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※ 本資料は、関係機関等のホームページ掲載情報を令和5年1月10日時点で当センターが収集･整理

したものです。掲載情報については、随時、追加･変更してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀行政監視行政相談センターでは、新型コロナウイルス感染症に関して、電話等により様

々なお問合せやご相談を受け付けております。各種支援に関する情報を提供しておりますの

で、お困りになっていることがありましたら、お気軽にご利用ください。 

※ 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、当分の間、来所以外の電話、インターネ

ット、ＦＡＸ及び郵便によるご相談にご協力をお願いいたします。 

 

● 電話による相談受付：平日 8：30～17：15（同時間帯以外は留守番電話対応） 

 

 

 

● インターネットによる相談受付（右のＱＲコードからアクセスできます。） 

   URL：https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html 

 

● ＦＡＸによる相談受付 ０９５２－２２－２６５２ 

 

● 郵便による相談受付 以下に記載の住所に送付 

新型コロナウイルス感染症に 

関する相談窓口等情報 

（ガイドブック） 

総務省 佐賀行政監視行政相談センター 
〒８４０－００４１ 

佐賀市城内２丁目10番20号  佐賀合同庁舎３階 

電 話：０９５２-２２-２６５１ 

       総務省の行政相談窓口（全国共通番号）:０５７０-０９０１１０ 

行政相談専用ダイヤル ０９５２-２５-１１００ 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
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23 月次支援金(P14)※終了 

24 事業復活支援金(P15)※終了 

25 両立支援等助成金(P15)※終了 

 

26 小学校休業等対応助成金・支援金(P16) 

27 Ｇｏ Ｔｏキャンペーン事業(P17) 

 

 

 

 

  

 

１ 受診・相談センター（佐賀県）(P1) 

2  新型コロナワクチンの相談窓口(P2) 

3  一般相談窓口（厚生労働省）(P4) 

感染の疑い･ワクチンのこと 

 

4 特別定額給付金(P5)※終了 

5 住居確保給付金(P5)  

6 住宅金融支援機構の住宅ローン(P6)  

7 新型コロナウイルス感染症対応休業 

 支援金・給付金(P6) 

8 家計が急変した学生等への学費等 

支援(P7) 

9  傷病手当金(P8) 

10 生活福祉資金の特例貸付(P8)※終了 

11 新型コロナウイルス感染症生活 

困窮者自立支援金(P9) 

12 母子父子寡婦福祉資金貸付金(P9) 

13 低所得の子育て世帯に対する 

 子育て世帯生活支援特別給付金(P10) 

14 子育て世帯への臨時特別給付(P11) 

15 住民税非課税世帯等に対する 

 臨時特別給付金(P11) 

 

16 持続化給付金(P12)※終了 

17 雇用調整助成金の特例(P12) 

18 佐賀県時短要請協力金(P12) 

19 第3次佐賀型中小事業者応援金 

 (P13)※終了 

20 家賃支援給付金(P13)※終了 

21 金融相談窓口(P13) 

22 緊急事態宣言の影響緩和に係る 

 一時支援金(P14)※終了 

      お金のこと 

 

28 国税の納税猶予･申告(P20) 

29 県税の納税猶予(P20) 

30 運転免許証の更新(P21)※終了 

31 海技免状・小型船舶操縦免許証等 

 の弾力的運用(P21) 

32 国民年金保険料の免除制度・ 

猶予制度(P21) 

33 介護保険料の減免・猶予(P21) 

役所の手続きのこと 

目     次 

事業者の方へ 

 

 

 

個人向け 

事業者向け 

個人・事業者向け 

事業者向け 
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42 特別労働相談窓口(P26) 

43 不当な差別やいじめ、孤独・ 

孤立等(P26) 

44 消費者トラブルの相談窓口(P27) 

45 弁護士による法律相談(P27) 

46 社会保険労務士による労務管理・ 

 労働相談(P28) 

47 ＤＶ相談(P28) 

48 児童虐待に関する通告、子どもの 

 福祉に関する相談(P28) 

49 こころの電話相談(P29) 

50 テレワーク(P29) 

58 新型コロナウイルスの情報  

 （外国語対応）(P33) 

59 出入国在留管理庁への書類提出の 

期限等(P33) 

60 旅行中の外国人の困りごと相談 

 (P33) 

61 不当な差別やいじめ等(P33) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

51 首相官邸ホームページ(P31) 

52 内閣官房ホームページ(P31) 

53 佐賀県ホームページ(P31) 

54 オンライン診療(P31) 

55 自費検査(P32) 

56 学習支援コンテンツ(P32) 

57 公共料金等(P32) 

そのほかの相談 

そのほかの情報 

外国人向けの情報・相談窓口 

目     次 
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◆ 発熱等の症状、後遺症がある方専用ダイヤル TEL ０９５４－６９－１１０２ 

   （24 時間対応） 

 

◆ その他一般相談用ダイヤル TEL ０９５４－６９－１１０３ 

（24時間対応） 

・ 発熱等の症状がある場合、まずはかかりつけ医に電話で相談してください。

かかりつけ医がいない、かかりつけの病院がない方は受診・相談センターに

ご相談ください。身近な医療機関をご案内します。 

 

・ 後遺症と思われる症状がある場合、おひとりで悩まず、まずはかかりつけ

医や最寄りの医療機関、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた医療機関、

受診相談センターにご相談ください。 

 

・ 佐賀県は、濃厚接触になるかどうかを自ら確認していただく「濃厚接触チ

ェックリスト」を作成しましたので、「濃厚接触チェックリスト」を使って自

ら確認していただき、濃厚接触に該当すると判断された場合は、5日間の自宅

待機等のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 【濃厚接触チェックリストのダウンロード】 

 https://www.pref.saga.jg.jp/kiji00383300/index.html 

 

※ 医療機関を受診される方は、できる限り濃厚接触チェックシートをご持参

ください。 

 

◆ 無症状者を対象とした無料検査 TEL ０９５２－２５－７０７５ 

 （実施期間：令和4年1月6日（木）～令和5年1月31日（火）） 

・ 県内在住で、感染に不安がある方を対象に、新型コロナウイルス感染症の

無料検査を実施しています。詳しい内容、検査場所等については、上記問合

せ先にご確認いただくか、ホームページをご確認ください。 

 

 【無症状者を対象とした無料検査についての佐賀県のホームページ】 

 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00384147/index.html 

感染の疑い･ワクチンのこと 

１ 受診・相談センター（佐賀県） 

https://www.pref.saga.jg.jp/kiji00383300/index.html
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00384147/index.html
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※ なお、検査を希望される方が多いことに加え、全国的な検査キットや試薬

の不足により、ご希望の検査日や検査実施場所で検査できない場合がござい

ますのでご了承ください。 

 

◆ 陽性者登録センター TEL ０５０－２０１８－３１８０（9:00～18:00） 

・ 薬局等での無料検査や自主検査の結果が陽性であった方、医療機関で陽性

と診断され、発生届の対象外となった方を対象に、陽性者登録の受付を行い

ます。詳しい内容、陽性者登録フォーム等につきましては、ホームページを

ご確認ください。 

 

【薬局等での無料検査や自主検査で陽性となった方】 

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00387453/index.html 

 

【医療機関で陽性と診断され、発生届の対象外となった方】 

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00387537/index.html 

 

 

 

 

 

 ◆ 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 

TEL ０１２０－７６１７７０（9:00～21:00、土曜・日曜・祝日も対応） 

    ・ 厚生労働省ホームページ 

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html 

 

