
令和２年４月８日＜第１版＞ 

令和４年３月29日＜第31版＞ 

 
 
 
 

 
 

 

                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

神奈川行政評価事務所では、新型コロナウイルス感染症に関して、いろいろなお問合せや相

談を受け付けております。  

本資料は、新型コロナウイルス感染症に関し、主に神奈川県内にある国、県、市などの行政

機関を中心として各種相談窓口に関する情報等について、関係機関が提供している情報を当事

務所において確認してとりまとめたものです。 

 

※ 状況が刻々と変化する中講じられる対策も刻々と変化しており、古い情報が掲載されて

いる場合があること、すべての情報を掲載しているものではないことにご留意下さい。 

 

また、お困りごとがありましたら、下記の通り受け付けていますので、ご相談下さい。 

 

● 電話による相談受付：平日 8：30～17：00 

             上記時間帯以外は留守番電話対応となります 

 

   行政相談専用ダイヤル ０５７０－０９０１１０ 
 

   ● インターネットによる相談受付 

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

● ＦＡＸによる相談受付 

０４５－６６４－９３１６ 

 

総務省 神奈川行政評価事務所 

〒２３１－００２３ 

横浜市中区山下町３７－９ 横浜地方合同庁舎３階 

電 話：０４５ –６４１-２８３２ 

       ＦＡＸ：０４５ –６６４-９３１６ 

 

新型コロナウイルス感染症に関

する生活支援等相談窓口案内 

（ ガ イ ド ブ ッ ク ） 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html


 

 

 

ご注意 

 

 このガイドブックに掲載している情報について、令和４年３月29日時点の神奈川行政評

価事務所が独自に情報収集したものに基づき作成しております。各機関等での支援策等

については、随時、追加、変更してまいります。 
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 感染が疑われる場合の相談窓口 

新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる場合は、まずはかかりつけ医にご相談く

ださい。かかりつけ医での受診ができない方は以下の相談窓口ご利用ください。 

 

 

 

 PCR等検査無料化事業 

 神奈川県では、条件に該当する方に無料でPCR検査を実施しております。条件は以下のとおりで

す。 

（1）ワクチン検査パッケ

ージ・対象者全員検査等

定着促進事業（6/30ま

で） 

 対象者 

発熱等の症状がない方で、ワクチン検査パッケージ制度又は対象者

全員検査及び飲食、イベント、旅行・帰省等の活動に際して、陰性の

検査結果を確認する必要がある方（注釈） 

（注釈）対象者については令和4年4月1日以降変更となりますの

で、詳細は、後日更新いたします。 

 

 受検目的 

ワクチン検査パッケージ制度又は対象者全員検査及び飲食、イベン

ト、旅行・帰省等の活動に際して、陰性の検査結果を確認する民間の

取組のために必要な場合 

（2）感染拡大傾向時の一

般検査事業（4/30まで） 

 対象者 

濃厚接触者の可能性が低い方及び発熱等の症状がない方で、感染リ

スクが高い環境にある等のため感染不安を感じる住民 

お住まいの地域 電話番号 

神奈川県（横浜市・川崎市・相

模原市・横須賀市・藤沢市・茅

ヶ崎市・寒川町を除く） 

0570-056774（土日祝含む24時間） 

※感染の不安のある方は、音声案内で「1」を選択し

てください。 

横浜市 045-550-5530 (土日祝含む24時間) 

川崎市 044-200-0730 (土日祝含む24時間） 

相模原市 042-769-9237 (土日祝含む24時間) 

横須賀市 046-822-4308（平日8:30～20:00、土休日9:00～17:00） 

藤沢市 0466-50-8200（土日祝含む9:00～21:00） 

茅ヶ崎市・寒川町 0467-55-5395（平日9:00～19:00、土祝9:00～17:00） 

感染が疑われる場合、不安な場合の相談窓口 
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 受検目的 

知事が特措法第24条第9項等に基づき、感染に不安を感じる無症

状者に対し、ワクチン接種済者を含めて、検査を受けることを推奨す

るもの。 

 なお、無料検査を実施している事業者はこちらを御確認ください。 

 制度の詳細につきましては、ホームページを御確認いただくか、下記相談窓口までお問い合わせく

ださい。 

 神奈川県検査無料化コールセンター 0570-048-066（県民の方）、0570-058-117（事業者の

方）（いずれも日曜祝日を除く9:00～18:00） 

 

※【注意】この事業での無料検査は、新型コロナウイルスに感染しているかどうかを診断するため

に行うものではありません。検査の結果が陽性だった場合は、改めて医療機関を受診してくださ

い。 

 

 宿泊・自宅療養証明書（新型コロナウイルス感染症専用）について 

神奈川県では、新型コロナウイルス感染症に感染し、神奈川県内の宿泊療養施設又は自宅で療

養期間を終えられた次の方に対し、所定の療養期間、療養したことを証明する文書を発行してお

ります。 

 

 療養終了した場所等が自宅の方 

お住まいの市町村 申請先・問合せ先 

横浜市 ＜郵送＞詳細は横浜市ホームページをご確認ください。 

【注意】ホームページの確認が難しい場合の問合せ先 

電話 横浜市健康安全課 045-671-2463（平日9時から17時） 

川崎市 ＜電話＞川崎市新型コロナウイルス感染症・ワクチン接種コールセ

ンター 044-200-0730 

相模原市 ＜電話＞相模原市保健所 042-769-8260 

横須賀市 ＜電話＞横須賀市保健所 046-822-4317 

藤沢市 ＜郵送＞詳細は藤沢市ホームページをご確認ください 

＜電子申請＞【e-kanagawa電子申請】（利用者登録不要） 

藤沢市ホームページの「申請方法」から電子申請のページに遷移

し、手続きしてください。 

＜電話＞藤沢市保健所 0466-50-3593 

茅ヶ崎市・寒川町 ＜電話＞茅ヶ崎市保健所 0467-38-3321 

 

 療養終了した場所等が自宅で上記以外の市町村にお住まいの方 

 療養終了した場所等が宿泊施設 お住まいの市町村が神奈川県全域 

＜電子申請＞ 

https://3ce11065.viewer.kintoneapp.com/public/e7332448a3594bdd3487cfb6616126aa24ab906ed6f58158f8e30b38d0a436f1#/
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/vaccines/free_pcr.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/kansensho/coronavirus/d.html#57BD8
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/
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宿泊・自宅療養証明書発行申請（電子申請システムのリンク先が開きます） 

＜FAX＞045-633-3770 

（記載事項）タイトルを「療養証明書発行希望」とし、次の事項をご記入下さい。 

1.療養者氏名（漢字、フリガナ）または英字（在留カードと同じ表記） 2.性別 3.生年月日 

4.郵便番号 5.住所 6.電話番号 

 

注意1 電子申請及びFAX申請が難しい場合の問合せ先 

電話：神奈川県地域療養支援班 045-285-0842（平日9時から17時） 

注意2 通常、申請から発行まで2週間程度かかります。申請件数が増加した場合は、さらに期

間がかかります。 

注意3 証明書は、簡易書留で送付いたします。不在の場合は、不在票をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症に関する一般的な電話相談窓口が、国・神奈川県・一部の市

に設けられております。相談を行いたい場合は、以下の電話相談窓口ご相談ください。ま

た、県には生活支援総合相談窓口もございますので、併せてご利用ください。 

 

【神奈川県】 
 新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル  

0570-056774(IP電話からは045-285-0536) 

音声案内

番号 

内容 時間 

1 

 発熱や咳などの症状のある方 

 感染の不安のある方 

 健康・医療に関すること 

 診察可能な医療機関のご案内 

 COCOA・濃厚接触者に関すること   など 

（横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅

ヶ崎市、寒川町に在住の方は各市コールセンターに

お電話ください。） 

土日祝含む24

時間 

2 
 営業時間短縮要請に関すること 

 マスク飲食実施店認証制度に関すること 

毎 日 9:00 ～

17:00 

8  協力金第13・14・15・16・17弾に関すること 平 日 9:00 ～

一般的な相談窓口 

https://fd70c5e2.form.kintoneapp.com/public/d94d637fae552cb2e1a82a35d865c14eda02d971288a0c171869ef84cf263ade
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3  経営相談に関すること 17:00 

4 
 LINEコロナお知らせシステム  

 その他 

 

 生活支援総合相談窓口 

新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する方を対象に、くらし、すまい、し

ごとの相談をワンストップで受け付ける、生活支援総合相談窓口を開設しています。 

 電話：045-285-0647（受付時間：平日9:00～17:00） 

 FAX：045-210-8859 

 

 宿泊療養施設についてのお問い合わせ先 

045-285-0636（平日9:00～17:00） 

 

【神奈川県内市町村】 
 各市町村におけるコロナ相談窓口 

管轄 電話番号 

横浜市 045-550-5530 (土日祝含む24時間 ) 

川崎市 044-200-0730 (土日祝含む24時間 ） 

相模原市 042-769-9237 (土日祝含む24時間 ) 

藤沢市 0466-20-1515 (平日 8:30～17:15) 

秦野市 0463-82-9615（平日 8:30～17:00） 

大和市 046-261-8009（平日 8:30～17:15） 

海老名市 046-235-5234（平日9:00～17:00、土曜日9:00～12:00） 

 

【厚生労働省】 
 電話相談窓口 

0120-565653（フリーダイヤル） 

（受付時間9:00～21:00（土日・祝日も実施）） 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症のワクチンについては、以下の番号にお問い合わせください。

ワクチンに関する相談窓口 
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また、各機関のホームページも合わせてご参照ください。 

 

 厚生労働省 
 新型コロナワクチンに関する厚生労働省の電話相談窓口 0120-761770（9:00～

21:00） 

 ホームページはこちら 

 

 防衛省 

防衛省・自衛隊は、３回目接種を目的とした自衛隊大規模接種会場を設置・運営してい

ます。 

 東京会場コールセンター（いずれも土日祝含む7:00～21:00） 

一般: 0120-097-051 

English: 0120-097-053 

副反応（問合せのみ）：0120-097-054 

 ホームページはこちら 

 

 神奈川県 

神奈川県新型コロナワクチン副反応等相談コールセンター 045-285-0719（24時間） 

※この番号は、新型コロナワクチンの副反応等に係る医学的知見を必要とする、専門的

な相談を受け付けるコールセンターです。副反応等以外については、厚生労働省または

各市町村にお問い合わせください。 

県のコロナワクチンポータルサイトはこちら 

 

 神奈川県内市町村 

市町村 電話番号 受付時間 

横浜市 
0120-045-070（相談） 

9:00～19:00（土日祝含む） 
0120-045-112（予約） 

川崎市 
044-200-0730（相談） 24時間（土日祝含む） 

0120-654-478（予約） 8:30～18:00（土日祝含む） 

相模原市 

050-5445-4357 

8:30～20:00（土日祝含む） 042-767-2104（外国人専用

ダイヤル） 

横須賀市 0120-432567 8:30～17:00（土日祝含む） 

平塚市 0570-098-894 8:30～17:00（土日祝除く） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/covid/index.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/vaccines/index.html
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鎌倉市 0570-011-228 9:00～17:00（土日祝含む） 

藤沢市 0570-07-2230 9:00～21:00（土日祝含む） 

小田原市 050-5526-1151 8:30～17:00（土日祝除く） 

茅ヶ崎市 0120-159-267 9:00～18:00（日祝除く） 

逗子市 046-873-1111（相談） 8:30～17:00（土日祝除く） 

0120—108-823(予約) 9:00～18:00（土日祝含む） 

三浦市 
046-882-1111 

（内線560～564） 
8:30～17:15（土日祝除く） 

秦野市 0570-666-159 9:00～18:00（土日祝含む） 

厚木市 0570-054-666 8:30～17:15（土日祝含む） 

大和市 046-260-0900 8:30～17:15（土日祝除く） 

伊勢原市 
0570-090-655（相談） 

8:45～17:00（土日祝除く） 
0120-080-955（予約） 

海老名市 0570-097-050 9:00～17:00（土日祝含む） 

南足柄市 050-3821-8318 8:30～17:15（土日祝含む） 

寒川町 
0120-10-6071 

8:30～17:30（日祝除く） 
050-2018-2341 

二宮町 0120-567-202 9:30～18:30（土日祝含む） 

 

 接種に関する嫌がらせ等の相談窓口 

接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の

同意がある場合に限り接種が行われます。接種に関していじめや嫌がらせを受けた場合には以下の

窓口にご相談ください。 

 神奈川県内の総合労働相談窓口(P.16) 

 人権相談窓口(P.27) 

 

 

 

 

 

No.1 Go to トラベル事業に関する相談窓口 

概要 多種多様な旅行・宿泊商品の割引と、旅行先の土産物店、飲食店、観

光施設、交通機関などで幅広く使用できる地域共通クーポンの発行によ

り、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により失われた観光客の流れ

消費喚起策に関する相談窓口 
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を地域に取り戻し、観光地全体の消費を促すことで、地域における経済

の好循環を創出しようとする事業です。 

※新規予約・既存予約を問わず、全国において、2021年1月12日（火）か

ら当面の間、本事業の適用（地域共通クーポンの配布・利用を含む）を

一時停止します。 

連絡先 ○Go to トラベル事務局 0570-002-442（土日祝含む10:00～19:00） 

ホームページ 旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト 

 

