  382-3331）へご連絡ください。くみ取りの
担当業者は、市ホームページに掲載しています。

　 http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/8201.html

年末年始のごみ収集

年　末　12月28日㈬まで　年　始　1月4日㈬から
受付時間　月～金曜日（祝日を除く）8時30分～17時15分
※年末は大変混雑しますので、お早めにお申し込みください。
※収集が1月になる場合があります。

粗大ごみの戸別収集
　有料（1点につき粗大ごみ処理券1枚
200円）で、自宅まで粗大ごみの収集に伺
います。電話で粗大ごみ受付センター
（　382-7646）へ申し込んでください。

ごみの搬入
大掃除などで大量に発生したごみや、収
集日を過ぎてからどうしても処理したいごみ
があるときは、直接処理施設へ搬入してくだ
さい。例年、12月24日㈯以降は大変混雑し、
待ち時間が1時間以上になる場合がありま
す。できるだけ、早い時期に搬入してください。

※混合ごみは受付できません。分別して搬入してください。
※少量の家庭ごみは集積所を利用してください。
※各施設へ車でごみを運ぶときは、落下や飛散に注意してください。
※ガソリン・灯油、タイヤ、ペンキ、エンジンオイル、農薬・劇薬、消火器、プロパンガス
ボンベ、火薬、オイルヒータ－などは、市の施設で処理できないごみですので、販売
店などに相談してください。（ガソリン・灯油の空のポリタンクは処理できます）

※年末の収集が終わってからは、ごみは集積所に出さないでください。景観を損ねる上、カラスやネコなどが集積所を荒らす原因になります。

水道が故障したら・・・ し尿のくみ取り

年末（業務終了日）

その他の地区

第1、第3火曜日地区

全地区

全地区

金曜日地区

木曜日地区

火曜日地区

月曜日地区

火・金曜日地区

月・木曜日地区

地　　　区

資源ごみＢ

資源ごみＡ

もやせないごみ

プラスチックごみ

もやせるごみ

ごみの種類 年始（業務開始日）
1月5日㈭

1月6日㈮

1月10日㈫

1月5日㈭

1月6日㈮

1月17日㈫

通常どおり

通常どおり

1月9日（月・祝）

通常どおり

12月29日㈭

12月30日㈮

12月26日㈪

12月27日㈫

12月22日㈭

12月23日（金・祝）

通常どおり

通常どおり

通常どおり

通常どおり

第1、第3月曜日地区 1月16日㈪通常どおり

年　末　12月30日㈮16時まで　年　始　1月4日㈬9時から
※清掃センターでは、12月30日㈮に限り、近隣の搬入道路の交通規制を行います。詳しくは13ページの「お知らせ」をご覧ください。
※事業系ごみは、12月27日㈫16時まで（破砕が必要なものは15時30分まで）、生ごみなどの腐敗性廃棄物は12月30日㈮16時まで
受付時間　月～土曜日　9時～12時、13時～16時
（事業系ごみは、月曜日9時30分～12時、13時30分～16時、火～金曜日9時～12時、13時～16時）
ごみの種類　「もやせるごみ」、「可燃性の粗大ごみ」、古紙・衣類の「資源ごみ」

●清掃センター（御薗町3688番地　　372-1646　　372-1406）

…必ず収集日の朝8時までに出してください（収集時間が大幅に変更される場合があります）。

92016・12・5

年　末　12月30日㈮16時まで（事業系ごみは12月27日㈫16時まで）　年　始　
受付時間　月～土曜日（事業系ごみは月・火・木・金曜日（祝日を除く））　
　　　　9時～12時、13時～16時
ごみの種類　「プラスチックごみ」、「もやせないごみ」、「不燃性の粗大ごみ」、「有害ごみ」、あきかん・あきびん・
ペットボトル・古紙・衣類の「資源ごみ」、電化製品（洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、テレビ
を除く）土砂、ガレキ、コンクリート片など（40cm角以内のもの、各種一輪車一杯程度）

●不燃物リサイクルセンター（国分町1700番地　　374-4141　　374-4619）
1月4日㈬（事業系ごみ
は５日㈭）9時から

予定されている
主な緊急経済対策

持続化給付金
　事業全般に広く使える給付金で、
感染拡大により、特に大きな影響を
受ける事業者に対し、事業の継続を
下支えし、再起の糧としていただく
ものです。

信用保証付き融資における
保証料・利子減免

　対象融資は上記の「三重県中小企
業融資制度（信用保証）」のうち、「各
種セーフティネット資金」になりま
す。

問合せ／中小企業　金融・給付
金相談窓口（ 　0570-783183）

　水道が故障したときは、ＳＳО修理センター共同企
業体（　382-4850　24時間電話受付）か、近くの市指
定給水装置工事事業者へご連絡ください。指定給水
装置工事事業者は、市ホームページに掲載しています。
　 http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/8505.html