◆ 新型コロナウイルスワクチン副反応等相談センター（佐賀県設置） 

【日本語での相談】 TEL ０９５４－６９－１１０５ 

（8:30～20:00、土曜・日曜・祝日も対応） 

・ 服薬中やアレルギーがある場合のワクチン接種の可否、接種後の体調悪

化など 

 

【筆談での相談】 FAX ０９５２－２５－７２６８ 

（開庁日 8:30～17:00） 

※ 対応する相談は上記の「日本語での相談」と同様 

 

【多言語での相談】TEL ０９２－２８６－６８２３ 

（8:30～20:00、土曜・日曜・祝日も対応） 
  対応言語 ： 英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語、ポ

ルトガル語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、マレー語、ミャ

ンマー語、クメール語、モンゴル語、シンハラ語、ヒンディー語（計 20 言語） 

※ 対応する相談は上記の「日本語での相談」と同様 

2 新型コロナワクチンの相談窓口 

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00387453/index.html
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00387537/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
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◆ ワクチン接種に係る佐賀県内市町のコールセンターの情報 
   ※ 市町のワクチン接種に係る詳細な情報は、市町のホームページを参照してください。 

市町名 接種予約電話番号 受付時間 その他相談電話番号 受付時間 

佐賀市 0952-41-2160 平日 9:00～17:00 

日曜 9:00～16:00 

0952-27-8755 平日 9:00～17:00 

ＨＰ https://www.city.saga.lg.jp/main/67806.html 

唐津市 0955-51-8600 平日 9:00～18:00 0955-53-8089 平日 8:30～17:15 

ＨＰ https://www.city.karatsu.lg.jp/corona/kenko/kenko/coronavaccine_index.html 

鳥栖市 ワクチン接種を実施する鳥栖市内の 

各医療機関に直接予約ください。 

0570-060-500 平日8:30～20:30 

ＨＰ https://www.city.tosu.lg.jp/site/coronavirus/48947.html 

多久市 0120-468-356 平日 9:00～17:00 0952-75-3355 平日 8:30～17:15 

ＨＰ https://www.city.taku.lg.jp/site/shingatakoronakansensyou/list61-284.html 

伊万里市 0120-468-356 平日9:00～17:00 0120-468-356 平日9:00～17:00 

ＨＰ https://www.city.imari.saga.jp/17849.htm 

武雄市 0120-947-694 9:30～17:00 0120-947-694 9:30～17:00 

ＨＰ http://www.city.takeo.lg.jp/colona_wakuchin/index.html 

鹿島市 ワクチン接種を実施する鹿島市内の 
各医療機関に直接予約ください。 

0954-68-0002 平日8:30～17:15 

ＨＰ https://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/22184.html 

小城市 0120-976-497 平日 9:30～17:00 0120-976-497 平日 9:30～17:00 

ＨＰ https://www.city.ogi.lg.jp/main/35796.html 

嬉野市 ワクチン接種を実施する嬉野市内の 

各医療機関に直接予約ください。 

0954-66-9120 平日8:30～17:15 

ＨＰ https://www.city.ureshino.lg.jp/kenko/chui/_25718/_27081.html 

神埼市 0570-020-520 平日9:00～17:00 0570-020-520 平日9:00～17:00 

ＨＰ https://www.city.kanzaki.saga.jp/main/12987.html 

吉野ヶ里町 0120-468-356 平日9:00～17:00 0952-37-0346 平日9:00～17:00 

ＨＰ https://www.town.yoshinogari.lg.jp/lifeinfo/soshiki/kodomo_hoken/1/3/1/2065.html 

基山町 0942-85-7056 平日9:00～17:00 0942-85-7056 平日9:00～17:00 

ＨＰ https://www.town.kiyama.lg.jp/kiji0033211/index.html 

上峰町 0120-113-567 平日9:00～17:00 0120-113-567 平日9:00～17:00 

ＨＰ https://www.town.kamimine.lg.jp/kiji003703/index.html 

みやき町 0120-968-693 9:30～17:00 0120-968-693 9:30～17:00 

ＨＰ https://www.town.miyaki.lg.jp/kenko/iryo/_1920/_4097.html 

玄海町 0120-661-553 平日 8:30～19:00 0120-661-553 平日 8:30～19:00 

ＨＰ https://www.town.genkai.lg.jp/site/korona/44529.html 

有田町 0955-25-8410 平日 9:00～17:00 0955-43-5065 平日 8:30～17:15 

ＨＰ https://www.town.arita.lg.jp/main/8780.html 

大町町 0952-82-3186 平日8:30～17:15 0952-82-3186 平日8:30～17:15 

ＨＰ http://www.town.omachi.saga.jp/post_60.html 

江北町 ワクチン接種を実施する江北町内の 

各医療機関に直接予約ください。 
0952-86-5614 平日8:30～17:15 

ＨＰ https://www.town.kouhoku.saga.jp/list00678.html 

https://www.city.saga.lg.jp/main/67806.html
https://www.city.karatsu.lg.jp/corona/kenko/kenko/coronavaccine_index.html
https://www.city.tosu.lg.jp/site/coronavirus/48947.html
https://www.city.taku.lg.jp/site/shingatakoronakansensyou/list61-284.html
https://www.city.imari.saga.jp/17849.htm
http://www.city.takeo.lg.jp/colona_wakuchin/index.html
https://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/22184.html
https://www.city.ogi.lg.jp/main/35796.html
https://www.city.ureshino.lg.jp/kenko/chui/_25718/_27081.html
https://www.city.kanzaki.saga.jp/main/12987.html
https://www.town.yoshinogari.lg.jp/lifeinfo/soshiki/kodomo_hoken/1/3/1/2065.html
https://www.town.kiyama.lg.jp/kiji0033211/index.html
https://www.town.kamimine.lg.jp/kiji003703/index.html
https://www.town.miyaki.lg.jp/kenko/iryo/_1920/_4097.html
https://www.town.genkai.lg.jp/site/korona/44529.html
https://www.town.arita.lg.jp/main/8780.html
http://www.town.omachi.saga.jp/post_60.html
https://www.town.kouhoku.saga.jp/list00678.html
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白石町 ワクチン接種を実施する白石町内の 

各医療機関に直接予約ください。 
0120-947-694 9:30～17:00 

ＨＰ https://www.town.shiroishi.lg.jp/jyuumin/kenkou/kansen/colona_wakuchin.html 

太良町 0120-947-694 9:30～17:00 0954-69-0567 平日8:30～12:00 

  13:00～17:15 

ＨＰ https://www.town.tara.lg.jp/kenkou/_1662/_2050/_4274/_4191.html 

 

 

◆ ワクチン接種の予約が取れないなどでお困りの方へ 

  TEL ０９５２－２５－７６１７ （平日 9:00～17:00） 

 
◆ 新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン 

TEL ０１２０－７９７－１８８（10:00～16:00、土曜・日曜・祝日も対応） 

・ ワクチン詐欺に関する消費者トラブルについて相談を受付 

 

◆ 新型コロナワクチン接種証明書アプリ 

・ 新型コロナワクチン接種証明書は、日本の予防接種法に基づく新型コロナ

ワクチン接種の事実を公的に証明するものです。ご利用にはマイナンバーカ

ードが必要です。詳細はデジタル庁のホームページをご確認ください。 

 

【新型コロナワクチン接種証明書アプリについてのデジタル庁のホームページ】 

https://www.digital.go.jp/policies/vaccinecert 

 

 

 

 

◆ 新型コロナウイルス感染症の一般相談窓口（コールセンター） 

・ 厚生労働省 TEL ０１２０－５６５６５３ 

日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 9:00～21:00 

タイ語 9:00～18:00 

ベトナム語 10:00～19:00 

（土曜・日曜・祝日も対応）  

 