No.2 Go To Eatキャンペーン事業に関する相談窓口 

概要 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出の自粛等の影響によ

り、甚大な影響を受けている飲食業に対し、期間を限定した官民一体型

の需要喚起を図る事業です。 

※神奈川県では、食事券の利用期間が5月21日（土）まで延長となりまし

た。 

連絡先 Go To Eat キャンペーンコールセンター  

0570-029-200又は050-3734-1523（土日祝含む10:00～17:00） 

ホームページ 農林水産省 Go To Eatキャンペーン 

 

No.3 イベントワクワク割に関する相談窓口 

概要 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

た事業です。また、ワクチン接種証明や検査証明などを活用した支援を行うこと

で、消費者が安心してイベントに参加できる環境を醸成していくとともに、文化

芸術やスポーツに関するイベントに関わる方々に、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止策の定着を促すものです。 

※Go Toイベント事業は2021年12月31日で終了いたしました。 

連絡先 ○主催者・イベントに参加される方窓口 0570-005-272（平日8:30～

17:00/土日祝10:00～19:00） ※IP電話等からは03-6704-4105 

○チケット販売事業者専用窓口 03-6384-5343（平日10:00～17:00（東京都に緊

急事態宣言が発令されている場合は、平日11:00～16:00）） 

ホームページ 経済産業省 イベントワクワク割 

 

No.4 がんばろう！商店街事業（旧:Go To 商店街事業）に関する相談窓口 

概要 Go To商店街事業について、今後、事業内容を一部見直し、名称を「がんばろう！

https://goto.jata-net.or.jp/
https://gotoeat.maff.go.jp/
https://wakuwari.go.jp/


 

8 

 

商店街事業」として実施することと致します。 詳細につきましては現在調整中で

す。 

連絡先 ○がんばろう！商店街 事務局 03-5544-7612（土日祝を除く10:00～18:00） 

ホームページ 街の元気を応援しよう。Go To 商店街キャンペーン 

事業者向け Go To 商店街事業公式サイト 

 

 

 

 

 

No.1 県内中小企業に対する経営相談窓口  

概要 事業者の皆さまからの経営や金融の相談に応じるため、金融課、（公財）

神奈川産業振興センター、神奈川県信用保証協会、商工会・商工会議所、

神奈川県中小企業団体中央会、（公社）商連かながわ及び神奈川県商店街

振興組合連合会に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置

しました。 

連絡先 ① 神奈川県金融課 金融相談窓口   045-210-5695（平日8:30～17:15） 

 

② (公財)神奈川産業振興センター 

・ 経営総合相談課           045-633-5201 

・ 神奈川県よろず支援拠点       045-633-5071 

 

③ 神奈川県信用保証協会（平日9:00～17:15） 

・ 営業部             045-681-7178 

・ 川崎支店            044-222-7811 

・ 小田原支店                    0465-23-0138 

・ 横須賀支店                    046-822-3821 

・ 藤沢支店            0466-23-0792 

・ 厚木支店            046-221-0633 

・ 相模原支店           042-752-0575 

  

④ 商工会議所（平日9:00～17:00） 

・ 横浜商工会議所           045-671-7450 

・ 横須賀商工会議所               046-823-0400 

・ 川崎商工会議所                044-211-4111 

事業者向け相談窓口 

https://goto.meti.go.jp/
https://gotoentry.meti.go.jp/
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・ 小田原箱根商工会議所             0465-23-1811 

・ 平塚商工会議所                0463-22-2510 

・ 藤沢商工会議所                0466-27-8888 

・ 茅ヶ崎商工会議所               0467-58-1111 

・ 厚木商工会議所                046-221-2151 

・ 秦野商工会議所                0463-81-1355 

・ 鎌倉商工会議所                0467-23-2561 

・ 三浦商工会議所                046-881-5111 

・ 相模原商工会議所               042-753-1315 

・ 大和商工会議所                046-263-9111 

・ 海老名商工会議所               046-231-5865 

 

⑤ 商工会（平日9:00～17:00） 

・ 逗子市商工会         046-873-2774 

・ 葉山町商工会         046-875-2810 

・ 伊勢原市商工会        0463-95-3233 

・ 大磯町商工会         0463-61-0871 

・ 二宮町商工会         0463-71-1082 

・ 寒川町商工会         0467-75-0185 

・ 小田原市橘商工会       0465-43-0113 

・ 真鶴町商工会         0465-68-0033 

・ 湯河原町商工会        0465-63-0111 

・ 座間市商工会         046-251-1040 

・ 綾瀬市商工会         0467-78-0606 

・ 愛甲商工会          046-286-3672 

・ 南足柄市商工会        0465-74-1346 

・ 足柄上商工会         0465-83-3211 

・ 山北町商工会         0465-76-3451 

・ 城山商工会          042-782-3338 

・ 津久井商工会         042-784-1744 

・ 相模湖商工会         042-684-3347 

・ 藤野商工会                    042-687-2138 

 

⑥  中小企業団体中央会（平日9:00～17:30） 

・ 神奈川県中小企業団体中央会   045-633-5131 
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⑦ （公社）商連かながわ       045-633-5184（平日9:00～17:00） 

 

⑧ 神奈川県商店街振興組合連合会    045-633-5133（平日9:00～17:30） 

ホームページ 経営相談窓口の設置（神奈川県） 

 

No.2 中小企業の資金繰りに関する相談窓口 

概要 新型コロナウイルス感染症により、影響を受ける中小・小規模事業者

を対象として資金繰り支援全般の相談窓口を設置しています。日本政策

金融公庫では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

庫では危機対応融資など、信用保証協会ではセーフティネット保証や危

機関連保証を行っております。また、（独）中小企業基盤整備機構におい

ても、支援を行っております。 

連絡先 ○ 経済産業省 

・ 中小企業金融相談窓口 0570-783183（土日祝含む9:00～17:00） 

○ 日本政策金融公庫 

・ 事業資金相談ダイヤル 0120-154-505(平日9:00～17:00) 

○ 商工組合中央金庫 

・ 商工組合中央金庫相談窓口 0120-542-711（平日9:00～17:00、土曜

9:00～15:00） 

○ 信用保証協会 

・ 「No.1 県内中小企業に対する経営相談窓口」をご参照ください。 

○ （独）中小企業基盤整備機構  

・ 共済相談室 050-5541-7171（平日9:00～17:00） 

ホームページ 資金相談特設サイト（経済産業省） 

 

No.3 金融機関等への配慮要請に関する問合せ窓口 

概要 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者への資金繰りに重大

な支障が生じることがないよう、関係機関と連携し、政府金融機関等に

対し要請を行っています。 

⇒民間金融機関に対しても、金融庁から、事業者への積極的な支援（事業

者を訪問するなどの丁寧な経営相談、経営の継続に必要な資金の供給、

既存融資の条件変更等）を実施するよう要請を行っています。 

当該施策に関する問合せ先として、以下の窓口が設置されています。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/korona.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/shikin_sodan.html
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連絡先 ○  金融庁 

・ 金融庁相談ダイヤル 0120-156811（平日 10:00～17:00） 

○ 関東財務局 

・ 金融相談ダイヤル 048-615-1779（平日 9:00～16:00） 

ホームページ 「新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル」の開設について（金

融庁） 

 

No.4 下請け取引配慮要請に関する問合せ窓口 

概要 新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業に対

し、配慮を求める要請文を、業界団体等（約1,100団体）を通じて、親事

業者に発出しています。 

連絡先 ○  公益財団法人 全国中小企業振興機関協会 

・下請かけこみ寺 0120-418-618（平日9:00～17:00(12:00～13:00除

く)） 

ホームページ 全国中小企業振興機関協会 下請かけこみ寺 

 

No.5 宿泊事業者・旅行業者等向け特別相談窓口 

概要 感染症等を起因とした外国人観光客の減少等、経営環境の変化に直面

している宿泊事業者及び旅行業者等向けの特別相談窓口です。 

⇒感染症等を起因とした外国人観光客の減少等、経営環境の変化に直面して

いる宿泊事業者の不安を解消するため、関東運輸局に特別相談窓口を設置し、宿

泊事業者の状況や要望をお聞きした上で、 活用可能な支援策の紹介や、経済産

業局・都道府県労働局等と連携した支援を行います。 

連絡先 ○  国土交通省（観光庁） 

・ 関東運輸局観光部観光企画課    045-211-1255 

 

No.6 農業者や食品事業者等からの相談窓口 

概要 新型コロナウイルス感染症に係る農業者や食品事業者等からの相談に

対応するため、各地方農政局に設置された窓口です。 

連絡先 ○  農林水産省 

・関東農政局企画調整室   048-740-0311、048-740-0016 

ホームページ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者

への支援策（農林水産省） 

 

https://www.fsa.go.jp/news/r1/20200228/soudan.html
https://www.fsa.go.jp/news/r1/20200228/soudan.html
https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html
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No.7 雇用調整助成金の特例措置に関する問合せ窓口 

概要 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくさ

れた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、

労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する

ものです。 

当該助成金について、令和2年4月1日から令和4年3月31を緊急対応期間

とし、助成率及び上限額の引き上げを行っています。 

連絡先 ○  厚生労働省 

・神奈川労働局神奈川助成金センター 

045-277-8815(平日8:30～17:15） 

・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 

 0120-60-3999（土日祝含む9:00～21:00） 

ホームページ 雇用調整助成金（厚生労働省） 

 

No.8 小学校等の臨時休校に対応する保護者支援に関する相談窓口 

概要 小学校等の臨時休業等に伴い、保護者となる労働者に有給（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

に対して、小学校休業等対応助成金を支給します。また、小学校等の臨時

休業等に伴い、契約した仕事ができなくなった個人（委託を受けて個人

で仕事をする方）に、小学校休業等対応支援金を支給します。 

 なお、本助成金について事業主が応じない場合は、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ます）が直接申請することが

可能な場合があります。 

連絡先 ○厚生労働省コールセンター（小学校休業等対応助成金） 0120-60-3999 

○厚生労働省コールセンター（休業支援金・給付金）0120-221-276 

ホームページ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について（厚生労働省） 

 

No.9 厚生年金保険料等の納付が困難になった場合の窓口 

概要 新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、

一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請す

ることにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り「換

価の猶予（国税徴収法第151条の2）」が認められます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
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また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納

付の猶予（国税通則法第46条）」が認められる場合もあります。厚生年金保険料

等の納付が困難な場合は、管轄の年金事務所までお問い合わせください。 

連絡先 ○別表１(P.38)参照  

 

No.10 J-LODlive2補助金に関する相談窓口 

概要 新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化する中、日本発のコンテ

ンツの海外展開のプロモーションの機会が失われていることを受け、日

本発のコンテンツの海外展開を促進し、日本ブーム創出を通じた関連産

業の海外展開の拡大及び訪日外国人等の促進につなげることを目的と

し、（１）公演の開催費用等、（２）延期・中止したイベントのキャンセル

費用等を引き続き支援します。公募要項等の詳細は、補助金事務局Webペ

ージからご確認ください  

連絡先 ○J-LODlive補助金事務局 03-6260-6023（土日祝除く10:00～17:00） 

ホームページ J-LODlive2 

 

No.11 ARTS for the future!事業に関する相談窓口 

概要 新型コロナウイルスにより、文化芸術活動の自粛を余儀なくされた文

化芸術関係団体において、感染対策を十分に実施した上で、積極的に公

演等を開催し、文化芸術振興の幅広い担い手を巻き込みつつ、「新たな日

常」ウイズコロナ時代における新しい文化芸術活動のイノベーションを

図るとともに、活動の持続可能性の強化に資する取り組みを支援します。 

連絡先 ○ARTS for the future!事業 お問い合わせ電話番号 0120-510-335 

ホームページ ARTS for the future!事業（文化庁） 

 

No.12 事業再構築補助金に関する相談窓口 

概要 ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの

取組を通じた規模の拡大等を目指す企業の思い切った事業再構築を支援

します。 

連絡先 ○事業再構築補助金事務局コールセンター 0570－012－088、03－4216－4080 

ホームページ 事業再構築補助金（経済産業省） 

 

No.13 産業雇用安定助成金に関する相談窓口 

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
https://j-lodlive2.jp/
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20210326_01.html
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
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概要 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余

儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、

出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費

の一部を助成します。受給要件等は、ホームページを御確認ください。 

連絡先 最寄りのハローワークまでお問い合わせください。 

ホームページ 産業雇用安定助成金（厚生労働省） 

 

No.14 トライアル雇用助成金に関する相談窓口 

概要 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、

離職期間が３か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望す

る求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用

（トライアル雇用）を行う事業主に対して助成することにより、離職者

の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。 

連絡先 最寄りのハローワークまでお問い合わせください。 

ホームページ トライアル雇用助成金（厚生労働省） 

 

No.15 業務改善助成金特例コースに関する相談窓口 

概要 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少して

いる中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間

に、事業場内最低賃金（事業場で最も低い賃金）を30円以上引き上げ、こ

れから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し､その

費用の一部を助成するものです。 

※ 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加

の引き上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当する

ものと取り扱われます。 

支給要件等詳しくはホームページを御確認ください。 

連絡先 業務改善助成金コールセンター 03-6388-6155 （平日8:30～17:15） 

ホームページ 業務改善助成金（特例コース） 

 

No.16 中小法人・個人事業者のための月次支援金に関する相談窓口 

概要 2021年4月以降に実施される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・時短要請」や「外出自粛」の影響により、売上

が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し

ます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
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 なお、神奈川県では、売上が減少した県内酒類販売事業者等の皆様に