年　末　12月29日㈭まで　年　始　1月4日㈬から
※くみ取りの申し込みは、担当業者または鈴鹿市清掃協
同組合（  382-3331）へご連絡ください。くみ取りの
担当業者は、市ホームページに掲載しています。

　 http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/8201.html

年末年始のごみ収集

年　末　12月28日㈬まで　年　始　1月4日㈬から
受付時間　月～金曜日（祝日を除く）8時30分～17時15分
※年末は大変混雑しますので、お早めにお申し込みください。
※収集が1月になる場合があります。

粗大ごみの戸別収集
　有料（1点につき粗大ごみ処理券1枚
200円）で、自宅まで粗大ごみの収集に伺
います。電話で粗大ごみ受付センター
（　382-7646）へ申し込んでください。

ごみの搬入
大掃除などで大量に発生したごみや、収
集日を過ぎてからどうしても処理したいごみ
があるときは、直接処理施設へ搬入してくだ
さい。例年、12月24日㈯以降は大変混雑し、
待ち時間が1時間以上になる場合がありま
す。できるだけ、早い時期に搬入してください。

※混合ごみは受付できません。分別して搬入してください。
※少量の家庭ごみは集積所を利用してください。
※各施設へ車でごみを運ぶときは、落下や飛散に注意してください。
※ガソリン・灯油、タイヤ、ペンキ、エンジンオイル、農薬・劇薬、消火器、プロパンガス
ボンベ、火薬、オイルヒータ－などは、市の施設で処理できないごみですので、販売
店などに相談してください。（ガソリン・灯油の空のポリタンクは処理できます）

※年末の収集が終わってからは、ごみは集積所に出さないでください。景観を損ねる上、カラスやネコなどが集積所を荒らす原因になります。

水道が故障したら・・・ し尿のくみ取り

年末（業務終了日）

その他の地区

第1、第3火曜日地区

全地区

全地区

金曜日地区

木曜日地区

火曜日地区

月曜日地区

火・金曜日地区

月・木曜日地区

地　　　区

資源ごみＢ

資源ごみＡ

もやせないごみ

プラスチックごみ

もやせるごみ

ごみの種類 年始（業務開始日）
1月5日㈭

1月6日㈮

1月10日㈫

1月5日㈭

1月6日㈮

1月17日㈫

通常どおり

通常どおり

1月9日（月・祝）

通常どおり

12月29日㈭

12月30日㈮

12月26日㈪

12月27日㈫

12月22日㈭

12月23日（金・祝）

通常どおり

通常どおり

通常どおり

通常どおり

第1、第3月曜日地区 1月16日㈪通常どおり

年　末　12月30日㈮16時まで　年　始　1月4日㈬9時から
※清掃センターでは、12月30日㈮に限り、近隣の搬入道路の交通規制を行います。詳しくは13ページの「お知らせ」をご覧ください。
※事業系ごみは、12月27日㈫16時まで（破砕が必要なものは15時30分まで）、生ごみなどの腐敗性廃棄物は12月30日㈮16時まで
受付時間　月～土曜日　9時～12時、13時～16時
（事業系ごみは、月曜日9時30分～12時、13時30分～16時、火～金曜日9時～12時、13時～16時）
ごみの種類　「もやせるごみ」、「可燃性の粗大ごみ」、古紙・衣類の「資源ごみ」

●清掃センター（御薗町3688番地　　372-1646　　372-1406）

…必ず収集日の朝8時までに出してください（収集時間が大幅に変更される場合があります）。

92016・12・5

年　末　12月30日㈮16時まで（事業系ごみは12月27日㈫16時まで）　年　始　
受付時間　月～土曜日（事業系ごみは月・火・木・金曜日（祝日を除く））　
　　　　9時～12時、13時～16時
ごみの種類　「プラスチックごみ」、「もやせないごみ」、「不燃性の粗大ごみ」、「有害ごみ」、あきかん・あきびん・
ペットボトル・古紙・衣類の「資源ごみ」、電化製品（洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、テレビ
を除く）土砂、ガレキ、コンクリート片など（40cm角以内のもの、各種一輪車一杯程度）

●不燃物リサイクルセンター（国分町1700番地　　374-4141　　374-4619）
1月4日㈬（事業系ごみ
は５日㈭）9時から※国の緊急経済対策についてはそれ

ぞれの問い合わせ先にご確認くだ

さい。詳細が決まり次第、市ホー

ムページなどでお知らせします。

※その他の支援策については、経済

産業省や三重県のホームページを

ご覧ください。