※ 聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご

覧ください。 

 【一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページ】 

https://www.jfd.or.jp/ 

  

3 一般相談窓口（厚生労働省） 

https://www.town.shiroishi.lg.jp/jyuumin/kenkou/kansen/colona_wakuchin.html
https://www.town.tara.lg.jp/kenkou/_1662/_2050/_4274/_4191.html
https://www.digital.go.jp/policies/vaccinecert
https://www.jfd.or.jp/
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・ 感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行

うため、特別定額給付金を支給（一人につき10万円） 

 

・ 特別定額給付金ポータルサイトに掲載していた特別定額給付金に関する情報は、

以下の総務省ホームページに移行しました。 

【総務省ホームページ】 

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-

19/kyufukin.html 

 

※ 特別定額給付金コールセンターは受付を終了しました。  

※ 佐賀県内の全市町は申請期限が終了しました。  

 

 

 

 

◆ 住居確保給付金相談コールセンター 

TEL ０１２０－２３－５５７２ 9:00～17:00(平日) 

・ 主たる生計維持者が離職･廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任･都

合によらず給与等を得る機会が、離職･廃業と同程度まで減少している場合にお

いて、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額（生活保護制度の

住宅扶助額）を上限に実際の家賃額を原則3か月間（延長は2回まで最大9か月間）

支給 

 

 ※ 令和3年1月1日以降は、場合により最長で12か月まで延長することが可能 

 

 

居住地 申請・相談窓口 

佐賀市 佐賀市生活福祉課福祉・就労支援室 

TEL 0952-40-7264 

唐津市 唐津市生活自立支援センター 

TEL 0955-58-8620 

鳥栖市 鳥栖市生活自立支援センター 

TEL 0942-85-8538 

お金のこと 

4 特別定額給付金(申請期限終了) ※個人向け 

 

 

 

 

 

 

 

5 住居確保給付金（生活困窮者支援） ※個人向け 

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
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多久市 多久市生活自立支援センター 

TEL 0952-75-3593 

伊万里市 伊万里市役所 福祉課 

TEL 0955-23-2120 

武雄市 武雄市生活自立支援センター 

TEL 0954-26-0708 

鹿島市 鹿島市生活自立支援センター 

TEL 0954-62-2447 

小城市 小城市生活自立支援センター 

TEL 0952-73-2700 

嬉野市 嬉野市生活自立支援センター 

TEL 0954-66-9131 

神埼市 神崎市生活自立支援センター 

TEL 0952-97-6730 

県内の町 佐賀県生活自立支援センター 

TEL 0952-20-0095 

 

 

 

 

 

・ 住宅金融支援機構の住宅ローンの返済が困難となった方への今後の返済の相談

を受付 

※ 返済中の金融機関へご相談ください。 

 

 

 

 

 

◆ 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 

TEL ０１２０－２２１－２７６ 8:30～20:00（平日） 

               8:30～17:15（土日・祝日） 

・ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業さ

せられた労働者のうち、主に以下の条件に当てはまる方で、その休業に対す

る賃金（休業手当）を受けることができない方に、休業前賃金の 6 割（※）

を休業実績に応じて支給 

（※） 令和 4 年 11 月までの休業については、8 割 

 

①   令和 4 年 7 月 1 日から 5 年 3 月 31 日までに事業主が休業させた中小企

業の労働者 

② 令和 4 年 7 月 1 日から 5 年 3 月 31 日までに事業主が休業させた大企業の

シフト労働者等のうち、休業期間中の賃金（休業手当）の支払いを受ける

ことができなかった労働者（注） 

 （注）雇用保険被保険者ではない方も対象 

6 住宅金融支援機構の住宅ローン ※個人向け 

7 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 ※個人向け 
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・ 申請方法はオンライン、郵送の 2 種類（詳細は以下のＨＰ参照） 

  【厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ＨＰ】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 

 

 
･ 休業支援金・給付金の申請期限 

休業した期間 申請期限（郵送の場合は必着） 

令和4年7月～9月 令和4年12月31日（土） 

令和4年10月～11月 令和5年2月28日（火） 

令和4年12月～令和5年1月 令和5年3月31日（金） 

令和5年2月～3月 令和5年5月31日（水） 

   （注）1 申請開始日は休業した期間の翌月初日（例：12月の休業の場合は1月1日から申請可能） 

2 既申請分の支給（不支給）決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方は、支

給（不支給）決定が行われた日から1か月以内に申請があれば受付可能 

3 オンライン又は郵送で申請期限内に申請していれば、申請書類の不足等でシステムや郵送

により返送を受けたものを申請期限後に再提出する場合であっても、申請期限内に申請さ

れたものとして取り扱う。 

 

 

 

 

 

◆ 日本学生支援機構 奨学金相談センター 

TEL ０５７０－６６６－３０１ 平日9:00～20:00（通話料がかかる） 

  ※ 奨学金の貸与・給付及び返還に関する相談に対応しています。申込手続のスケジュー

ルや個別の提出書類は、在学中の学校の学生課や奨学金窓口へお問合せください。 

 

・ 給付奨学金の家計急変採用 

予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映され

る前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たす

ことが確認されれば給付奨学金の支援対象となります。 

※ すでに大学等に在学している人が対象です。 

 

・ 貸与型奨学金 

   ○ 緊急採用･応急採用奨学金制度 

   ○ 緊急特別無利子貸与型奨学金 

 

申込内容の詳細は、以下のＨＰ参照 

【日本学生支援機構ＨＰ】 

https://www.jasso.go.jp/news/1194803_1579.html 

 

 

8 家計が急変した学生等への学費等支援 ※個人向け 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.jasso.go.jp/news/1194803_1579.html


令和 5年 1月 10 日＜第 17 版＞ 

- 8 - 

・  学生等の学びを継続するための緊急給付金 

 新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯収入・アルバイト収入の減少により、学

生生活にも経済的な影響が及んでいる中で、大学等での修学の継続が困難になってい

る学生等が修学をあきらめることがないよう、10万円の現金を支給する事業です。 

※ 申請については、順次各大学等において受付を開始します。申請締め切り日を在

学校に必ず確認し、募集時期を逃さないよう注意してください。 

 

 

 

 

 

◆ 協会けんぽ佐賀支部 TEL ０９５２－２７－０６１１（代表） 

・ 被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事

業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金の支給対象 

・ 手続方法や支給要件などの詳細は、協会けんぽ佐賀支部まで 

 

 

 

 

 

◆ 個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター 

TEL ０１２０－４６－１９９９  平日9:00～17:00 

・ 生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金について特例貸付を

実施 

 

【緊急小口資金（主に休業された方向け）】 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、

緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯を対象に、20万円以

内を上限額として貸付 

（据置期間：1年以内、償還期限：2年以内、利子：無利子、保証人：不要） 

 

【総合支援資金（主に失業された方等向け）】 

新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮

し、日常生活の維持が困難となっている世帯を対象に、①二人以上の世帯は月

20万円以内、②単身世帯は月15万円以内を上限額（貸付期間は原則3月以内）と

して貸付 

（据置期間：1年以内、償還期限：10年以内、利子：無利子、保証人：不要） 

 

※ 緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)については令和4年9月末日で、総

合支援資金(再貸付)の申請については令和3年12月末日をもって終了しました。 

 

9 傷病手当金 ※個人向け 

10 生活福祉資金の特例貸付(申請期限終了) ※個人向け 
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◆ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター 

TEL ０１２０－４６－８０３０ 平日9:00～17:00 

・ 緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯

や、再貸付について不承認とされた世帯等に対し、収入や資産、求職等の要件

を満たす場合に支給（【月額】単身世帯：6万円、二人世帯：8万円、3人以上

世帯：10万円）。支給期間は令和3年7月以降の申請月から3か月（申請受付は

令和4年12月末日まで） 

 