対し、国の月次支援金に支給金額を上乗せするほか、県独自に国の月次

支援金の要件を緩和し、支給対象を拡大して給付します。また、酒類販売

事業者等以外の皆様にも、売上が50％以上減少し、国の月次支援金を受

給した県内中小企業等の皆様に、県独自に、支援金を上乗せして給付し

ます。 

※申請受付は終了いたしました。 

連絡先 ○月次支援金事務局 相談窓口 0120-211-240 

○支援給付金コールセンター 045-900-5907（平日9:00～17:00） 

ホームページ 中小法人・個人事業者のための月次支援金(経済産業省) 

酒類販売事業者支援給付金（神奈川県） 

中小企業等支援給付金（酒類販売事業者等以外の事業者）について（神奈川県） 

 

No.17 事業復活支援金に関する相談窓口 

概要 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021年11月～2022年3月のい

ずれかの月の売上高が、2018年11月～2021年3月までの間の任意の同じ月

の売上高と比較して50％以上又は30％以上50%未満減少した事業者が対

象となり得ます。詳細や給付額につきましてはホームページを御確認く

ださい。 

連絡先 ○事業復活支援金事務局相談窓口 0120-789-140 

○IP電話等からのお問い合わせ先 03-6834-7593 

 （いずれも8:30～19:00） 

ホームページ 事業復活支援金 

 

No.18 小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）に関する相談

窓口 

概要 新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対

人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえ

た新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援する

ため、それに要する経費の一部を補助するものです。補助上限額は100万

円となります。 

連絡先 ○小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）コールセンター 

 03-6731-9325（土日祝除く9:30～17:30） 

ホームページ 小規模事業者持続化補助金 

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/jigyousya_sien3.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/jigyousya_sien3.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/jigyousya_sonota_shien.html
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
https://www.jizokuka-post-corona.jp/
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No.19 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第17弾）に関する相談窓口 

概要 神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新

型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営

業時間の短縮）にご協力いただいた事業者の皆様に対し、神奈川県新型

コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第17弾）要綱に基づき、事業規模

に応じた協力金を交付します。要件・支給額等詳しくはホームページを

御確認ください。 

連絡先 ○神奈川県 

神奈川県協力金（第17弾）コールセンター 045-522-2431 

（いずれも月曜から金曜（祝日は除く）9:00～17:00） 

ホームページ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第17弾）について                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

No.20 小規模企業共済制度の特例措置についての相談窓口 

概要 独立行政法人中小企業基盤整備機構において、特例緊急経営安定貸付

けの実施、契約者貸付けの延滞利子の免除、掛金の納付が困難なご契約

者様への掛金月額の減額、分割共済金受給者の一括支給（繰上支給）対応

といった特例措置を講じております。各制度の詳細につきましては、ホ

ームページを御確認下さい。 

連絡先 中小企業基盤整備機構 共済相談室 050-5541-7171（平日 9:00～18:00） 

ホームページ 新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について 

 

 

 

 

 

 特別労働相談窓口 

神奈川労働局では、労働者向けに新型コロナウイルス感染症の影響による「特別労働相

談窓口」を開設しています。 

○解雇、休業等に関する相談 

 神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課総合労働相談コーナー 

場所：横浜市中区北仲通5－57 横浜第2合同庁舎13階 

電話番号：045-211-7358 (平日 8:30～17:15) 

 

労働者向け相談窓口 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_17th.html
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html
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 横浜南労働基準監督署  

場所：横浜市中区北仲通5－57 横浜第2合同庁舎9階 

電話番号：045-211-7374 (平日 8:30～17:15) 

 
○雇用調整助成金に関する相談等（再掲）  

 神奈川労働局神奈川助成金センター 

場所：横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル５階 

電話番号：045-663-8609 (平日 8:30～17:15) 
 ハローワーク横浜 雇用援助部門  

※  休業等実施計画届や支給申請書の提出は、神奈川助成金センターへお願い

します。  
場所：横浜市中区山下町 209 帝蚕関内ビル 4 階  
電話番号：045-663-8609 （部門コード 32♯）（平日 8:30～17:15）  

 
○母性健康管理措置等に関する相談  

新型コロナウイルス感染症に関し、感染のおそれによる心理的ストレスが母体

の健康に影響することが考えられるとして医師等の指導を受けた場合には、事

業主に申し出て、休業等の医師等が指導した措置を受けられることとなってい

ます（※本措置の対象期間は令和５年３月 31 日まで延長されました。）。  
 
 神奈川労働局  雇用環境・均等部  

場所：横浜市中区北仲通 5－57 横浜第 2 合同庁舎 13 階 

電話番号： 045-211-7357（いずれも平日 8:30～17:15） 

 
◆休業(休業手当)、解雇・退職などの一般労働相談 
各総合労働相談コーナーで受け付けています。  

コーナー名 所在地 電話番号 

神奈川労働局 

総合労働相談コーナー 

〒231-8434 

横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階 

045-211-7358 

(FAX) 

045-211-7381 

横浜駅西口  

総合労働相談コーナー 

〒220-0004 

横浜市西区北幸1-11-15 横浜ＳＴビル11階 
045-317-7830 

横浜南 

総合労働相談コーナー 

〒231-0003 

横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎9階 

横浜南労働基準監督署内 

045-274-8295 

鶴見  〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2-6-18 045-279-5482 



 

18 

 

総合労働相談コーナー 鶴見労働基準監督署内   

川崎南  

総合労働相談コーナー   

〒210-0012 川崎市川崎区宮前町8-2 

川崎南労働基準監督署内   
044-381-5279 

川崎北  

総合労働相談コーナー 

〒213-0001 川崎市高津区溝口1-21-9 

川崎北労働基準監督署内   
044-381-9435 

横須賀  

総合労働相談コーナー 

〒238-0005 

横須賀市新港町1-8 横須賀地方合同庁舎5階 

横須賀労働基準監督署内   

046-823-0858 

横浜北 

総合労働相談コーナー 

〒222-0033 

横浜市港北区新横浜3-24-6 横浜港北地方合

同庁舎3階 

横浜北労働基準監督署内   

045-274-8319 

平塚 

総合労働相談コーナー 

〒254-0041 平塚市浅間町10-22 

平塚地方合同庁舎 3階    
0463-43-8615 

藤沢  

総合労働相談コーナー 

〒251-0054 

藤沢市朝日町5-12 藤沢労働総合庁舎3階 

藤沢労働基準監督署内   

0466-23-7223 

小田原  

総合労働相談コーナー 

〒250-0004 小田原市浜町1-7-11 

小田原労働基準監督署内   
0465-22-7151 

厚木  

総合労働相談コーナー  

〒243-0018 厚木市中町3-2-6厚木Ｔビル5階 

厚木労働基準監督署内   
046-401-1965 

相模原  

総合労働相談コーナー 

〒252-0236 

相模原市中央区富士見6-10-10 相模原地方合

同庁舎4階 

相模原労働基準監督署内   

042-752-1427 

横浜西  

総合労働相談コーナー 

〒240-8612 

横浜市保土ヶ谷区岩井町1-7 保土ヶ谷駅ビル

４階 

横浜西労働基準監督署内   

045-287-0268 

 

◆内定取消し、雇用保険、職業訓練等仕事について 
各ハローワーク（公共職業安定所）で受け付けています。（平日 8:30～17:15） 

所名 管轄地域 所在地 電話番号 
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横浜 神奈川区、西区、中区、南

区、港南区、保土ヶ谷区、

旭区、磯子区 

〒231-0023 

横浜市中区山下町 209 帝

蚕関内ビル 

045-663-8609 

横浜港労

働出張所 

日雇労働者の方専門のハ

ローワーク 

〒231－0002 

横浜市中区海岸通 4－23(事業

課) 

〒231－0026 

横浜市中区寿町4-14(業務課) 

045-201-2031(事業課) 

045-681-0164(業務課) 

港北 港北区、緑区、青葉区、都

筑区 

〒222-0033 

横浜市港北区新横浜3-24-6 

横浜港北地方合同庁舎1階 

045-474-1221 

戸塚 戸塚区、泉区、瀬谷区、栄

区 

〒244－8560 

横浜市戸塚区戸塚町3722 

045-864-8609 

横浜南 金沢区、横須賀市（船越

町、港が丘、田浦港町、

田浦町、田浦大作町、田

浦泉町、長浦町、箱崎町、

鷹取町、湘南鷹取、追浜

本町、夏島町、浦郷町、

追浜東町、追浜町、浜見

台、追浜南町）、逗子市、

葉山町 

〒236－8609 

横浜市金沢区寺前1-9-6 

045-788-8609 

川崎 （川崎市） 

川崎区、幸区 

（横浜市） 

鶴見区 

〒210－0015 

川崎市川崎区南町17-2 

044-244-8609 

川崎北 中原区、高津区、多摩区、

宮前区、麻生区 

(事業者の方) 〒213－8573 川

崎市高津区千年698-1 

(求職者の方) 〒213－0011 川

崎市高津区久本3-5-7 新溝ノ

口ビル ４階 

044-777-8609 

 

横須賀 横須賀市（ハローワーク

横浜南の管轄区域を除

く）、三浦市 

〒238－0013 

横須賀市平成町2-14-19 

046-824-8609 

藤沢 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、

寒川町 

〒251－0054 

藤沢市朝日町5－12 

藤沢労働総合庁舎 

0466-23-8609 
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平塚 平塚市、伊勢原市、大磯町、

二宮町 

〒254－0041 

平塚市浅間町 10-22 

平塚地方合同庁舎 1・2階 

0463-24-8609 

小田原 小田原市、箱根町、湯河原

町、真鶴町 

〒250－0012 

小田原市本町1－2－17 

0465-23-8609 

相模原 相模原市 〒252－0236 

相模原市中央区富士見6－10－

10 

相模原地方合同庁舎1階 

042-776-8609 

厚木 厚木市、海老名市、座間市、

愛川町、清川村 

〒243－0003 

厚木市寿町3－7－10 

046-296-8609 

大和 大和市、綾瀬市 〒242－0018 

大和市深見西3－3－2 1 

046-260-8609 

松田 秦野市、南足柄市、大井町、

山北町、開成町、松田町、

中井町 

〒258－0003 

足柄上郡松田町松田惣領2037 

0465-82-8609 

 

◆ 傷病手当金 

企業で働く人(被保険者)が新型コロナウイルス感染症により、療養のため会社を休み、事業主か

ら報酬が受けられない等の要件を満たしている場合には傷病手当金が請求できます。申請は勤務先

を通じて行います。詳細は勤務先や加入している公的健康保険にお問い合わせください。 

 

◆ 住居確保給付金 

住居を失った方又は住居を失うおそれがある方に対して家賃相当額（上限あり）を支給する制度で

す。原則3ヶ月、最大9ヶ月家賃相当額が支援され、支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒

介事業者等へ、自治体から直接支払われます。住居確保給付金の申請やご相談は、最寄りの自立相談

支援機関で受け付けています（別表２(P.39)参照）。また、コールセンターも以下のとおり設置されて

います。詳細は、ホームページを御確認ください。 

 制度に関する問合せ先：住居確保給付金相談コールセンター ０１２０ー２３－５５７２（９：００～２１：００） 

 相談・申請に関する問合せ先：別表2(P.39)参照 

 

◆ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 

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中

小企業の労働者のうち、休業中に賃金（休業手当）を受けることができなかった方に対し

て、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給

する制度です。中小企業に働く従業員に対して月額最大33万円が支給されます。詳細は、

https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
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ホームページを御確認ください。 

 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 

0120-221-276（平日8:30～22:00、土日祝8:30～17:15） 

 

◆ 労災保険給付 

業務又は通勤に起因して新型コロナウイルスを 発症したものであると認められる場合

には、労災保険給付の対象となります。詳しくは、上記総合労働相談コーナー(P.16)へ

お問い合わせください。 

 

◆ コロナ労働相談専用ダイヤル（コロナ労働相談110番） 

神奈川県においても、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける労働者や使用者の支援

の充実を図るため、新たにコロナ労働相談専用ダイヤル（コロナ労働相談110番）を設置

しております。 

 電話番号：045-662-8110(受付時間：平日8:30～17:15（但し火曜のみ19:30まで）、

日曜9:00～17:00（12:00～13:00を除く）) 

 かながわ労働センターでは、本所及び3支所で一般労働相談を実施しており、コロナ

関連の労働相談は、こちらでも受け付けています。 

かながわ労働センター本所：045-662-6110 

かながわ労働センター川﨑支所：044-833-3141 

かながわ労働センター県央支所：046-296-7311 

かながわ労働センター湘南支所：0463-22-2711(代) 

 

 求職者支援訓練 
雇用保険を受給できない求職者の方は、無料（テキスト代等実費のみ負担）で職業訓

練を受講しながら、要件を満たせば月額１０万円の受講手当等の給付金を受け取ること

ができます。手当の詳細な要件や具体的な手続きは厚生労働省ホームページをご確認く

ださい。また、訓練の相談については、住所地を管轄するハローワーク（P.18）にてご

相談ください。 

 

 

 

 

 

 国税関連の相談窓口 
令和２年４月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により創設された「納税の猶予の特例（特例猶

税金相談窓口 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html
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予）」は、申請期限である令和３年２月１日をもって終了いたしました。ただし、令和３年２月１日

までに納期限が到来する国税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを

得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、申請方法等については、所

轄の税務署（徴収担当）にご相談ください。また、ホームページも併せてご覧ください。 

 東京国税局猶予相談センター 0120-948-271（土日祝除く8:30～17:00） 

また、確定申告につきましても、令和３年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響

により申告等が困難な方については、令和４年４月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限

の延長を申請することができるようにしました。詳しくは、ホームページを御確認いただくか、最寄

りの税務署までお問い合わせください。 

その他、納税に関する相談は、税務署（徴収担当）にご相談ください。 

各税務署の電話番号については、以下のとおりです。 

 

