
夢・チャレンジ 始まりの地 小牧

ひとり ひとりに とどく つながる

表紙の写真：小牧市平和祈念式典（8月6日）

▼みんなで小牧を応援しよう！ ▼新型コロナウイルス感染症
　3つの経済対策を実施します！

バッテリー使用製品は危険ごみです！！エコリンからのお知らせ
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豚肉のカラフル野菜マリネ

9月は健康増進普及月間です！

戦没者を追悼し、平和を祈念

新型コロナウイルス対策
　最新情報はこちら⇩



新型コロナウイルス関連トピックス新型コロナウイルス関連トピックス新型コロナウイルス関連トピックス飲食店新型コロナウイルス
感染症対策補助金

問合先  企業立地推進課（☎76‐1135）

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、
新型コロナウイルス対策に係る費用の一部を助成しま
す。7月31日までが申請期間でしたが、11月30日㈪
（消印有効）まで延長します。
対象　日本標準産業分類に規定する大分類Ｍのうち中
分類76に該当する市内飲食店

対象となる経費
　①テイクアウト容器・割り箸・おしぼりの購入代金
②のぼり・チラシ・ホームページの作成等に関する広告費
③店内における離隔確保のためのつい立等の設置
④客席用の換気設備の新増設費（空気清浄機は除く）
⑤消毒液・ビニール手袋などの衛生用品に関する費用
※①・②は新たにテイクアウトを始めた場合のみ
補助金の額　1店舗当たりの上限額は 15万円（対象と
なる経費に対し90％を補助。1,000円未満は切り捨て）

補助対象期間　令和 2年 2月1日から10月 31日㈯
までに購入または取り付けしたもの

交付申請期間　11月30日㈪（消印有効）まで
申請　所定の申請書に必要事項を記入し、添付書類と
併せて企業立地推進課

※詳細は市ホームページ
  （QRコード）をご覧ください。

・ 誰でも感染する可能性があります。
・ 「もし、自分や家族が感染したら・・」と当事者の立場を自ら
に置き換えて考えましょう！

・ 不確かな情報に惑わされない。正しい情報に基づいた正しい
理解を持ち、冷静な行動を！

・ 一人ひとりがお互いを思いやる心・気持ちを！
・ 差別、偏見および人権侵害のないまちとして、オール小牧で
乗り越えていきましょう！

不当な差別・偏見・いじめ・SNSでの誹謗中傷等の人権侵害
感染者を非難したり特定するような行為
個人情報をインターネット・SNSに掲載、拡散

不当な人権侵害は決して許されません！

一人ひとりが思いやりの心を

正しい理解と冷静な行動を

新型コロナウイルス
感染症に関する 差別や偏見を

なくそう！

新型コロナウイルス

×
×
×

市民の皆さんへ

おいしく、楽しく、安全に

外食をするときのお願い
感染予防をしたうえで、同居の家族と
一緒に飲食店を利用するなど、市内の
お店を応援しましょう！
※多人数での会食は要注意ですが、同居の
家族との外食は自粛対象ではありません。

食事前の手洗い・消毒
咳エチケットを守り、会話は控えめに
「三密」を回避し、換気に協力を

引き続き、一人ひとりの
感染予防対策をよろしく
お願いします！

咳エチケット
マスクの着用

検温の実施 手洗い
消毒

ソーシャル
ディスタンス 「密」をさけるこまめな換気

「密」を避けて気持ち良く
買い物をしていただくために

できるだけ少人数で
お店での滞在時間をできるだけ短く
混雑を避けて

一人ひとりの気づかいで、できるだけ
「密」を減らし、気持ちよく買い物を
しましょう！

食料品についてのお願い

必要な分だけ買う
過度な買いだめや買い急ぎは
しない
転売目的の購入はしない

食料品は十分な供給量を確保して
いるので、安心して、落ち着いた
購買行動をお願いします。

ソーシャル
ディスタンス

咳エチケット
マスクの着用

「密」をさけるこまめな換気

22020
9.1広報3 2020

9.1 広報

新型コロナウイルス感染症 3つの経済対策を実施します！

商工振興課　☎ 76‐1112
※ PayPay、auPay への加入についての詳細は商工振興課へお問い合わせください。

商工振興課 ☎ 76‐1112

商工会議所　☎ 72‐1111

実施期間

実施期間

実施期間

10月1日～ 10月31日

11月1日～令和3年2月28日

対象店舗でキャッシュレス決済（PayPay、auPay）を行った場合に、
支払金額の 10％相当のポイントを還元します。
※1回の支払いにつき上限 1,000 円、期間中に最大 5,000 円まで還元が受けられます。

市内の対象飲食店で使用できるプレミアム率 100％の食事券を発行します。
※1セット 5千円で 1万円分の食事券を 2万セット販売します。（上限1人 1セット※応募多数の場合は抽選）
※食事券等購入希望の方への申込予約および購入方法については、広報こまき 9月 15日号でお知らせします。

事業者の支援と市民生活の下支えをするため、プレミアム率 30%の商品券を発行します。
※ 1セット 1万円で 1万 3千円分の商品券を 15万セット販売します。（上限 1人 5セット※応募多数の場合は上限数調整）
※購入希望の方への申込予約および購入方法については、広報こまき 9月 15日号でお知らせします。

市内飲食店、小売店、サービス業（大型店、チェーン店（コンビニ等）除く）で
PayPay、auPay と契約している店舗

市が定める新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施する市内飲食店
※対策を実施する店舗にはステッカーを交付して掲示していただきます。