※ 受給期間が終了した世帯に対し、再支給が可能となります（申請受付は令和

4年12月末日まで）。支給額と支給期間は、初回の支給と同じです。詳しくは、

お住まいの自治体のホームページをご確認ください。 

 

 

 

 

・ 母子家庭、父子家庭及び寡婦の生活安定と児童の福祉を図るため、各種資金の

貸付を実施 

※ お住まいの県福祉事務所・市福祉事務所へご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 母子父子寡婦福祉資金貸付金 ※個人向け 

11 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 ※個人向け 



令和 5年 1月 10 日＜第 17 版＞ 

- 10 - 

 

 

 

◆ 厚生労働省 給付金コールセンター 

TEL ０１２０－４００－９０３ 平日9:00～18:00 

 

【ひとり親世帯分】 

・ 以下の①～③のいずれかに該当する方に対し、児童1人当たり一律5万円が

支給されます。 

① 令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方（申請不要） 

② 公的年金を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支

給を受けていない方（「公的年金等」には遺族年金、障害年金、老齢年金、

労災年金、遺族補償などが該当）（要申請） 

③ 令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス

感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給し

ている方と同じ水準になっている方（要申請） 

※ 上記②又は③に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の

子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている

場合は、本給付金の支給は受けられません。 

 

【ひとり親世帯以外】 

・ 以下のいずれかに該当する方に対し、児童1人当たり一律5万円が支給され

ます。 

① 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方で

あって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方（申請不要） 

② ①のほか、対象児童（令和3年3月31日時点で18歳未満の子（障害児につ

いては20歳未満））の養育者であって、以下のいずれかに該当する方（要

申請） 

・ 令和4年度分の住民税非課税均等割が非課税である方 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分

の住民税非課税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる

方 

 

詳細については、上記コールセンター又はお住まいの市町村にお問い合わせ

ください。 

【子育て世帯生活支援特別給付金についての厚生労働省ホームページ】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html 

13 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 

※個人向け 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html


令和 5年 1月 10 日＜第 17 版＞ 

- 11 - 

 

 

◆ 内閣府 子育て世帯への臨時特別給付コールセンター 

  TEL ０１２０－５２６－１４５ 9:00～20:00（土曜・日曜・祝日含む） 

・ 児童を養育している者の年収が960万円以上（扶養親族等が児童2人と年収

103万円以下の配偶者の場合の目安）の世帯を除き、0歳から高校3年生までの

子ども（平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童）に1人

当たり10万円相当の給付を行う。 

 

・ 実施主体は市町村で、地域の実情に応じて以下の①～③から選択して実施

されます。 

 

① 先行給付金（5万円）と追加給付金（5万円）の組合せ 

② 先行給付金（5万円）とクーポン給付（5万円相当）の組合せ 

③ 一括給付金（10万円） 

 

詳細については、上記コールセンター又はお住まいの市町村にお問い合わせ

ください。 

 

 

 

 

◆ 内閣府 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター 

  TEL ０１２０－５２６－１４５ 9:00～20:00（土曜・日曜・祝日除く） 

・ 以下に該当する方に対し、1世帯当たり10万円の現金が給付されます（生活

保護世帯も対象であり、給付金は収入認定されません）。 

 基準日（令和3年12月10日）において世帯全員の令和3年度分又は令和4年度

分の住民税均等割が非課税である世帯（住民税が課税されている者の扶養

親族等のみからなる世帯を除く。） 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、上記世帯と同

様の事情にあると認められる世帯分の申請は、令和4年9月末日に終了しま

した。 

 

実施主体は市町村であり、給付時期は市町村によって異なります。 

詳細については、上記コールセンター又はお住まいの市町村にお問い合わせ

ください。 

14 子育て世帯への臨時特別給付 ※個人向け 

15 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 ※個人向け 
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◆ 持続化給付金事業コールセンター 

TEL ０１２０－２７９－２９２ 8:30～19:00(土・祝日を除く) 

  ※ ＩＰ電話等 ０３-６８３２-６６３１(通話料がかかる。) 

 
・ 特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とな

る事業全般に広く使える給付金 
 
 

 

 

 
◆ 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金･支援金コールセン

ター 
   TEL ０１２０－６０－３９９９ 9:00～21:00（土曜日・日曜日・祝日含む） 

 

◆ 佐賀労働局職業対策課 TEL ０９５２－３２－７１７３ 

・ 「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るた

めに、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整（休業）」を実施する事業主

に対して休業手当などの一部を助成するもの。事業主が労働者を出向させる

ことで雇用を維持した場合も支給対象 

 

 

 

 

 

◆ 時短要請協力金相談センター 

  T E L  ０９５２－９７－９４８６  

   メール jitan@pref.saga.lg.jp 
 

 【第 7 期時短営業要請期間】 

  令和 4 年 1 月 27 日（木）～令和 4 年 2 月 20 日（日） 

 【第 8 期時短営業要請期間】 

  令和 4 年 2 月 21 日（月）～令和 4 年 3 月 6 日（日） 

 

※ 時短営業要請期間中の全ての日において、要請に応じ営業時間短縮（休

業を含む）を行った飲食店に対して、『佐賀県時短営業要請協力金』を交

付。1 日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませ

ん。 

 

16 持続化給付金(申請期限終了) ※事業者向け 

17 雇用調整助成金の特例 ※事業者向け 

18 佐賀県時短要請協力金(申請期限終了) ※事業者向け 



令和 5年 1月 10 日＜第 17 版＞ 

- 13 - 

 【要請内容】 

  ・“佐賀支え愛”感染対策認証店 

営業時間を5時から21時までとすること（酒類提供可能） 

※ 通常の閉店時間が20時から21時までの認証店が、20時閉店に営業時間を

短縮した場合も協力金の対象となります。 

（通常20時閉店の店舗は対象外） 

  ・ 認証店以外 

   営業時間を5時から20時までとすること 

（終日、酒類の提供、持込み不可） 

（通常20時閉店の店舗は対象外） 

 

  交付額、対象店舗、手続等の詳細は以下の佐賀県ＨＰ参照 

   【佐賀県ＨＰ】 

    https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00384357/index.html 

 

 

 

 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にある中小企業に対

し、1 事業者当たり法人 20 万円、個人事業主 15 万円を交付 

対象事業者・対象要件、手続等の詳細は以下の佐賀県ＨＰ参照 

【佐賀県ＨＰ】 

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380542/index.html 

 

 

 

 

 

※ 家賃支援給付金については、新規申請･不備修正の受付、給付要件を満たす申

請に対する給付金の振込等の給付事業がすべて終了しました。 

  また、給付事業の終了に伴い、「家賃支援給付金ポータルサイト」も閉鎖して

おります。 

 

 

 

 

◆ 福岡財務支局    TEL ０９２－４３３－８０６６ 平日9:00～17:00 

・ 金融機関等との取引に係る相談 

 

 

 

 

20 家賃支援給付金(申請期限終了) ※事業者向け 

19 第3次佐賀型中小事業者応援金(申請期限終了) ※事業者向け 

21 金融相談窓口 ※事業者向け 

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00384357/index.html
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380542/index.html
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◆ 一時支援金事務局相談窓口 

＜申請者専用＞ 

    TEL ０１２０－２１１－２４０ 8:30～19:00（土曜日・日曜日・祝日含む） 

    ＩＰ電話等 ０３-６６２９-０４７９（通話料がかかる） 

   