税務署名 所在地 電話番号 管轄地域 署番号 

厚木 〒243-8577 

厚木市水引 1丁目 10 番 7

号  

046-221-3261 

自動音声でご

案内します  

厚木市、愛甲郡 01231 

小田原 〒250-8511 

小田原市荻窪 440番地  

0465-35-4511 

自動音声でご

案内します  

小田原市、南足柄市、

足柄上郡、足柄下郡 

01237 

神奈川 〒222-8550 

横浜市港北区大豆戸町

528 番 5  

045-544-0141 

自動音声でご

案内します  

神奈川区、港北区 01211 

鎌倉 〒248-8501 

鎌倉市佐助 1丁目 9番 30

号  

0467-22-5591 

自動音声でご

案内します  

鎌倉市、逗子市、三浦

郡 

01225 

川崎北 〒213-8503 

川崎市高津区久本 2丁目

4 番 3 号  

044-852-3221 

自動音声でご

案内します  

中原区、高津区、宮前

区 

01219 

川崎西 〒215-8585 

川崎市麻生区上麻生 1 丁

目 3 番 14 号 

川崎西合同庁舎  

044-965-4911 

自動音声でご

案内します  

多摩区、麻生区 01221 

川崎南 〒210-8531 

川崎市川崎区榎町 3番 18

号  

044-222-7531 

自動音声でご

案内します  

川崎区、幸区 01217 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/atsugi/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/odawara/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/kanagawa/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/kamakura/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/kawa_k/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/kawa_n/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/kawa_m/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
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相模原 〒252-5211 

相模原市中央区富士見 6

丁目 4 番 14 号  

042-756-8211 

自動音声でご

案内します  

相模原市 01235 

鶴見 〒230-8550 

横浜市鶴見区鶴見中央 4

丁目 38 番 32号  

045-521-7141 

自動音声でご

案内します  

鶴見区 01215 

戸塚 〒244-8550 

横浜市戸塚区吉田町 2001

番地  

045-863-0011 

自動音声でご

案内します  

戸塚区、栄区、泉区 01209 

平塚 〒254-8533 

平塚市浅間町 9 番 1号 

平塚市役所・平塚税務署  

0463-22-1400 

自動音声でご

案内します  

平塚市、秦野市、伊勢

原市、中郡 

01229 

藤沢 〒251-8566 

藤沢市朝日町 1 番地の 11  

0466-22-2141 

自動音声でご

案内します  

藤沢市、茅ヶ崎市、高

座郡 

01227 

保土ケ谷 〒240-8550 

横浜市保土ケ谷区帷子町

2 丁目 64 番地  

045-331-1281 

自動音声でご

案内します  

保土ケ谷区、旭区、瀬

谷区 

01207 

緑 〒225-8550 

横浜市青葉区市ケ尾町 22

番地 3 号  

045-972-7771 

自動音声でご

案内します  

緑区、青葉区、都筑区 01213 

大和 〒242-8567 

大和市中央 5丁目 14 番

22 号  

046-262-9411 

自動音声でご

案内します  

大和市、海老名市、座

間市、綾瀬市 

01233 

横須賀 〒238-8565 

横須賀市新港町 1番地 8 

横須賀地方合同庁舎 3

階・4 階  

046-824-5500 

自動音声でご

案内します  

横須賀市、三浦市 01223 

横浜中 〒231-8550 

横浜市中区山下町 37 番地

9 号 横浜地方合同庁舎  

045-651-1321 

自動音声でご

案内します  

中区、西区 01201 

横浜南 〒236-8550 

横浜市金沢区並木 3丁目

2 番 9 号  

045-789-3731 

自動音声でご

案内します  

南区、磯子区、金沢

区、港南区 

01203 

 

 県税関連の相談窓口 

県税を一時に納付できない事情のある方については、「徴収猶予」や「申請による換価の猶予」が

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/sagami/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/tsurumi/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/totsuka/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/hiratsuka/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/fujisawa/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/hodogaya/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/midori/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/yamato/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/yokosuka/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/yokohamana/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/yokohamam/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/case1.htm
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適用されることがあります。また、現在「特例制度」による県税の徴収猶予を受けている方で、猶予

期間満了日までに納付ができない場合も、上記の猶予が適用されることがあります。詳しくはお近く

の県税事務所にご相談ください。各県税事務所の電話番号については、以下のとおりです。 

 

事務所名 所在地 電話番号 所管区域 

横浜県税事務所  〒231-8555 

横浜市中区山下町 75 

神奈川自治会館 6階、7階 

045-651-1471 

（代表） 

横浜市西区、中

区、保土ケ谷区、

旭区、瀬谷区 

神奈川県税事務所 〒221-0824 

横浜市神奈川区広台太田町 3-

8 神奈川区総合庁舎本館 4 階 

045-321-5741 

（代表） 

横浜市鶴見区、神

奈川区、港北区 

緑県税事務所 〒225-8513 

横浜市青葉区市ケ尾町 27-5 

045-973-1911 

（代表） 

横浜市緑区、青葉

区、都筑区 

戸塚県税事務所 〒244-0816 

横浜市戸塚区上倉田町 449 

045-881-3911 

（代表） 

横浜市南区、港南

区、磯子区、金沢

区、戸塚区、栄

区、泉区 

川崎県税事務所 〒210-8562 

川崎市川崎区東田町 8  

パレール三井ビルディング 20

階 

044-233-7351 

（代表） 

川崎市川崎区、幸

区 

高津県税事務所 〒213-8515 

川崎市高津区溝口 1-6-12 

リンクス溝の口 2階 

044-833-1231 

（代表） 

川崎市中原区、高

津区、宮前区、多

摩区、麻生区 

相模原県税事務所 〒252-0381 

相模原市南区相模大野 6-3-1 

042-745-1111 

（代表） 

相模原市 

横須賀県税事務所 〒238-0006 

横須賀市日の出町 2-9-19 

046-823-0210 

（代表） 

横須賀市、鎌倉

市、逗子市、三浦

市、葉山町 

平塚県税事務所 〒254-0073 

平塚市西八幡 1-3-1 

0463-22-2711 

（代表） 

平塚市、秦野市、

伊勢原市、大磯

町、二宮町 

藤沢県税事務所 〒251-8534 

藤沢市鵠沼石上 2-7-1 

0466-26-2111 

（代表） 

藤沢市、茅ヶ崎

市、寒川町 

小田原県税事務所 〒250-0042 

小田原市荻窪 350-1 

0465-32-8000 

（代表） 

小田原市、南足柄

市、中井町、大井

町、松田町、山北

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1120/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1121/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1144/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1139/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1126/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1127/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1130/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1125/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1132/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1129/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1133/index.html
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町、開成町、箱根

町、真鶴町、湯河

原町 

厚木県税事務所 〒243-8522 

厚木市水引 2-3-1 

046-224-1111 

（代表） 

厚木市、大和市、

海老名市、座間

市、綾瀬市、愛川

町、清川村 

 

 市町村税関連の相談窓口 

市町村税を一時に納付できない事情のある方については、徴収の猶予や申請による換価の猶予が適

用されることがあります。詳しくはお住まいの市区町村の市町村税担当課（別表３(P.41)参照）にご

相談ください。 

 

 

 

 

 

◆ Japan Visitor Hotline 
非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のため、365日、24時間多言語で対応するコール

センター「Japan Visitor Hotline」が開設されており、新型コロナウイルス関連の問合せ

にも対応しています。 

 0570-3816-2787（対応時間：24時間365日） 

 対応言語：英語、中国語、韓国語、日本語 

・対応範囲：緊急時案内（病気・事故等）、災害時案内、一般観光案内 

 

◆ 外国人生活支援ポータルサイト 
出入国在留管理庁は、外国人の方向けに、多言語で支援情報を掲載しております。こち

らを御確認ください。 

 

The Immigration Services Agency of Japan publishes support information in 

multiple languages for foreigners. Please check here. 

 

 新型コロナウイルス感染症に関する外国語対応ホームページ 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためには、外国人を含む地域住民等の理解と対

策遵守の徹底が不可欠です。このため、厚生労働省では、外国人を対象とした、新型コロ

外国人の方向け相談窓口（Foreign consultation counter） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1134/index.html
https://www.japan.travel/en/plan/hotline/
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/information_covid19.html
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/information_covid19.html
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/information_covid19.html
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ナウイルス感染症対応に必要な医療機関受診方法の周知等のための事業を実施します。 

くわしくは、こちらを御確認ください。 

 

 神奈川県災害時・緊急時外国人住民支援のページ 

神奈川県では、災害時の外国人住民支援に関するページを用意しております。外国語の

ページもありますので、こちらを御確認ください。 

 

In Kanagawa Prefecture, you have prepared a page for foreign residents' support 

at the time of disaster. 

 There is also a foreign language page, so please check here. 

 

 
 

 

 

◆ 消費者ホットライン 

独立行政法人国民生活センターでは、新型コロナウイルスを口実とした不審な連絡やトラ

ブルがあった場合の相談窓口として、消費者ホットラインを設置しています。 

 

 ・消費者ホットライン １８８（局番なし） 

  ※最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等を案内する３桁の電話番号 

 

※ 特に、消費者へのアドバイスとして、以下のように呼びかけています。 

・ 市役所などの行政機関の職員を名乗るあやしい電話や心当たりのない送信元から怪し

いメールやSMSが届いても、反応しないようにしましょう。 

・ 新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘を行う業者には耳を貸さないようにしまし

ょう。 

・ 不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談し

ましょう。今後、新たな手口の勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと

感じたら早めにご相談ください。 

 

 新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン 

国民生活センターでは、「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」を開設し、フ

リーダイヤル（通話料無料）で、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

新型コロナウイルスを口実とした消費者トラブル相談窓口 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/newpage_00008.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/saigaijigaikokujinshien.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/saigaijigaikokujinshien.html
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け付けます。 

 

 新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン 0120-797-188（土日祝含む10:00～

16:00） 

 

 かながわ中央消費生活センター 
045-311-0999（日祝除く9:30～11:30） 

メールでの相談はこちらから 

 

 

 

 

 

◆ 高等教育就学支援新制度、奨学金 

高等教育就学支援新制度、奨学金に関する問合せは、下記の窓口にご相談ください。 

○ 日本学生支援機構 給付型奨学金及び貸与型奨学金について 

（独）日本学生支援機構 奨学金相談センター 0570-666-301（平日 9:00～20:00） 

○ 授業料・入学金の減免について 

各大学・専門学校等の学生課や奨学金窓口 

※申込手続き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にお問

合せください。また、こちらのサイトでどのくらいの収入の世帯が対象となるか、どのくらい

の給付型奨学金が受けられるかは、日本学生支援機構のホームページでシミュレーションする

ことができます。 

 

 教育一般貸付（国の教育ローン） 

日本政策金融公庫国民生活事業では、「国の教育ローン」につきまして、新型コロナウイルス感

染症にかかる「特例措置」を実施しております。詳しくは下記の「教育ローンコールセンター」へ

お問い合わせください。 

○ 教育ローンコールセンター 

  0570-008656 または 03-5321-8656(平日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00) 

 

 生活福祉資金貸付金（教育支援資金） 

教育支援資金は一定の所得以下の世帯に対して、学校教育法に定められた高等学校、大学など

への進学や通学に必要な経費を貸し付けるものです。詳しくは、各市区町村の社会福祉協議会（別

学生・子ども向け相談窓口 

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/profile/userLogin_initDisplay.action?nextURL=CqTLFdO4voa96Y73xXv0Xu3BB%2BFN7Gi4KMXGdBKterQfdrrJ0c3uG49wiM9ZpSVrEPgn8SiNxXCv%0D%0A1FXxyDAFxYzNnOoECHreFqLsJJO%2B9FMjbRATJd6Qs5B6R8dRSQAKu%2F2pnQTLAb0%3D%0D%0A
https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/
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添1）までお問い合わせください。 

 

 新卒者内定取消等特別相談窓口 
 神奈川労働局では、新型コロナウイルス感染症の影響で内定の取り消しや入職時期の繰り下げ

にあったみなさまのための特別相談窓口を、横浜・川崎の新卒応援ハローワーク及びハローワー

ク藤沢・厚木に設置しました。卒業後でも利用できますので、まずは特別相談窓口に御連絡くだ

さい。なお、最寄りのハローワークでも相談を受け付けています。 

 

○ 横浜新卒応援ハローワーク：ホームページはこちら 

○ 川崎新卒応援ハローワーク：ホームページはこちら 

○ 藤沢公共職業安定所：ホームページはこちら 

○ 厚木公共職業安定所：ホームページはこちら 

 

※学生の方でも、アルバイト等をされている方は、労働者向けの各種支援が利用できる場合がござ

います。労働者向け相談窓口(P.16)、健康福祉に関する相談窓口(P.30)も併せて御確認ください。

また、各大学等で独自の支援を行っている場合もございますので、在学中の大学等にもお問い合わ

せいただきますようお願いいたします。 

 

◆ 24時間子供SOSダイヤル 

新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめなどでつらい思いをした場合の相談

窓口として既設の「24時間子供SOSダイヤル」があります。 

 0120-0-78310（フリーダイヤル） 

（原則として電話をかけた所在地の教育委員会の相談窓口に接続） 

 

 子どもの人権110番 

「いじめ」や体罰，不登校や親による虐待といった，子どもをめぐる人権問題につい

て、子どもの発する信号をいち早くキャッチし，その解決に導くための相談を受け付け

る専用相談電話です。子どもだけでなく，大人もご利用可能です。 

 0120-007-110（平日8:30～17:15） 

 インターネットによる相談はこちらから 

 