申込書（市ホームページに用意）に必要事項を記入の上、商工振興課まで郵送（〒 485‐8650
住所不要）

申込書（商工会議所ホームページに用意）に必要事項を記入の上、商工会議所まで郵送
（〒 485‐8552　小牧 5‐253）

市内小規模店舗、中型・大型小売店舗

みんなで小牧を応援しよう！

問合先
商工振興課
（☎76‐ 1112）

事業概要

対象店舗

問合せ

事業概要

事業概要

対象店舗

対象店舗

加盟方法

加盟方法

問合せ

問合せ

10％還元

プレミアム率100％

プレミアム率 30％

こまき応援食事券

参加加盟店を参加加盟店を
募集します！募集します！

こまきプレミアム商品券
12月1日～令和3年5月31日

2

3

　新型コロナウイルス感染症の拡大は、多くの飲食店や小売・サービス店において深刻な売り上げ減を
もたらし、経済は疲弊しています。そこで市は、飲食店や小売店を地域全体で応援するため、経済対策
として以下の 3つの事業を行います。
　事業の実施に向けて、各事業に参加いただける市内事業者の方を募集します。
　また、各事業の詳細については広報こまき 9月 15日号および 10月 1日号でお知らせします。
※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、実施時期・実施方法などが変更または中止になる場合が
あります。

こまき応援キャッシュレス決済ポイント還元1
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の裏側を取材して

広報こまきに記事

を載せよう！

問合先 広報広聴課　〒 485‐8650（住所不要）☎ 76‐1101

詳細・申込はこちら

過年度の様子はこちら

ケーブルテレビ番組
市政だより

広報こまき
令和元年9月 15日号

「パ
ークアリーナ小牧

」 「 市 民 会 館

」

Or

9 月 1日㈫～ 22日（火・祝）（必着）までに下記申込フォームから申込
または参加申込用紙（市ホームページ、広報広聴課に用意）に
必要事項を記入し郵送または直接広報広聴課
※応募者多数の場合は初回の方を優先し、抽選の上決定

▲申込フォーム▲市ホームページ

対象は小学 5・6年生の皆さん

こどもこども
市民市民 レポーター大募集！レポーター大募集！

【応募前に必ずご確認ください】
事前説明会・取材・編集作
業の日程等詳細はこちら
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防災メモ

　台風、地震等の災害についての認識
を深め、それらの災害に対処する心構
えを準備するためとして、毎年９月
１日は防災の日とすることが昭和35年
に制定されました。
　今一度家族で避難所の場所を確認し
ておく、連絡手段を確保しておく、備
蓄品を確認するなど災害に対しての備
えをしてください。

9月1日は防災の日！
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市からの
　お知らせ

上下水道業務課（☎ 79‐1320）

水道の料金徴収等を
民間業者に委託します

水道事業の効率的運営を図るため、10月 1日㈭
からこれまでの検針業務に加え、料金徴収業務や
開栓・中止業務等を民間業者に委託します。
受託業者　フジ地中情報株式会社 名古屋支店
業務場所　上水道管理センター
　　　　　上下水道業務課お客様センター
※ 受託業者は、従事者証を携帯しています。不審なと
きは従事者証の提示を求めるか上下水道業務課まで
ご連絡ください。

都市計画課（☎ 39‐6534）
空き家の実態調査を実施します

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づ
き、市内全域の空き家の状況を把握する実態調査
を実施します。調査期間中、調査員証を携えた委
託業者が外観からの調査を行います。敷地の中に
は立ち入りませんので、ご理解とご協力をお願い
します。
調査期間　９月１日㈫～11月 30日㈪
委託業者　名古屋市熱田区沢上２‐１‐32
　　　　　株式会社ゼンリン　名古屋営業所

令和２年国勢調査を実施します

国勢調査は、2020年（令和２年）10月１日現在、
日本に住んでいるすべての人・世帯が対象です。
９月中旬から、調査員がみなさまのお宅を訪問し、

調査書類を郵便受けに入れるなどしてお配りしま
す。
回答は、できる限りインターネットでお願いしま

す（郵送も可能です）。
※この場合、調査員が調査票回収のために訪問するこ
とはありません。
国勢調査の結果は、災害時に必要な物資を備えた

り、コンビニの出店計画に利用されるなど、わたし
たちの生活の身近なところに役立てられています。
国勢調査では、新型コロナウイルス感染症の感染

防止のため、調査書類の配布や調査票の受け取りを、
できる限り、みなさまと調査員が対面しない非接触
の方法で行うようにしています。ご理解とご協力を
お願いします。
▶インターネット回答期間

９月14日㈪～10月７日㈬
▶調査票（紙）での回答期間

10月１日㈭～10月７日㈬
■ インターネット回答の推進
• 24 時間いつでもかんたんに３ステップで回答で
きます。（①アクセス　②ログイン　③回答）

• 回答いただいた情報は、厳重なセキュリティで保
護されているので安心・安全です。

• インターネット回答は、書類を運ぶ際に発生する
CO2や事務コストを減らすことができる環境に
やさしく、経済的な回答方法です。
国勢調査については、「国勢調査

2020総合サイト」をご覧ください。
https://www.kokusei2020.go.jp/

　みらいちゃん

総務課（☎ 76‐1106）

センサスくん
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９月定例会のお知らせ
議会事務局（☎ 76‐1168）

９月定例会は、９月４日㈮に開会予定です。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、議事日
程が変更となる場合がありますので、詳細は市議会
ホームページでお知らせします。

※傍聴につきましては、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、極力控えていただきますようお願い
します。
※市議会のホームページでは本会議および委員会のライ
ブ中継・録画配信をしていますので、ご利用ください。