・ 業種や地域を問わず、以下①、②を満たす事業者に給付（上限：中小法人

等60万円/月、個人事業者等30万円/月） 

① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けてい

ること 

② 令和元年比又は令和2年比で、令和3年の1月、2月又は3月の売上が50％以

上減少していること 

 

※ 経済産業省ＨＰ 

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html 

 

 

 

 

 

◆ 月次支援金事務局相談窓口 

＜申請者専用＞ 

    TEL ０１２０－２１１－２４０ 8:30～19:00（土曜日・日曜日・祝日含む） 

    ＩＰ電話等 ０３-６６２９-０４７９（通話料がかかる） 

 

  ・ 業種や地域を問わず、以下①、②を満たす事業者に給付（上限：中小法人等

20万円/月、個人事業者等10万円/月） 

   ① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業･時短営業又は外出自

粛等の影響を受けていること 

   ② 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受

けて月間売上が令和元年又は令和2年の同じ月と比べて50％以上減少していること 

 

※ 経済産業省ＨＰ 

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html 

 

 

 

 

 

22 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(申請期限終了) 

※事業者向け 

 

23 月次支援金(申請期限終了) ※事業者向け 

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
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◆ 事業復活支援金事務局相談窓口 

  ＜申請者専用＞ 

TEL ０１２０－７８９－１４０ 8:30～19:00（土曜・日曜・祝日含む） 

IP電話等 ０３－６８３４－７５９３（通話料がかかる） 

＜登録確認機関専用＞ 

TEL ０１２０－８８６－１４０ 8:30～19:00（土曜・日曜・祝日含む） 

IP電話等 ０３－４３３５－７４７５（通話料がかかる） 

 

  ・ 新型コロナウイルス感染症の影響で令和3年11月～令和4年3月のいずれかの

月の売上高が、平成30年11月～令和3年3月の任意の同じ月の売上高と比較し

て50％以上又は30％～50％未満減少した中小法人・個人事業者に給付（売上

高減少率50％以上の場合の上限：中小法人等250万円、個人事業者等50万円

／売上高減少率30％～50％未満の場合の上限：中小法人等150万円、個人事

業者等30万円） 

 

※ 経済産業省HP 

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html 

 

 

 

 

 

◆ 申請先･問合せ先 

本社を管轄する都道府県労働局雇用環境･均等部（室） 

   ※ 本助成金は事業所単位ではなく、事業主単位での申請 

 

  ・ 新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通

う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇（労働基準法

上の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主への助成金（一人当たり5万円、

1事業主につき10人まで（上限50万円））。育児休業等支援コース（新型コロ

ナウイルス感染症対応特例）については、令和3年9月30日までに取得した休暇

が対象。 

 

 

 

 

 

 

 

24 事業復活支援金(申請期限終了) ※事業者向け 

 

25 両立支援等助成金(申請期限終了) ※事業者向け 

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
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◆ 問合せ先 

   雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセン

ター 

  TEL ０１２０－８７６－１８７ 9:00～21:00（土曜・日曜・祝日含む） 

 

・ 労働者を雇用する事業主の方 

小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である

労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、令和4年10月1日から令和5年

3月31日までの間に、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給

休暇を除く）を取得させた事業主に対する助成金 

 

【申請期限】 

有給休暇を取得した日 申請期限 

令和4年10月1日～11月30日 令和5年1月31日（火）（必着） 

令和4年12月1日～令和5年3月31日 令和5年5月31日（水）（必着） 

※  消印が申請期限内であっても、都道府県労働局への到達日が申請期限を徒

過していた場合は申請期限内に申請したとは認められません。 

 

【申請書類の提出先】 

本社等の所在地を管轄する都道府県労働局雇用・環境均等部（室） 

※簡易書留や特定記録など、配達記録が残る方法での郵送にて提出 

 

・ 委託を受けて個人で仕事をする方 

   小学校等が臨時休業した場合等に、令和4年10月1日から令和5年3月31日まで

の間に、小学校等に通う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への支援金 

 

   【申請期限】 

仕事ができなかった日 申請期限 

令和4年10月1日～11月30日 令和5年1月31日（火）（必着） 

令和4年12月1日～令和5年3月31日 令和5年5月31日（水）（必着） 

※  消印が申請期限内であっても、受付センターへの到達日が申請期限を徒過

していた場合は申請期限内に申請したとは認められません。 

 

   【申請書類の提出先】 

   〒１３７－８６９１ 新東京郵便局私書箱１３２号 

   学校等休業助成金・支援金受付センター 宛（厚生労働省の委託事業者） 

※簡易書留や特定記録など、配達記録が残る方法での郵送にて提出 

 

 

 

 

 

26 小学校休業等対応助成金・支援金 ※個人・事業者向け 
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◆ 佐賀労働局「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」 

  TEL ０９５２－３２－７２１８  8:30～17:15 

（土曜・日曜・祝日を除く、令和5年2月28日まで） 

 ・「企業にこの助成金を利用してもらいたい」等、労働者の方からのご相談内容

に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけ等を行う 

 ・労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、新型コロ

ナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより労働者（大企業に雇

用される方はシフト制労働者等の方に限られる）が直接申請することが可能 

 

 

 

 

※ 感染拡大の状況により、対象地域などの事業内容が見直される場合があります。 

【Ｇo Ｔo トラベル事業】 

◆ Ｇo Ｔo トラベル事務局コールセンター 

  ＜一般利用者の方＞ 

   TEL ０５７０－００２－４４２  10:00～17:00（土曜・日曜・祝日除く） 

  ＜事業者の方＞ 

   TEL ０５７０－０１７－３４５  10:00～17:00（土曜・日曜・祝日除く） 

 

・ 国内旅行を対象に宿泊、日帰り旅行代金の30％を割引 

・ 平日3,000円、休日1,000円分の旅行先で使える地域共通クーポンを付与 

 

 ※ Go To トラベルは一時停止措置が継続されています。詳しくは、観光庁のＨ

Ｐ（事務局公式サイト）でご確認ください。 

※ 観光庁ＨＰ https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html 

 

 

【全国旅行支援】 

◆ GO!!佐賀旅キャンペーン 

TEL ０５７０－０６３－０３３ 10:00～17:00（土曜・日曜含む） 

 

・ 旅行商品や宿泊に対する旅行割引に加え、お土産店や観光施設などで使える地域クー

ポン券を発行し、観光需要を喚起するキャンペーン 

・ 予約期間：令和4年12月28日（水）～令和5年3月31日（金） 

・ 利用期間：令和5年1月10日（火）～令和5年3月31日（金） 

・ 旅行商品・宿泊代金割引：宿泊・旅行代金総額の20％ 

（割引上限は1人1泊あたり最大3,000円～5,000円） 

・ 地域限定クーポン：平日2,000円（旅行・宿泊代金が2,500円以上で配布） 

休日1,000円（旅行・宿泊代金が2,000円以上で配布） 

 

※ 佐賀県の観光情報ポータルサイト「あそぼーさが」 

  https://www.asobo-saga.jp/go_sagatabi/index 

27 Ｇo Ｔo キャンペーン事業 ※個人・事業者向け 

 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html
https://www.asobo-saga.jp/go_sagatabi/index
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【Ｇo Ｔo Ｅat事業】 

◆ Ｇo Ｔo Ｅatキャンペーンコールセンター 

TEL ０５７０－０２９－２００ 10:00～17:00 

（土曜日・日曜日・祝日含む。ただし、12月29日～1月3日は除く。） 

 

◆ 農林水産省大臣官房新事業･食品産業部外食･食文化課 

GoＴoＥatキャンペーン準備室 TEL ０３－６７４４－０４０２ 

 ・ 地域の飲食店で使えるプレミアム付食事券を各都道府県等の単位で販売（販売額の25％

を国が負担） 

 