 

 

 人権相談窓口 

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/yokohama_shinsotsu.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/kawasaki_shinsotsu.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-fujisawa.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-atsugi.html
https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_CH/0101.html
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 法務省 

法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する差別や偏見、嫌がら

せ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。以下の窓口までご相談くださ

い。 

 みんなの人権110番 0570-003-110（平日8:30～17:15） 

 女性の人権ホットライン 0570-070-810（平日8:30～17:15） 

 外国語人権相談ダイヤル 0570-090911（平日9:00～17:00） 

 インターネット人権相談 

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

 

 

 

 

 

 低所得の世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、① 児童扶養手当受給者等（低

所得のひとり親世帯） ② ①以外の住民税非課税の子育て世帯（その他低所得の子育て世

帯）に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童一人当たり一律５万円

の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。 

 問合せ先：厚生労働省コールセンター 0120-400-903（ひとり親世帯） 

0120-811-166（ひとり親世帯以外） 

（いずれも平日9:00～18:00） 

 ホームページはこちら 

 

 学校の臨時休校に関する問合せ 

お子様が通われている学校の臨時休校に関する問合せについて、下記の窓口にご相談く

ださい。 

 都道府県立学校・指定都市立学校 ⇒ 都道府県教育委員会・指定都市教育委員会 

 市区町村立学校         ⇒ 市区町村教育委員会 

 私立学校、国立大学附属学校、公立大学附属学校 ⇒ 各学校 

 

 子育て世帯への臨時特別給付金 

 新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯に

子育て世帯向け相談窓口 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18013.html
https://www.mext.go.jp/content/20200326-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf
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ついては、我が国の子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、児童を養育し

ている者の年収が960万円以上の世帯を除き、0歳から高校3年生までの子供たちに１人当

たり10万円相当の給付を行います。 

 内閣府では、お問い合わせ先としてフリーダイヤルを設置しています。 

 内閣府 子育て世帯への臨時特別給付金お問い合わせ先 

0120-526-145（土日祝を含む、12/29～1/3除く） 

 

 海外から一時帰国中又は一時帰国を予定しているお子様の保護者向け

お問合せ 

 文部科学省 総合教育政策局 教育改革・国際課 教育相談員 

受付時間：月～金（土日祝を除く）9:30～18:15 

専用ダイヤル 電話番号（海外から）+81-3-6734-3562 

            （日本国内から） 03-6734-3562 

 公益財団法人 海外子女教育振興財団 お問合せ窓口 

 受付時間：月～金（土日祝を除く）10：00～17:00 

 専用ダイヤル 電話番号（海外から）+81-3-4330-1351 

            （日本国内から）03-4330-1351 

 

 

 

 

 

No.1 生活福祉資金の貸付に関する相談窓口 

概要 各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の

必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しておりま

す。本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対

象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩

みの方々に向けた、償還免除の特例を設けた緊急小口資金等の特例貸付

を実施しています。 

 

○休業された方向け・ 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合 

（緊急小口資金）： 

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、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。 

健康福祉に関する相談窓口 
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○失業された方等向け・生活再建までの必要な生活費用の貸付 

（総合支援資金〈生活支援費〉）： 

新型コロナウイルスの影響を受け、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。 

連絡先 ○各社会福祉協議会（お申し込み） 別表４（p.43）参照 

○厚生労働省 

・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（一般的な問合せ） 

0120-46-1999  (9:00～21:00) 

ホームページ 緊急小口資金・総合支援資金 制度概要（厚生労働省） 

 

No.2 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に関する相談窓口 

概要 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て「新型コロナ

ウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。 

連絡先 ○厚生労働省コールセンター 0120-46-8030（平日9:00～17:00） 

○神奈川県内市町村：別表５（p.48）参照 

ホームページ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金（厚生労働省） 

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金（神奈川県） 

 

No.3 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する相談窓口 

概要 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（１世帯あたり10万円）

は、住民税均等割非課税世帯や令和３年１月以降に新型コロナウイルス

感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。相

談窓口として、内閣府のコールセンター、各市町村が設置している窓口

がございます。 

連絡先 ○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 

 0120ｰ526ｰ145（9:00～20:00） 

○神奈川県内市町村：別表６（p.49）参照 

 

No.4 生活困窮者支援、生活保護に関する相談窓口 

概要 生活困窮者支援、生活保護に関する相談窓口として、県健康福祉セン

ター、市福祉事務所、町村福祉課、社会福祉協議会の連絡先があります。 

連絡先 ○別表２（p.39）、別表７（p.51）参照 

https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html
https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/documents/jiritusienkin2021.html
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No.5 障害者福祉サービスに関する相談窓口 

概要 障害者福祉サービスに関する相談窓口として、各市区町村の担当課が

あります。 

連絡先 ○別表８（p.54）参照 

 

No.6 国民健康保険料(税)に関する相談窓口 

概要 国民健康保険料(税)に関する相談窓口として、各市区町村の担当課が

あります。 

連絡先 ○別表９（p.57）参照 

 

No.7 介護保険料に関する相談窓口 

概要 介護保険料に関する相談窓口として、各市区町村の担当課があります。 

連絡先 ○別表１０（p.59）参照 

 

No.8 国民年金に関する相談窓口 

概要 新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止（廃業）

または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納

付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本

人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があ

ります。免除の詳細や手続きの方法については、市区町村またはお近く

の年金事務所にお問い合わせください。 

連絡先 ○別表１１（p.62）参照 

 

 

 

 

 水道料金 

新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料金の支払いが困難になった方について、支払い

の猶予をしています。詳しくは、下記の窓口にご相談ください。 

管轄 電話番号 

神奈川県営水道 所管水道営業所 

※ 所管水道営業所の連絡先は、「上下水道

公共料金に関する相談窓口 

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html#cms03
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
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使用量のお知らせ」（検針票）でご確認く

ださい 

横浜市水道局 水道局お客さまサービス

センター(横浜市) 

045-847-6262 

川崎市水道局 南部サービスセンター(川

崎区、幸区、中原区) 

044-544-5433 

中部サービスセンター(高

津区、宮前区) 

044-855-3232 

北部サービスセンター(多

摩区、麻生区) 

044-951-0303 

 044-200-2872(排出汚水量の申告書提出者) 

 

 電気・ガス料金 
経済産業省は、個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮

し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、

柔軟な対応を行うことを要請しています。電気・ガス料金の支払いにお悩みの方は、契約

されている電気・ガス事業者にご相談ください。 

 

 電話料金 
総務省は、電気通信事業者関連４団体(※)に対して、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う

固定電話・携帯電話等に係る料金の支払期限延長等の実施について要請しています。電話料金の支払

いにお悩みの方は、契約されている電気通信事業者にご相談ください。 

 ※（一社）テレコムサービス協会、（一社）電気通信事業者協会、（一社）日本ケーブルテレビ連盟及び（一社）日本インター

ネットプロバイダー協会） 

 

 

 

 

 

日弁連は、弁護士がもっと身近で、もっと気軽な皆さまのパートナーとなるため、全国

各地に展開している弁護士会の法律相談センターにつながる「ひまわりお悩み 110 番」を

ご用意しています。こちらで、新型コロナウイルス関連相談も受け付けております。 

 

 一般の方 

  電話：0570-783-110  

     

法律相談窓口 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/suido-gesui/suido/toiawase/osc.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/suido-gesui/suido/toiawase/osc.html
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 事業者の方 

  電話：0570-001-240（おおい ちゅうーしょー） 

(平日 10:00～12:00、13:00～16:00) 

    ※日弁連の「中小企業のためのひまわりほっとダイヤル」つながります。 

    オンライン申し込みは 24時間受付 

 

 

 

 

 

 精神保健福祉センター 
保健師・精神保健福祉士等の専門職が、面接や電話等により、コロナのことが不安で眠れない

といったお悩みの相談を受け付けます。 

 神奈川県精神保健福祉センター：0120-821-606（平日9:00～21:00（受付は20:45まで）） 

 横浜市こころの健康相談センター：045-662-3522（平日17:00～21:30、休日8:45～21:30） 

 川崎市精神保健福祉センター：044-223-6719（9:00～21:00） 

 相模原市精神保健福祉センター：042-769-9818（8:30～17:00） 

 

 宿泊療養施設及び自宅待機の無症状、軽症の方向け こころの悩み電話相談 
新型コロナウイルス感染症への感染の不安や療養生活によるストレス等のこころの悩みについ

て、専門の相談員がご相談をお受けします。 

 電話：03-6276-0096（祝日・休日を除く月～金13:00～17:00）  

 

 医療機関・福祉施設従事者向け こころの悩み電話相談 
新型コロナウイルス感染症患者の対応をされ、日々ストレス状態に置かれている医療機関・福

祉施設従事者のこころの悩みを専門の相談員がお受けします。 

 電話：03-6276-0491（祝日・休日を除く月～金 13:00～21:00） 

 

 

 

 

 

 神奈川県 
 新型コロナ対策パーソナルサポート（行政） 

神奈川県のLINE公式アカウントと友だちになり、あなたの状態を入力いただくことで、あな

たの状態に合わせた、新型コロナウイルスに関する情報をお知らせします。 

心の健康についての相談窓口 

LINEによる情報提供・相談 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/line/index.html
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 いのちのほっとライン＠かながわ（がん・疾病対策課） 

生きるのがつらい、苦しいなど、こころの健康に関する悩みの相談ができます。 

 かながわDV相談LINE（人権男女共同参画課） 

DV・デートDV等に悩む女性からのご相談をお受けしています。 

 かながわ子ども家庭110番相談LINE（児童虐待相談窓口）（子ども家庭課） 

子育ての不安、親子関係や家族の悩みなど、子どもにかかわる相談をお受けします。 

保護者の方はもちろん、子どもの皆さんからの相談もお待ちしています。 

 かながわひとり親家庭相談LINE（子ども家庭課） 

神奈川県にお住まいの、ひとり親家庭の方を対象に、仕事、お金、子育て、教育費などの不

安や離婚に伴う悩みなど、さまざまな相談にお答えします。 

 かながわ子ども・若者総合相談LINE (青少年課) 

働くこと、将来のこと、家族のこと、友達のこと、どこに相談したらよいかわからない等さ

まざまな悩みの相談ができます。 

 

 厚生労働省 

新型コロナウイルス感染症の発生状況や予防方法などの情報を確認することができます。 

 

 経済産業省 事業者サポート 

新型コロナウイルス感染症関連の事業者向け支援メニューをご紹介するサービスです。 

 

 文部科学省 子供の学び応援 

学校臨時休業期間中の子供たちの学習を支援するアカウントです。スマートフォン等からも手軽

に、自宅等での学習に活用できる無償の教材や動画等にアクセスできます。 

 

 消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報 
消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報」から最近の情報にアクセスできるようになるほか、消

費者庁から定期的に送られる注意喚起メッセージを受け取れるようになります。 

 

 金融庁 コロナ サポート！ 

新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰りやローンの返済などでお困りの事業者・個人の

皆様を支援するための情報を随時発信いたします。 

 

 

 

 

 ＤＶ相談 

その他 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/cnt/linesoudan.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz3/joseisoudan.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/he8/line/kana_kodomo110.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/he8/hitorioyakatei/kanagawahitorioyakateisoudannline.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t7e/kowaka/201909kowakalinesoudan.html
https://page.line.me/914wgsga
https://page.line.me/510gbohp
https://page.line.me/855asdfp?openQrModal=true
https://page.line.me/855asdfp?openQrModal=true
https://lin.ee/d57rXBD
https://page.line.me/285rddna?openQrModal=true
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新型コロナウイルス感染症の影響により懸念されるＤＶ被害等の増加や深刻化に対応するため、内

閣府男女共同参画局は、ＤＶ相談に関する相談窓口を開設しました。 

 ＤＶ相談＋ 0120-279-889（24時間受付） 

（メール（24時間受付）・チャット（12:00～22:00受付）はこちら） 

 

既存の相談窓口もございます。こちらは最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。 

 ＤＶ相談ナビ #8008、0570-0-55210 

 

 自動車運転免許 
運転免許センター及び警察署の運転免許窓口は継続して業務を実施しています。運転免許業務の状

況は、逐次神奈川県警察運転免許センターのツイッターでもお知らせしています。 

 問合せ先 神奈川県警察 運転免許センター  045-365-3111(平日 8:30～17:15) 

 ホームページはこちら 

 

 NHK受信に関する相談 
NHKでは、経済的に厳しい方の、受信料の減免についての相談を受け付けております。ま

た、事業所契約に関する受信料免除や各種割引に関する特例措置、個人契約における支払

いの猶予等を実施しています。ホームページを御確認頂くか、以下の窓口にご相談くださ

い。 

 

窓口 担当地域 電話番号 

横浜放送局（営業） 横浜市の一部（中区、磯子区、金沢区、戸塚区、泉

区、栄区、瀬谷区、神奈川区、西区、港南区、南区、

旭区、保土ヶ谷区）、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三

浦市、三浦郡（葉山町） 

045-212-2661 

かながわ西営業センター 平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、秦

野市、厚木市、大和市、伊勢原市、座間市、海老名

市、南足柄市、綾瀬市、高座郡（寒川町）、中郡（大

磯町、二宮町）、足柄上郡（中井町、大井町、松田

町、山北町、開成町）、足柄下郡（箱根町、真鶴町、

湯河原町）、愛甲郡（愛川町、清川村） 

046-235-7000 

かながわ東営業センター 川崎市、横浜市の一部（鶴見区、青葉区、都筑区、緑

区、港北区） 

044-712-1100 

 