  ※ 詳細は以下の食事券発行事業者ＨＰ 

    https://gotoeat-saga.jp/ 

※ 農林水産省ＨＰ 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html 

 

◆ 佐賀県内のプレミアム付食事券 

・ 「SAGAおいし～と食事券2022～やっぱり佐賀が好き～」 

   ※ 販売終了（利用期間：令和5年1月31日まで） 

＜食事券の利用者・購入者向け＞ 

利用者コールセンター 

TEL ０９５２－２７－８７５７ 平日10:00～17:00 

FAX ０５０－３７３７－７７６２  

＜加盟店向け＞ 

加盟店コールセンター 

TEL ０９５２－２７－８７５８  平日10:00～17:00 

FAX ０５０－３７３７－７７６２ 

 

 

【Ｇｏ Ｔｏイベント事業】 

・ 令和3年12月31日をもってキャンペーン期間終了 

 ※ 経済産業省ＨＰ 

  https://www.meti.go.jp/covid-19/goto-event/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gotoeat-saga.jp/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/goto-event/index.html
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【イベント割事業】 

◆ イベント割 お問合せ窓口 

   ＜チケット販売業者等専用窓口＞ 

TEL ０３－６３８４－５３４３ 

【通常時】平日10:00～17:00【東京都緊急事態宣言下】平日11:00～16:00 

＜主催者・お客様専用窓口＞ 

TEL ０５７０－００５－２７２ ※ＩＰ電話等 03-6704-4105 

（音声アナウンス後、主催者は「1」を、お客様は「2」をプッシュ） 

平日8:30～17:30、土日・祝日10:00～19:00 

 

・ チケットの割引等により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって甚

大な影響を受けている文化芸術やスポーツに関するイベントの需要喚起を目的

とした事業。 

・ 対象となるのは、全国のコンサート・展覧会・観劇・スポーツ観戦などのイ

ベントで、イベントワクワク割に参加する販売会社からチケットを購入すると、

チケットの割引（2割相当分）等の特典を付与。フィジカルに開催されるイベ

ントは、イベント参加者の接種証明書等又はPCR検査等の陰性の検査結果が確

認できることが割引の条件。 

 

※ 経済産業省ＨＰ 

  https://www.meti.go.jp/covid-19/event-wakuwaku/index.html 

 

 

【Ｇo Ｔo 商店街事業】 

・ 今後、事業内容を一部見直し、名称を「がんばろう！商店街事業」として実

施 

 

※ 経済産業省ＨＰ 

https://www.meti.go.jp/covid-19/goto-shoutengai/index.html 

 

 

【がんばろう！商店街事業（旧Ｇｏ Ｔｏ商店街事業）】 

◆ がんばろう！商店街事業 お問合せ窓口 

  TEL ０１２０－３３９－５１０ 10:00～18:00（土日・祝日を除く） 

 ・ イベント参加者の感染リスクを今まで以上に低減するため、「期間、時間、

場所」の分散化に係る取組を重点的に支援するとともに、抗原検査キット等

の購入費等を支援することで、更なる感染拡大防止対策を徹底しながら、ウ

ィズコロナの状況に対応していくために商店街等が行うイベント事業、新た

な商材開発やプロモーション制作等を支援するもの 

 

 ※ がんばろう！商店街事業 事業者向けＨＰ 

   https://gotoentry.meti.go.jp 

https://www.meti.go.jp/covid-19/event-wakuwaku/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/goto-shoutengai/index.html
https://gotoentry.meti.go.jp/
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◆ 国税局猶予相談センター  

TEL ０１２０－７８２－５３８(福岡国税局) 8:30～17：00(土日祝日を除く) 

・ 国税を一時に納付することが困難な方からの、猶予制度に関する質問や相談を受付 

 

○ 猶予申請書等の提出先（各税務署） 

・ 伊万里税務署（管轄地域：伊万里市、西松浦郡） 

TEL ０９５５－２３－３１４７ 

・ 唐津税務署（管轄区域：唐津市、東松浦郡） 

TEL ０９５５－７２－３１４１ 

・ 佐賀税務署（管轄地域：佐賀市、多久市、小城市） 

    TEL ０９５２－３２－７５１１ 

・ 武雄税務署(管轄地域:武雄市、鹿島市、嬉野市、杵島郡、藤津郡） 

      TEL ０９５４－２３－２１２７ 

・ 鳥栖税務署（管轄地域：鳥栖市、神埼市、神埼郡、三養基郡） 

TEL ０９４２－８２－２１８５ 

 

 

 

 

 

・ 財産に相当の損失を受けた方、利益の減少により納税することが困難な方等については、

納税が猶予される場合あり 

 

佐賀県税事務所 TEL ０９５２－３０－３１６２ 

（管轄区域：佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡、三養基郡） 

唐津県税事務所 TEL ０９５５－７３－１５５１ 

（管轄区域：唐津市、東松浦郡） 

武雄県税事務所 TEL ０９５４－２３－３１０３ 

  （管轄区域：武雄市、伊万里市、鹿島市、嬉野市、西松浦郡、杵島郡、藤津郡） 

 

役所の手続きのこと 

28 国税の納税猶予･申告 

29 県税の納税猶予 
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◆ 佐賀県運転免許センター TEL ０９５２－９８－２２２０ 

・ 令和3年12月28日までに期限が到来する場合、更新期間内に更新手続開始申請書を免

許センター等に提出し、延長措置を受けることで、期間が3か月間延長 

 (郵送申請可能) 

 

 

 

 

◆ 九州運輸局海上安全環境部海技資格課   TEL ０９２－４７２－３１７６ 

・ 海技免許又は操縦免許の申請は、海技試験又は操縦試験に合格した日から１年以内

にしなければならないところ、1年を超えても申請可能にする。 

・ 令和2年2月17日以降に海技免状又は操縦免許証の有効期間（5年間）が満了する者

のうち、その更新申請時において、有効期間が満了してしまっている者については、

有効期間満了日に更新申請があったものとみなす。 

 

 

 

 

 

◆ 国民年金保険料の免除制度･猶予制度について 

・ 一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合、一定の要件に該当する方は、

本人からの申請に基づき国民年金保険料の免除･猶予が適用できる場合あり 

住民登録をしている市町または年金事務所へ 

   ○ 年金事務所 

相談窓口 電話番号 FAX番号 

佐賀年金事務所 ０９５２－３１－４１９１ ０９５２－３１－０９４９ 

唐津年金事務所 ０９５５－７２－５１６１ ０９５５－７３－０１４９ 

武雄年金事務所 ０９５４－２３－０１２１ ０９５４－２３－８２４９ 

 

 

 

 

◆ 介護保険料を納付することが困難な場合の減免・猶予について 

 ・ 世帯の主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負ったとき 

・ 世帯の主たる生計維持者が失業したとき、または事業が損失を受け、収入

が著しく減少したとき 

30 運転免許証の更新（申請期限終了） 

 31 海技免状・小型船舶操縦免許証等の弾力的運用 

 32 国民年金保険料の免除制度・猶予制度 

 33 介護保険料の減免・猶予 
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相談窓口 電話番号 

佐賀中部広域連合 

業務課 賦課収納係 

０９５２－40－１１３５ 
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◆ 旅客の運行計画の変更等及び貨物輸送の経営状況に関する相談 

・  佐賀運輸支局企画輸送・監査部門  TEL ０９５２－３０－７２７１ 

 

【バス関係】 

九州運輸局自動車交通部旅客第一課 TEL ０９２－４７２－２５２１ 

    【タクシー関係】 

九州運輸局自動車交通部旅客第二課 TEL ０９２－４７２－２５２７ 

【トラック関係】 

九州運輸局自動車交通部貨物課     TEL ０９２－４７２－２５２８ 

 