 布製マスクの全戸配布 

https://soudanplus.jp/
https://twitter.com/kpp_menkyo
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83121.htm
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_qa.html
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布製マスクの全戸配布についての問合せは、下記の窓口にご相談ください。また、自治体・個人・

団体からの布製マスクの配布希望の申出については、専用の申出フォームからお申し出ください。詳

細は、ホームページを御確認ください。※申出は終了しました 

 厚生労働省 0120-829-178 (9：00～18：00(土日祝を含む)) 

 申出フォーム：個人から、団体から、自治体から 

 

 妊婦の方向けの電話相談 
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、妊産婦の方は、胎児への影響、

出産・育児などについて不安を抱いて生活を送っていることから、こうした不安を軽減するた

め、専用の電話相談窓口を設置しています。 

経験豊富な助産師が妊産婦の方の不安にお応えしますので、お気軽にご連絡ください。 

 電話番号：0570-058-222 

 受付時間：月曜、水曜、金曜、土曜 10:00～16:00（祝日を含む) 

 

 孤独・孤立等に関する支援制度相談窓口 
内閣官房では、コロナ禍で孤独や孤立に悩む方に対して、いくつかのご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、あなたの状況に合った支援をチャットボットで探

すことができるページをご用意しております。 

 詳しくは以下のページを御確認ください。 

 内閣官房 孤独・孤立対策担当室 あなたはひとりじゃない 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask_haifu_kibou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask_haifu_kibou.html
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/danntai
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/jichitai
https://notalone-cas.go.jp/
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厚生年金に関する相談窓口（別表１） 

年金事務所名 管轄 所在地 電話番号(要予約） 

港北年金事務所 (横浜市) 

港北区､緑区､青葉区､都

筑区 

横浜市港北区大豆戸町515 045-546-8888 

鶴見年金事務所 (横浜市) 

鶴見区､神奈川区 

横浜市鶴見区鶴見中央4-

33-5 TG鶴見ビル2 

045-521-2641 

 

横浜中年金事務所 (横浜市) 

西区､中区 

横浜市中区相生町2-28 045-641-7501 

横浜西年金事務所 (横浜市) 

保土ヶ谷区、戸塚区、旭

区、瀬谷区、栄区、泉区 

横浜市戸塚区川上町87-1 

ウエルストン１ビル 

045-820-6655 

横浜南年金事務所 (横浜市) 

南区､磯子区､金沢区､港

南区 

横浜市南区宿町2-51 045-742-5511 

川崎年金事務所 (川崎市) 

川崎区､幸区 

川崎市川崎区宮前町12-17 044-233-0181 

高津年金事務所 (川崎市) 

中原区､高津区､多摩区､

宮前区､麻生区 

川崎市高津区久本1-3-2 044-888-0111 

 

横須賀年金事務所 横須賀市､逗子市､三浦

市､葉山町 

横須賀市米が浜通1-4 

Flos横須賀 

046-827-1251 

藤沢年金事務所 藤沢市､鎌倉市､茅ヶ崎

市､寒川町 

藤沢市藤沢1018 0466-50-1151 

平塚年金事務所 平塚市､秦野市､伊勢原

市､大磯町､二宮町 

平塚市八重咲町8-2 0463-22-1515 

 

厚木年金事務所 厚木市､海老名市､座間

市､綾瀬市､愛川町､清川

村 

厚木市栄町1-10-3 046-223-7171 

小田原年金事務所 小田原市､南足柄市､中井

町､大井町､松田町､山北

町､開成町､箱根町､真鶴

町､湯河原町 

小田原市浜町1-1-47 0465-22-1391 

相模原年金事務所 相模原市､大和市 相模原市南区相模大野6-

6-6 

042-745-8101 
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住居確保給付金、生活困窮者自立支援に関する神奈川県内の相談窓口（別表２） 

（別表４も併せて御確認ください） 

市区町村名 担当課等 電話番号 

横浜市 

鶴見区 生活支援課 045-510-1785 

神奈川区 生活支援課 045-411-7103 

西区 生活支援課 045-320-8415  

中区 生活支援課 045-224-8249  

南区 生活支援課 045-341-1207 

保土ケ谷区 生活支援課 045-334-6266  

磯子区 生活支援課 045-750-2408  

金沢区 生活支援課 045-788-7815  

港北区 生活支援課 045-540-2329  

戸塚区 生活支援課 045-866-8431  

港南区 生活支援課 045-847-8404  

旭区 生活支援課 045-954-6069  

緑区 生活支援課 045-930-2333  

瀬谷区 生活支援課 045-367-5705 

栄区 生活支援課 045-894-8400 

泉区 生活支援課 045-800-2461  

青葉区 生活支援課 045-978-2341  

都筑区 生活支援課 045-948-2311  

 よこはま若者サポートステーション 
（西区北幸1-11-15 横浜STビル3階） 045-290-7234 

 湘南・横浜若者サポートステーション 
（鎌倉市小袋谷1-6-1 2・3階） 0467-42-0203 

川崎市 
だいJOBセンター 
（生活自立・仕事相談センター） 044-245-5120  

相模原市 

緑区 緑区自立支援相談窓口 042-774-1131 

中央区 中央区自立支援相談窓口 042-769-8206 

南区 南区自立支援相談窓口 042-701-7717 

横須賀市 生活福祉課 046-822-8070  

平塚市 くらしサポート相談 0463-21-8813  

鎌倉市 インクル相談室鎌倉 0467-46-2119  

藤沢市 

地域生活支援窓口「バックアップふじさわ」 0466-50-3533  

北部福祉総合相談室 0466-46-0046 

バックアップふじさわ社協 0466-47-8131 

小田原市 生活支援課自立支援係 0465-33-1892  



 

40 

 

茅ヶ崎市 生活自立相談窓口 0467-82-1111  

逗子市 
逗子市社会福祉協議会 
地域生活支援係 046-876-6222 

三浦市 三浦市社会福祉協議会 
自立相談支援センター いっしょ 046-888-7347  

秦野市 社会福祉法人秦野市社会福祉協議会 
『きゃっち。』 0463-83-2751  

厚木市 福祉総務課 自立支援担当 046-225-2895 

大和市 自立相談窓口 046-200-6177 

伊勢原市 生活福祉課保護係 0463-94-4726 

海老名市 生活支援課 046-235-9015 

座間市 生活援護課 自立サポート担当 046-252-8566  

南足柄市 福祉課生活援護班 0465-73-8022  

綾瀬市 福祉総務課 0467-70-5624 

葉山町 

寒川町 

大磯町 

二宮町 

愛川町 

清川村 

ほっとステーション横浜 
（横浜市神奈川区沢渡4-2 
神奈川県社会福祉会館内） 

045-311-8874 

中井町 

大井町 

松田町 

山北町 

開成町 

箱根町 

真鶴町 

湯河原町 

ほっとステーション小田原 
（小田原市荻窪306） 0465-35-0810 
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市町村税の納付に関する市区町村の相談窓口（別表３） 

市町村名 区 担当課 電話番号 

横浜市 税務課 045-671-2229 

 鶴見区 税務課 045-510-1818 

神奈川区 税務課 045-411-7171 

西区 税務課 045-320-8484 

中区 税務課 045-224-8181 

南区 税務課 045-341-1212 

保土ケ谷区 税務課 045-334-6262 

磯子区 税務課 045-750-2323 

金沢区 税務課 045-788-7878 

港北区 税務課 045-540-2323 

戸塚区 税務課 045-866-8484 

港南区 税務課 045-847-8484 

旭区 税務課 045-954-6161 

緑区 税務課 045-930-2323 

瀬谷区 税務課 045-367-5656 

栄区 税務課 045-894-8181 

泉区 税務課 045-800-2323 

青葉区 税務課 045-978-2323 

都筑区 税務課 045-948-2323 

川崎市 

 川崎区 かわさき市税事務所 

納税課 

044-200-3890 

幸区 

中原区 こすぎ市税分室 

納税担当 

044-744-3225 

高津区 みぞのくち市税事務所 

納税課 

044-820-6571 

宮前区 

多摩区 しんゆり市税事務所 

納税課 

044-543-8982 

麻生区 

相模原市 納税課 042-769-8300 

 中央区 

緑区 緑市税事務所 042-775-8808 



 

42 

 

南区 南市税事務所 042-749-2163 

横須賀市 市民税課 046-822-8120 

平塚市 市民税課 0463-21-8766 

鎌倉市 市民税課 0467-61-3921 

藤沢市 市民税課 0466-50-3510 

小田原市 市民税課 0465-33-1351 

茅ヶ崎市 市民税課 0467-82-1111(代表) 

逗子市 課税課市民税係 046-873-1111(代表) 

三浦市 税務課 046-882-1111(代表) 

秦野市 市民税課 0463-82-5129 

厚木市 市民税課 046-225-2012 

大和市 市民税課 046-260-5231 

伊勢原市 市民税課 0463-74-5429 

海老名市 市民税課 046-235-8593 

座間市 市民税課 046-252-8004 

南足柄市 市民税課 0465-73-8047 

綾瀬市 税務課 0467-73-8015 

葉山町 税務課 046-876-1111(代表) 

寒川町 税務課 0467-74-1111(代表) 

大磯町 税務課 0463-61-4100 

二宮町 戸籍税務課 0463-71-3317 

中井町 税務町民課 0465-81-1113 

大井町 税務課 0465-85-5008 

松田町 税務課 0465-83-1224 

山北町 町民税務課 0465-75-3641 

開成町 税務窓口課 0465-84-0313 

箱根町 税務課 0460-85-7750 

真鶴町 税務収納課 0465-68-1131(代表) 

湯河原町 税務課 0465-63-2111(代表) 

愛川町 税務課 046-285-6915 

清川村 税務住民課 046-288-3849 

 

 

 



 

43 

 

生活福祉資金の貸付、総合生活相談支援に関する神奈川県内の社会福祉協議会の相談窓口

（別表４） 

（※事前にお電話で相談内容をご確認ください。） 

管轄 所在地 電話番号 

神奈川県 〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡4-2 
045-311-1426 

(平日 9:00～17:00) 

横浜市 〒231-8482 横浜市中区桜木町1-1  

横浜市健康福祉総合センター 

045-201-8616 

(平日 8:45～17:15) 

 
鶴見区 

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4-

37-37 リオベルデ鶴声(かくせい)2階 

045-504-5619 

(月～土8:45～17:15) 

神奈川区 

〒221-0825 横浜市神奈川区反町1-8-

4 

はーと友神奈川 

045-311-2014 

(平日 8:45～17:15) 

西区 

〒220-0011 横浜市西区高島二丁目７

番１号 ファーストプレイス横浜３階 

横浜西区福祉保健活動拠点 

045-450-5005 

(平日 9:00～17:00) 

中区 
〒231-0023 横浜市中区山下町2 

産業貿易センタービル4階 

045-681-6664 

(平日 8:45～17:15） 

南区 
〒232-0024 横浜市南区浦舟町3-46 

浦舟複合福祉施設8階 

045-260-2510 

(平日 9:30～16:00) 

保土ケ谷区 
〒240-0001 保土ケ谷区川辺町5-11 

かるがも3階 

045-341-9876 

磯子区 
〒235-0016 横浜市磯子区磯子3丁目

1-41 磯子センター5階 

045-751-0739 

(平日 9:30～16:30) 

金沢区 
〒236-0021 横浜市金沢区泥亀1-21-5 

いきいきセンター金沢 

045-788-6080 

港北区 

〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町

13-1 

吉田ビル 206 

045-547-2324 

(平日 8:45～17:15） 

戸塚区 〒244-0003 戸塚区戸塚町167-25 045-866-8434 

港南区 

〒233-0003 港南区港南4丁目2番8号3

階 

 港南区福祉保健活動拠点 

045-841-0256 

(平日 9:00～17:00) 

旭区 〒241-0022 横浜市旭区鶴ヶ峰1-6-35 045-392-1123 
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(平日 9:00～17:00) 

緑区 
〒226-0019 横浜市緑区中山2-1-1 

ハーモニーみどり1階 

045-931-2478 

(平日8:45～17:15) 

瀬谷区 

〒246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町

469 

せやまる・ふれあい館 

045-361-2117 

(月～土 8:45～ 17:15

（日祝・年末年始を除

く）) 

栄区 
〒247-0005 横浜市栄区桂町279-29 045-894-8521 

(平日 8:45～17:15) 

泉区 
〒245-0023 横浜市泉区和泉中央南5

丁目4番13号 

045-802-2150 

青葉区 

〒225-0024 青葉区市ヶ尾町1169-22 

青葉区福祉保健活動拠点 「ふれあい

青葉」 

045-972-8836 

(平日 8:45～17:15) 

都筑区 

〒224-0006 横浜市都筑区荏田東4-

10-3 

港北ニュータウンまちづくり館 

045-943-4058(平日) 

川崎市 〒211-0053 川崎市中原区上小田中6-

22-5 川崎市総合福祉センター 

044-739-8716 

 川崎区 〒210-0011 川崎区富士見1-6-3 

 読売川崎富士見ビルB-1棟 6階 

044-246-5500 

(平日 9:30～12:00、 

13:00～16:30 

受付時間は、午前中は

11:30ま で 、午後は

15:30まで) 

幸区 〒212-0023 川崎市幸区戸手本町1-

11-5 

川崎市さいわい健康福祉プラザ 

044-556-5500 

(電話予約は 

平日 8:30～12:00、 

13:00～17:00 

相談時間は 

平日 10:00～ 12:00、

13:00～16:00) 

中原区 〒211-0067 川崎市中原区今井上町1-

34 

044-722-5500 

(月～土10:00～16:00) 
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和田ビル1階 

高津区 〒213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 

てくのかわさき3階 

044-812-5500 

(10:00～16:00(日祝・

年末年始を除く) 

宮前区 〒216-0033 川崎市宮前区宮崎2-6-10 

東急宮崎台ガーデンオフィス4階 

044-856-5500 

(平日 10:00～16:00) 

多摩区 〒214-0014 川崎市多摩区登戸1763 

ライフガーデン向ヶ丘2階 

044-935-5500 

(平日 10:00～16:00) 

麻生区 〒215-0004  川崎市麻生区万福寺1-

2-2 

新百合21ビル1階 

044-952-5500 

(平日 10:00～12:00、

13:00～16:00) 

相模原市 中央区 〒252-0236 相模原市中央区富士見6-

1-20 あじさい会館 

042-756-5034 

(平日 9:00～17:00) 

緑区 〒252-0131 相模原市緑区西橋本5-3-

21 

緑区合同庁舎 

042-775-8601 

(平日 9:00～17:00) 

南区 〒252-0303 相模原市南区相模大野6-

22-1 南保健福祉センター 

042-765-7065 

(平日 9:00～17:00) 

横須賀市 〒238-0041 横須賀市本町2-1 

市立総合福祉会館2階 

046-821-1301 

(平日 9:00～11:30、

13:00～16:00) 

平塚市 〒254-0047 平塚市追分1番43号 

平塚市福祉会館 

0463-21-8813 

鎌倉市 〒248-0012 鎌倉市御成町20-21 0467-23-1075 

(平日 8:30〜17:15） 

藤沢市 〒251-0054 藤沢市朝日町1-1 

藤沢市役所分庁舎1階 

0466-50-3525 

(平日 8:30～17:15) 

小田原市 〒250-0055 小田原市久野115-2 

おだわら総合医療福祉会館 

0465-35-4000 

(9:00～12:00、 

13:00～16:30) 

茅ヶ崎市 〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-44 0467-85-9650 

逗子市 〒249-0005 逗子市桜山5-32-1 046-876-6222 

(9:00～12:00、 

13:00～16:30) 
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三浦市 〒 238-0102  三浦市南下浦町菊名

1258-3 

046-888-7347 

(平日 8:30～17:15) 

秦野市 〒257-0054 秦野市緑町16-3  

秦野市保健福祉センター 

0463-84-7711 

(9:00～12:00、 

13:00～17:00) 

厚木市 〒243-0018 厚木市中町1-4-1 

厚木市保健福祉センター 

046-225-2947 

(平日 8:45～12:00、

13:00～15:00) 

大和市 〒242-0004 大和市鶴間1-25-15 046-200-6177 

(平日 8:30～17:15) 

伊勢原市 〒259-1131 伊勢原市伊勢原2丁目7番

31号 伊勢原シティプラザ1階 

0463-94-9600 

(平日 8:45～12:00、

13:00～17:00) 

海老名市 〒243-0492 海老名市勝瀬175-1 

海老名市役所 

046-235-0220 

座間市 〒252-0021 座間市緑ケ丘1-2-1  

座間市立総合福祉センター2階 

046-266-2025 

(平日 9:00～17:00) 

南足柄市 〒250-0105 南足柄市関本403-2 

りんどう会館 

0465-73-1575 

(平日 8:30～17:15) 

綾瀬市 〒252-1107 綾瀬市深谷中4-7-10  

綾瀬市保健福祉プラザ 

0467-77-8166 

葉山町 〒240-0112 三浦郡葉山町堀内2220 

葉山町福祉文化会館 

046-875-9889 

寒川町 〒253-0106 高座郡寒川町宮山401 

健康管理センター1階 

0467-74-7621 

(平日 8:30～17:15) 

大磯町 〒255-0003 中郡大磯町大磯1352-1 

町立福祉センターさざれ石 

0463-61-9390 

(平日 8:30～17:15) 

二宮町 〒259-0124 中郡二宮町山西5-1 0463-73-0294 

中井町 〒259-0153 足柄上郡中井町比奈窪

104-1 中井町保健福祉センター「しら

さぎ」 

0465-81-2261 

大井町 〒258-0016 足柄上郡大井町上大井68

番地2 

0465-84-3294 

松田町 〒258-0003 足柄上郡松田町松田惣領 0465-82-0294 
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17-2 健康福祉センター (平日 8:30〜17:15) 

山北町 〒258-0111 足柄上郡山北町向原1379

番地1 

0465-75-1294 

開成町 〒258-0021 足柄上郡開成町吉田島

1043-1 開成町福祉会館 

0465-82-5222 

箱根町 〒250-0311 足柄下郡箱根町湯本855 

旧湯本中学校 

0460-85-9000 

(平日 8:30～17:15) 

真鶴町 〒259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴475

番地の１ 

0465-68-3313 

(平日 8:30～17:15) 

湯河原町 〒259-0301 足柄下郡湯河原町中央4-

12-5 

0465-62-3700 

(平日 8:30～17:15) 

愛川町 〒243-0301 愛甲郡愛川町角田257番

地の1 愛川町福祉センター 

046-285-2111 

清川村 〒243-0112 愛甲郡清川村煤ケ谷2220

番地の1 

清川村保健福祉センターひまわり館1

階 

046-287-1118 

(平日 8:30～17:15) 

 

  



 

48 

 

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の相談窓口（別表５） 

市 お問合せ先 電話番号 

横浜市 横浜市生活困窮者自立支援金専用ダイ

ヤル 

0120-044-500 

川崎市 川崎市自立支援金コールセンター 0570-066-155 

相模原市 

緑区 生活支援課 042-775-8809 

中央区 生活支援課 042-707-7443 

南区 生活支援課 042-701-7721 

横須賀市 福祉部生活支援課 046-822-7800 

平塚市 福祉部福祉総務課/くらしサポート相

談 

0463-21-9862 ／ 0463-

21-8813 

鎌倉市 健康福祉部生活福祉課 0467-23-3000（内2357） 

藤沢市 地域共生社会推進室自立支援金担当 0466-50-8275 

小田原市 福祉政策課総合支援係 0465-33-1892 

茅ヶ崎市 福祉部生活支援課 0467-82-1111 

逗子市 福祉部社会福祉課地域共生係 046-873-1111（内213） 

三浦市 三浦市社会福祉協議会 046-888-7347 

秦野市 秦野市社会福祉協議会 0463-84-7711 

厚木市 福祉総務課自立支援担当 046-295-8161 

大和市 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立

支援金窓口 

046-262-7406 

伊勢原市 生活福祉課 0463-94-4726 

海老名市 保健福祉部生活支援課自立支援係 046-235-9015 

座間市 生活援護課 046-252-8566 

南足柄市 福祉課生活援護班 0465-73-8022 

綾瀬市 福祉総務課 0467-70-5624 

町村 神奈川県庁生活援護課自立支援金担当 045-210-1111（内4908、

4904） 
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の相談窓口（別表６） 

市 お問合せ先 電話番号 

横浜市 総務課臨時特別給付金担当 

（横浜市非課税世帯等臨時特別給付金

コールセンター） 

0120-045-320（土日祝

含む9:00～19:00） 

川崎市 総務部臨時特別給付金担当 

(川崎市臨時特別給付金コールセンタ

ー) 

0120-200-113（土日祝

除く8:30～） 

相模原市 
生活福祉課非課税世帯等給付金班 042-754-1111(代表) 

042-707-7196(直通) 

横須賀市 臨時給付金担当課 

（横須賀市臨時特別給付金） 

0120-118-008（土日祝

含む8:30～17:00） 

平塚市 福祉総務課臨時給付金担当 0463-21-8779(直通) 

鎌倉市 福祉総務課臨時特別給付金担当 0467-23-3000(代表) 

内線2923 

藤沢市 子育て・生活支援給付金担当 0466-50-8391(直通) 

小田原市 福祉政策課福祉政策係 

（小田原市住民税非課税世帯に対する

臨時特別給付金コールセンター） 

0570-042-111（土日祝除

く8:30～17:15） 

茅ヶ崎市 生活支援課支援給付担当 0467-82-1111(代表) 

逗子市 社会福祉課社会福祉係(住民税非課税世帯

給付) 

社会福祉課地域共生係(家計急変世帯給付) 

046-873-1111(代表) 

三浦市 福祉課 046-882-1111(代表) 

秦野市 福祉部福祉臨時特別給付金担当 0463-86-6470( 直 通 )

（9:00～17:00） 

厚木市 生活福祉課臨時特別給付金担当 

（厚木市臨時特別給付金コールセンター） 

046-225-2384（土日祝除

く8:30～17:15） 

大和市 生活・暮らし支援臨時特別給付金担当給付

係 

046-200-7885( 代 表 )

（8:30～17:00） 

伊勢原市 福祉総務課 0463-94-4718・ 

0463-94-4719(直通) 

海老名市 福祉政策課 046-235-4820(直通) 

生活支援課 046-235-9015(直通) 
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座間市 福祉長寿課福祉総務係 046-252-8247(直通) 

南足柄市 福祉課給付金担当 0465-73-8022(直通) 

綾瀬市 福祉総務課福祉・生活支援担当 0467-70-5624( 直 通 )

（8:30～17:00） 

葉山町 福祉課臨時特別給付金担当 046-876-1111(代表) 

寒川町 総務課臨時特別給付金担当 0467-74-1111(代表) 

大磯町 福祉課地域福祉係 0463-61-4100(代表) 

二宮町 福祉保険課福祉・障がい者支援班 0463-75-9289(直通) 

中井町 企画課政策班 0465-81-1112(直通)  

大井町 福祉課 0465-83-8024(直通) 

松田町 福祉課福祉推進係 0465-83-1226(直通) 

山北町 福祉課子ども支援班 0465-75-3644(直通) 

開成町 福祉介護課福祉班 0465-84-0316(直通) 

箱根町 福祉課地域福祉係 0460-85-7790(直通) 

真鶴町 福祉課町民支援係 0465-68-1131(代表) 

湯河原町 社会福祉課社会福祉係 0465-63-2111( 代 表 ) 

内線313・314  

愛川町 福祉支援課給付金担当 046-285-2111(代表) 

清川村 保健福祉課福祉係 046-288-3861(直通) 
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生活保護に関する神奈川県内の相談窓口（別表７） 

市区町村名 福祉事務所・町村福祉課 

横浜市 

鶴見区 生活支援課生活支援係 045-510-1782 

神奈川区 生活支援課生活支援係 045-411-7103 

西区 生活支援課生活支援係 045-320-8407 

中区 生活支援課生活支援係 045-224-8248  

南区 生活支援課生活支援係 045-341-1203 

保土ケ谷区 生活支援課生活支援係 045-334-6314  

磯子区 生活支援課生活支援係 045-750-2405  

金沢区 生活支援課生活支援係 045-788-7814 

港北区 生活支援課生活支援係 045-540-2329  

戸塚区 生活支援課 045-866-8431 

港南区 生活支援課生活支援係 045-847-8404  

旭区 生活支援課生活支援係 045-954-6104  

緑区 生活支援課生活支援係 045-930-2318  

瀬谷区 生活支援課生活支援係 045-367-5705 

栄区 生活支援課生活支援係 045-894-8400 

泉区 生活支援課生活支援係 045-800-2305  

青葉区 生活支援課生活支援係 045-978-2446 

都筑区 生活支援課生活支援係 045-948-2311  

川崎市 

川崎区 川崎福祉事務所 044-201-3259  

大師地区健康福祉ステーション 044-271-0151  

田島地区健康福祉ステーション 044-322-1997  

幸区 幸福祉事務所 044-556-6723  

中原区 中原福祉事務所 044-744-3300  

高津区 高津福祉事務所 044-861-3254  

宮前区 宮前福祉事務所 044-856-3234  

多摩区 多摩福祉事務所 044-935-3289 

麻生区 麻生福祉事務所 044-965-5345 

相模原

市 

緑区（津久井・相模湖・藤野

地区以外） 
緑福祉事務所 042-774-8809 

緑区（津久井・相模湖・藤野

地区） 
緑福祉事務所 042-780-1407 

中央区 中央福祉事務所 042-851-3162 

南区 南福祉事務所 042-701-7720 
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横須賀市 福祉部生活福祉課 046-822-8261  

平塚市 生活福祉課 0463-21-9849 

鎌倉市 生活福祉課保護担当 0467-61-3972 

藤沢市 生活援護課 0466-50-3572 

小田原市 生活支援課 0465-33-1463 

茅ヶ崎市 生活支援課 保護担当 0467-82-1111  

逗子市 社会福祉課保護係 046-872-8158 

三浦市 保健福祉部福祉課 046-882-1111  

秦野市 福祉部 生活援護課 0463-82-7393  

厚木市 福祉部 生活福祉課 046-225-2213 

大和市 生活援護課 046-260-5615 

伊勢原市 保健福祉部 生活福祉課 0463-94-4726 

海老名市 生活支援課 046-235-4821  

座間市 生活援護課 046-252-7125  

南足柄市 福祉課 0465-73-8022 

綾瀬市 福祉総務課 0467-70-5614 

三浦郡 
(県)鎌倉保健福祉事務所 保健福祉課 0467-24-3900 

葉山町 福祉課 046-876-1111 

高座郡 

(県)平塚保健福祉事務所  
茅ケ崎支所 生活福祉課 0467-85-1173 

寒川町 福祉課 0467-74-1111 

中部 

(県)平塚保健福祉事務所 生活福祉課 0463-32-0130 

大磯町 福祉課 0463-61-4100 

二宮町 福祉保険課 0463-71-3311 

足柄上

群 

(県)小田原保健福祉事務所
足柄上センター 生活福祉課 0465-83-5111 

中井町 福祉課 0465-81-5548 

大井町 福祉課 0465-83-1311 

松田町 健康福祉課 0465-83-1221 

山北町 福祉課 0465-75-1122 

開成町 福祉課 0465-83-2331 

足柄下 (県)小田原保健福祉事務所 生活福祉課 0465-32-8000 
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群 箱根町 福祉課 0460-85-7111 