 

 

 

・ 海事関係事業者から相談･要望を受け、活用可能な支援策の紹介や関係法令の

解釈･適用について、国土交通本省及び他の行政機関等とも連携の上、支援･助

言等を実施 

 

【フェリー・旅客船】 

九州運輸局海事振興部旅客課    TEL ０９２－４７２－３１５５ 

       【貨物船】 

九州運輸局海事振興部貨物課    TEL ０９２－４７２－３１５６ 

   【港湾運送】 

九州運輸局海事振興部港運課    TEL ０９２－４７２－３１５７ 

   【造船・舶用工業】 

九州運輸局海事振興部船舶産業課  TEL ０９２－４７２－３１５８ 

 

     ※ ＦＡＸ ０９２－４７２－３３０１（上記の各課共通） 

 

 

 

 

34 旅客の運行計画の変更・貨物輸送の経営状況 

事業者の方へ 

（音声ガイダンス「1」） 

35 海事関係事業者向け特別相談窓口 
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 ◆ 農林漁業者・食品関連事業者からの相談窓口 

   ・ 九州農政局企画調整室 TEL ０９６－３００－９４６１ （平日9:00～17:00） 

 

【新型コロナウイルス感染症発生時の対応・業務継続に関するガイドライン】 

 （農林水産省ホームページ） 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html 

 

 

 

 

 

 ◆ 中小企業・小規模事業者からの相談 

・ 九州経済産業局（産業部中小企業課） 

TEL ０９２－４８２－５４４７ （平日9:30～17:00） 

 

◆ 経営に支障が生じている中小企業・小規模事業者を対象にした 

経営相談窓口 

   ・ 佐賀県信用保証協会（平日9:00～17:00） 

TEL 業務統括部 保証一課  ０９５２－２４－４３４２ 

保証二課  ０９５２－２４－４３４３ 

経営支援課 ０９５２－２４－４３５０ 

    佐賀市白山2丁目1-12 佐賀商工ビル 佐賀県信用保証協会3階 

 

 

 

 

 ◆ 中小企業・小規模事業者、農林事業者等からの融資や返済の相談 

・ 日本政策金融公庫佐賀支店（平日9:00～17:00） 

TEL ０９５２－２４－７２２４（中小企業事業） 

    TEL ０５７０－０９４６１６ （国民生活事業） 

    TEL ０９５２－２７－４１２０（農林水産事業） 

 

・ 商工組合中央金庫佐賀支店 

        TEL ０１２０－５４２－７１１（平日9:00～17:00） 

   

36 農林漁業者や食品関連事業者の相談窓口 

37 中小企業・小規模事業者の相談窓口 

38 中小企業・小規模事業者、農林事業者等からの融資や返済の相談 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html
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・ 佐賀県経営支援課 

TEL ０９５２－２５－７０９３（平日8:30～17:15) 

 

 

 

 

 ◆ 事業者からの相談対応や支援策の紹介 

   九州運輸局観光部観光企画課  TEL ０９２－４７２－２３３０ 

FAX ０９２－４７２－２３３４ 

 

 

 

 

 ◆ 金融機関等との取引に係る相談 

福岡財務支局    TEL ０９２－４３３－８０６６ 9:00～17:00(平日） 

 

 

 

 

◆ 佐賀労働局労働保険徴収室 

   TEL ０９５２－３２－７１６８ 

・ 新型コロナウイルス感染症等の影響により労働保険料等の納付が困難な場合には、労

働保険料等の猶予制度が受けられる場合があります。猶予制度が認められた場合には、

猶予期間中の延滞金の免除や、財産の差押えの猶予又は解除といった効果を受けられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 宿泊事業者の経営環境の変化等についての相談窓口 

40 金融機関等との取引に係る相談（再掲21） 

41 労働保険料の納付の猶予 
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◆ 解雇・雇止めに関すること、休業となった場合の賃金に関する相談や 

事業主からの助成金、休業手当に関する相談 

・ 佐賀労働局雇用環境・均等室 

TEL ０９５２－３２－７２１８  

8:30～17:15（土曜日・日曜日・祝日を除く） 

※ 専門相談員の対応時間は9:30～17:00 

 

 

 

 

 ◆ 不当な差別やいじめ、孤独・孤立等についての相談 

・ 人権啓発センターさが 

TEL ０９５２－２５－７２２９ （平日9:00～17:00） 

  

・ みんなの人権１１０番（全国共通人権相談ダイヤル） 

TEL ０５７０－００３－１１０ （平日8:30～17:15） 

 

  ・ 子どもの人権１１０番（法務省） 

     TEL ０１２０－００７－１１０ （平日8:30～17:15） 

 

    ・ インターネット人権相談受付窓口 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html 

 

     ※ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、来庁される方々への感染拡大

防止のため、法務局・地方法務局（支局を含む）では、当分の間、できる

限りインターネット又は電話による相談をお願いしております。 

 

    ・ 24時間子供ＳＯＳダイヤル（文部科学省） 

TEL ０１２０－０－７８３１０ （土日・祝日を含む。24時間対応） 

 

 

そのほかの相談 

42 特別労働相談窓口 

43 不当な差別やいじめ、孤独・孤立等 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
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  ・ 内閣官房 孤独・孤立対策担当室 

いくつかの質問に答えていただくことにより、約150の支援制度や窓口の

中から、状況に合った支援をチャットボットで探すことができます。 

https://notalone-cas.go.jp/ 

 

 

 

              

 ◆ 新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブルについての相談 

・ 消費者ホットライン TEL １８８（近くの消費生活センターへ） 

 

  ・ 佐賀県消費生活センター  

TEL ０９５２－２４－０９９９ 

（9:00～17:00、土曜・日曜・祝日も対応、年末年始を除く） 

 

・ 新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン（再掲 2） 

TEL ０１２０－７９７－１８８（10:00～16:00、土曜・日曜・祝日も対応） 

 

 

 

 

 ◆ 弁護士による法的な悩みごとについての法律相談 

・ 事業者の方：「中小企業のためのひまわりほっとダイヤル」 

TEL ０５７０－００１－２４０ (平日 10:00～12:00、13:00～16:00) 

 

・ オンラインでのご予約や相談

https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/topic2.html 

 

※ 予約は上記の専用番号への電話又は日弁連ホームページからオンライン

で受付。予約後、担当する弁護士から折り返しの電話があり、電話での法

律相談又は面談相談の予約ができる。 

 

 ◆ ひまわりお悩み１１０番、ひまわり相談ネット 

   新型コロナウイルスに関する法律相談を無料で受け付けています。 

   TEL ０５７０－７８３－１１０ 

（令和 3 年 9 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日） 

   インターネット https://www.soudan-yoyaku.jp/ 

44 消費者トラブルの相談窓口 

45 弁護士による法律相談 

https://notalone-cas.go.jp/
https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/topic2.html
https://www.soudan-yoyaku.jp/
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◆ 佐賀県弁護士会による常設の電話相談（弁護士がその場で相談に対応） 

   TEL ０９５２－２４－３４１１ 

（毎週火・木曜日17:30～19:30、毎週土曜日13:00～15:30） 

 

 

 

 

◆ 佐賀県社会保険労務士会 

「佐賀働き方改革推進支援センター」において、働き方改革関連法に関する

電話・来所相談、訪問支援、及び関連助成金（雇用調整助成金を含む。）の相

談支援を実施 

TEL ０１２０－６１０－４６４(平日9:00～17:00) 

 

 

 

 

◆ 生活への不安やストレスなどから発生が懸念されるＤＶに関する相談 

 ・ 佐賀県ＤＶ総合対策センター（女性のための総合相談） 

   TEL ０９５２－２６ー００１８ 

（火曜～土曜：9:00～21:00、日曜・祝日：9:00～16:30） 

※月曜と年末年始は休み 

 

 ・ 内閣府による相談窓口（全国共通） 

全国共通短縮ダイヤル TEL ＃８００８ 

    ＤＶ相談＋（プラス） TEL ０１２０－２７９ー８８９ 

 

 

 

 

◆ 児童虐待の通報や、子どもの福祉に関する相談 

 ・ 児童相談所虐待対応ダイヤル  

TEL １８９（通話料無料） 

   ※電話の発信地を管轄する児童相談所につながります。 

 

 ・ 中央児童相談所（佐賀県総合福祉センター内） 

   TEL ０９５２－２６ー１２１２ 8:30～17:15（土曜・日曜・祝日含む） 

 

46 社会保険労務士による労務管理・労働相談 

47 ＤＶ相談 

48 児童虐待に関する通告、子どもの福祉に関する相談 
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 ・ 北部児童相談所（唐津保健福祉事務所２階） 

   TEL ０９５５－７３ー１１４１ 8:30～17:15（土曜・日曜・祝日含む） 

 

 ・ 児童相談所相談専用ダイヤル 

   TEL ０１２０－１８９ー７８３ 

※虐待相談以外にも子どもの福祉に関する相談を受け付けています。 

 

 

 

 

◆ 新型コロナウイルス感染拡大やその影響に関して、不安や動揺等を感じてい

る方からの相談を受付 

 ・ 新型コロナウイルス感染症に関する心の電話相談専用ダイヤル 

   TEL ０９５２－７３ー８５２２（平日8:30～17:15） 

 

 ・ 佐賀こころの電話 

   TEL ０９５２－７３ー５５５６（平日9:00～16:00） 

 

 ・ 佐賀県精神保健福祉センター 

 TEL ０９５２ー７３ー５０６０（平日8:30～17:15） 

※ 相談は無料。匿名での相談も可能（通話料はかかります。） 

 

 

 

 

◆ テレワーク総合情報サイト（総務省ホームページ） 

https://telework.soumu.go.jp/ 

 

◆ テレワークマネージャー相談事業 

   株式会社ＮＴＴデータ経営研究所テレワークマネージャー相談事業 

   事務局（総務省事業委託先） 

TEL   ０４４－２９９－７０８４（平日9:00～17:00） 

   メール twm@nttdata-strategy.com 

   

・ ＷＥＢ会議・電話または派遣訪問にて、テレワークの効果、システム導入

方法、セキュリティ対策、テレワーク導入に係る支援策等の相談に対応 

※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、状況によっては全国または一部地域で

の派遣訪問を中止し、Web会議・電話での相談のみとなる場合あり 

50 テレワーク 

49 こころの電話相談 

https://telework.soumu.go.jp/
mailto:twm@nttdata-strategy.com
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◆ テレワーク・サポートネットワーク事業 

   テレワーク・サポートネットワーク事務局 

TEL   ０４４－２９９―７０２８ 

メール  jimukyoku@teleworksupport.go.jp 

   

・ テレワークの専門家による相談会、導入に向けたセミナーを開催。テレワ

ーク導入に関する質問・困りごとへの相談・問合せへ対応 

 

◆ テレワーク相談センター（厚生労働省委託事業） 

 TEL   ０１２０－８６１００９（平日 9:00～17:00） 

 メール sodan@japan-telework.or.jp 

 

・ 企業の在宅勤務等テレワーク導入についての疑問・助成金申請手続につい

ての相談 

 

◆ 佐賀県のテレワークに関する情報案内 

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00373362/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00373362/index.html
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 ◆ 首相官邸が提供している情報 

・ 首相官邸ホームページ 

（新型コロナウイルス感染症対策について） 

      https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

 

（政府の新型コロナウイルスお役立ち情報） 

https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_index.html 

      ※このページは記録のため保存されているものであり、更新は原則終了

しております。最新情報は上記「新型コロナウイルス感染症対策につ

いて」をご確認ください。 

 
 

 
 

 

◆ 内閣官房が提供している情報 

・ 内閣官房ホームページ（新型コロナウイルス感染症対策） 

https://corona.go.jp/ 

 

 

 

 

 

◆ 佐賀県が提供している情報 

・ 佐賀県ホームページ(新型コロナウイルス感染症について) 

     https://www.pref.saga.lg.jp/list04342.html 

 

 

 

 

 ◆ 厚生労働省が提供している情報 

受診しようと考えている医療機関のホームページを確認するか、直接医療機

関の窓口に、電話やオンラインによる診療を行っているかご確認ください。 

  ・ 厚生労働省ホームページ 

（オンライン診療を適切に実施いただくための関係情報） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryo

u/rinsyo/index_00014.html 

そのほかの情報 

51 首相官邸ホームページ 

52 内閣官房ホームページ 

53 佐賀県ホームページ 

54 オンライン診療 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_index.html
https://corona.go.jp/
https://www.pref.saga.lg.jp/list04342.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html
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◆ 厚生労働省が提供している情報 

社会経済活動の中で本人等の希望により全額自己負担で実施する検査の情報 

・ 厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00199.

html 

 

 

 

 

 

◆ 文部科学省が提供している情報 

  ・ 文部科学省ホームページ 

（子供の学び応援サイト～学習支援コンテンツポータルサイト～） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 

 

 

 

 

 

・ 新型コロナウイルスによる影響で公共料金等（電気、ガス、水道、電話、Ｎ

ＨＫ）の支払いが困難な場合は、ご利用の事業者又は自治体にご相談くださ

い。 

 

 

 

  

57 公共料金等 

56 学習支援コンテンツ 

55 自費検査 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00199.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00199.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
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 ◆ 新型コロナウイルス感染症関連情報（出入国在留管理庁） 

http://www.moj.go.jp/isa/covid-19_index.html 

  

◆ 外国人生活支援ポータルサイト(出入国在留管理庁) 

    http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html 

 

 ◆ 佐賀県国際交流協会ホームページ 

https://www.spira.or.jp/ 

 

  ◆ 帰国者・接触者相談センター 

  （外国語対応の専用ダイヤル） TEL ０９２－６８７－５５３５ 

 

 

 

 

 ◆ 出入国在留管理庁への書類提出の期限や在留資格認定証明書 

の有効期間 

・ 福岡出入国在留管理局 TEL ０９２－７１７－５４２０ 

 

 

 

 

 ◆ 日本を旅行中の外国人の困りごと相談 

・ 日本政府観光局（ＪＮＴＯ） 

TEL ０５０－３８１６－２７８７（24時間、365日対応） 

    対応言語：英語、中国語、韓国語、日本語 

    対応範囲：病気、事故等の緊急時案内、災害時案内、一般観光案内 

 

 

 

 

 ◆ 新型コロナウイルスに関連した不当な差別やいじめ等の相談 

  ・ 外国語人権相談ダイヤル   

TEL ０５７０－０９０９１１（平日9:00～17:00） 

※近くの法務局・地方法務局につながる。 

※対応言語：英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、 ベト

ナム語、ネパール語、スペイン語、インドネシア語及びタイ語 

58 新型コロナウイルスの情報（外国語対応） 

外国人向けの情報・相談窓口 

59 出入国在留管理庁への書類提出の期限等 

60 旅行中の外国人の困りごと相談 

 

61 不当な差別やいじめ等 

 

http://www.moj.go.jp/isa/covid-19_index.html
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
https://www.spira.or.jp/
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html