真鶴町 健康福祉課 0465-68-1131 

湯河原町 社会福祉課 0465-63-2111 

愛甲郡 

(県)厚木保健福祉事務所 生活福祉課 046-224-1111 

愛川町 福祉支援課 046-285-2111 

清川村 保健福祉課 046-288-1211 
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障害者福祉サービスに関する市区町村の相談窓口（別表８） 

市町村名 区 担当課 電話番号 

神奈川県 
福祉子どもみらい局 

福祉部 障害福祉課 

045-210-1111 

横浜市 健康福祉局 障害福祉課 045-671-2121(代表) 

 鶴見区 高齢・障害支援課 045-510-1768 

神奈川区 高齢・障害支援課 045-411-7097 

西区 高齢・障害支援課 045-320-8493 

中区 高齢・障害支援課 045-224-8161 

南区 高齢・障害支援課 045-341-1136 

保土ケ谷区 高齢・障害支援課 045-334-6381 

磯子区 高齢・障害支援課 045-750-2490 

金沢区 高齢・障害支援課 045-788-7773 

港北区 高齢・障害支援課 045-540-2317 

戸塚区 高齢・障害支援課 045-866-8429 

港南区 高齢・障害支援課 045-847-8454 

旭区 高齢・障害支援課 045-954-6115 

緑区 高齢・障害支援課 045-930-2317 

瀬谷区 高齢・障害支援課 045-367-5713 

栄区 高齢・障害支援課 045-894-8539 

泉区 高齢・障害支援課 045-800-2430 

青葉区 高齢・障害支援課 045-978-2444 

都筑区 高齢・障害支援課 045-948-2301 

川崎市 健康福祉局 

障害保険福祉部障害福祉課 

044-200-2653 

 川崎区 高齢・障害課 044-201-3080 

幸区 高齢・障害課 044-556-6619 

中原区 高齢・障害課 044-744-3217 

高津区 高齢・障害課 044-861-3255 

宮前区 高齢・障害課 044-856-3242 

多摩区 高齢・障害課 044-935-3266 

麻生区 高齢・障害課 044-965-5148 

相模原市 中央区 中央障害福祉相談課 042-769-9266（身体・知的福祉担当） 

042-769-9806（精神保健福祉担当） 
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緑区（橋本・

大沢地区） 

緑障害福祉相談課 042-775-8810（身体・知的福祉担当） 

042-775-8811（精神保健福祉担当） 

緑区（城山

地区） 

城山保健福祉課 042-783-8136 

緑区（津久

井地区） 

津久井保健福祉課 042-780-1412 

緑区（相模

湖地区） 

相模湖保健福祉課 042-684-3216 

緑区（藤野

地区） 

藤野保健福祉課 042-687-5511 

南区 南障害福祉相談課 042-701-7722（身体・知的福祉担当） 

042-701-7715（精神保健福祉担当） 

横須賀市 福祉部 障害福祉課 046-822-9839 

平塚市 障がい福祉課 0463-21-8774 

鎌倉市 障がい福祉課 0467-61-3975 

藤沢市 障がい福祉課 0466-50-3528 

小田原市 福祉健康部 障がい福祉課 0465-33-1467 

茅ヶ崎市 障害福祉課 0467-82-1111(代表) 

逗子市 障がい福祉課 046-873-1111(代表) 

三浦市 保健福祉部 福祉課 046-882-1111(代表) 

秦野市 福祉部 障害福祉課 0463-82-7616 

厚木市 福祉部 障がい福祉課 046-225-2221 

大和市 障がい福祉課 046-260-5665 

伊勢原市 障害福祉課 0463-94-4720 

海老名市 障がい福祉課 046-235-4813(障がい福祉係) 

046-235-4812(相談支援係) 

座間市 障がい福祉課 046-252-7132 

南足柄市 福祉課 0465-73-8047 

綾瀬市 障がい福祉課 0467-70-5623 

葉山町 福祉課 046-876-1111(代表) 

寒川町 福祉課 0467-74-1111(代表) 

大磯町 福祉課 0463-73-4530 

二宮町 福祉保険課 0463-75-9289 

中井町 福祉課 0465-81-5548 
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大井町 福祉課 0465-83-8011 

松田町 福祉課 0465-83-1226 

山北町 福祉課 0465-75-3644 

開成町 保健福祉部 福祉課 0465-84-0316 

箱根町 福祉部 福祉課 0460-85-7790 

真鶴町 健康福祉課 0465-68-1131(代表) 

湯河原町 社会福祉課 0465-63-2111(代表) 

愛川町 福祉支援課 046-285-6928(代表) 

清川村 保健福祉課 046-288-3861 
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国民健康保険料（税）に関する市区町村の相談窓口（別表９） 

市町村名 区 担当課 電話番号 

神奈川県 健康医療局 医療保険課 045-210-4881 

横浜市 健康福祉局 保険年金課 045-671-2422 

 鶴見区 保険年金課 保険係 045-510-1807 

神奈川区 保険年金課 保険係 045-411-7124 

西区 保険年金課 保険係 045-320-8425 

中区 保険年金課 保険係 045-224-8315 

南区 保険年金課 保険係 045-341-1126 

保土ケ谷区 保険年金課 保険係 045-334-6335 

磯子区 保険年金課 保険係 045-750-2425 

金沢区 保険年金課 保険係 045-788-7835 

港北区 保険年金課 保険係 045-540-2349 

戸塚区 保険年金課 保険係 045-866-8449 

港南区 保険年金課 保険係 045-847-8425 

旭区 保険年金課 保険係 045-954-6134 

緑区 保険年金課 保険係 045-930-2341 

瀬谷区 保険年金課 保険係 045-367-5725 

栄区 保険年金課 保険係 045-894-8425 

泉区 保険年金課 保険係 045-800-2425 

青葉区 保険年金課 保険係 045-978-2335 

都筑区 保険年金課 保険係 045-948-2334 

川崎市 

 川崎区 保険年金課 国保資格・賦課係 044-201-3151 

大師支所区民センター 保険年金係 044-271-0159 

田島支所区民センター 保険年金係 044-322-1987 

幸区 保険年金課 国保資格・賦課係 044-556-6620 

中原区 保険年金課 国保資格・賦課係 044-744-3201 

高津区 保険年金課 国保資格・賦課係 044-861-3174 

宮前区 保険年金課 国保資格・賦課係 044-856-3156 

多摩区 保険年金課 国保資格・賦課係 044-935-3164 

麻生区 保険年金課 国保資格・賦課係 044-965-5189 

相模原市 中央区 国保年金課 042-707-8111 
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 緑区 区民課 住民基本台帳班 042-775-8803 

南区 区民課 住民基本台帳班 042-749-2131 

横須賀市 健康保険課 046-822-8233 

平塚市 保険年金課 0463-21-8775 

鎌倉市 保険年金課 0467-61-3607 

藤沢市 保険年金課 0466-50-3520 

小田原市 保険課 0465-33-1834 

茅ヶ崎市 保険年金課 0467-82-1111(代表) 

逗子市 国保健康課 046-873-1111(代表) 

三浦市 保険年金課 046-882-1111(代表) 

秦野市 国保年金課 0463-82-9613 

厚木市 国保年金課 046-225-2120 

大和市 保険年金課 046-260-5114 

伊勢原市 保険年金課 国保係 0463-94-4728 

海老名市 国保医療課 046-235-4596 

座間市 国保年金課 046-252-7003 

南足柄市 市民課 保険年金班 0465-73-8021 

綾瀬市 保険年金課 0467-70-5617 

葉山町 町民健康課 046-876-1111(代表) 

寒川町 保険年金課 0467-74-1111(代表) 

大磯町 町民課 保険年金係 0463-61-4100 

二宮町 福祉保険課 0463-71-3190 

中井町 税務町民課 0465-81-1114 

大井町 町民課 0465-85-5007 

松田町 町民課 国保年金係 0465-83-1225 

山北町 保険健康課 0465-75-3642 

開成町 保険健康課 0465-84-0320 

箱根町 保険健康課 0460-85-9564 

真鶴町 町民生活課 0465-68-1131(代表) 

湯河原町 住民課 0465-63-2111(代表) 

愛川町 国保年金課 046-285-6931 

清川村 税務住民課 046-288-3849 

 



 

59 

 

介護保険料に関する市区町村の相談窓口（別表１０） 

市町村名 区 担当課 電話番号 

神奈川県 健康医療局 医療保険課 045-210-4881 

横浜市 健康福祉局 介護保険課 045-671-4252 

 鶴見区 保険年金課 保険係 045-510-1807 

神奈川区 保険年金課 保険係 045-411-7124 

西区 保険年金課 保険係 045-320-8425 

中区 保険年金課 保険係 045-224-8315 

南区 保険年金課 保険係 045-341-1126 

保土ケ谷区 保険年金課 保険係 045-334-6335 

磯子区 保険年金課 保険係 045-750-2425 

金沢区 保険年金課 保険係 045-788-7835 

港北区 保険年金課 保険係 045-540-2349 

戸塚区 保険年金課 保険係 045-866-8449 

港南区 保険年金課 保険係 045-847-8425 

旭区 保険年金課 保険係 045-954-6134 

緑区 保険年金課 保険係 045-930-2341 

瀬谷区 保険年金課 保険係 045-367-5725 

栄区 保険年金課 保険係 045-894-8425 

泉区 保険年金課 保険係 045-800-2425 

青葉区 保険年金課 保険係 045-978-2335 

都筑区 保険年金課 保険係 045-948-2334 

川崎市 健康福祉局 介護保険課 044-200-2691 

 川崎区 保険年金課 後期・介護保険料課 044-201-3154 

大師支所区民センター 保険年金係 044-271-0159 

田島支所区民センター 保険年金係 044-322-1987 

幸区 保険年金課 後期・介護保険料課 044-556-6721 

中原区 保険年金課 後期・介護保険料課 044-744-3204 

高津区 保険年金課 後期・介護保険料課 044-861-3257 

宮前区 保険年金課 後期・介護保険料課 044-856-3159 

多摩区 保険年金課 後期・介護保険料課 044-935-3161 

麻生区 保険年金課 後期・介護保険料課 044-965-5188 

相模原市 介護保険課 042-769-8321 
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 中央区 中央高齢・障害者相談課 042-769-8349 

緑区 緑高齢・障害者相談課 042-775-8812 

緑区（城山） 保健福祉課 042-783-8136 

緑区（津久井） 保健福祉課 042-780-1408 

緑区（相模湖） 保健福祉課 042-684-3215 

緑区（藤野） 保健福祉課 042-687-5511 

南区 南高齢・障害者相談課 042-701-7704 

横須賀市 介護保険課 046-822-8293 

平塚市 介護保険課 0463-71-5238 

鎌倉市 高齢者いきいき課 0467-61-3949 

藤沢市 介護保険課 0466-50-3527 

小田原市 高齢介護課 0465-33-1841 

茅ヶ崎市 高齢福祉介護課 0467-82-1111(代表) 

逗子市 高齢介護課 046-872-8116 

三浦市 高齢介護課 046-882-2836 

秦野市 高齢介護課 0463-82-9616 

厚木市 介護福祉課 046-225-2393 

大和市 介護保険課 046-260-5169 

伊勢原市 介護高齢課 0463-94-4722 

海老名市 介護保険課 046-235-4952 

座間市 介護保険課 046-252-7719 

南足柄市 高齢介護課 0465-73-8057 

綾瀬市 高齢介護課 0467-70-5636 

葉山町 福祉課 046-876-1111(代表) 

寒川町 高齢介護課 0467-74-1111(代表) 

大磯町 福祉課 0463-61-4100 

二宮町 高齢介護課 0463-71-5348 

中井町 健康課 0465-81-5546 

大井町 福祉課 0465-83-8024 

松田町 福祉課 0465-83-1226 

山北町 保険健康課 0465-75-3642 

開成町 保険健康課 0465-84-0320 

箱根町 福祉課 0460-85-7790 
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真鶴町 健康福祉課 0465-68-1131(代表) 

湯河原町 介護課 0465-63-2111(代表) 

愛川町 高齢介護課 046-285-6938 

清川村 保健福祉課 046-288-3861 
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国民年金に関する市区町村の相談窓口（別表１１） 

市町村名 区 担当課 電話番号 

神奈川県 健康医療局 医療保険課 045-210-4881 

横浜市 健康福祉局 保険年金課 045-671-2418 

 

 

 

 

鶴見区 保険年金課 国民年金係 045-510-1802 

神奈川区 保険年金課 国民年金係 045-411-7121 

西区 保険年金課 国民年金係 045-320-8421 

中区 保険年金課 国民年金係 045-224-8311 

南区 保険年金課 国民年金係 045-341-1129 

保土ケ谷区 保険年金課 国民年金係 045-334-6332 

磯子区 保険年金課 国民年金係 045-750-2422 

金沢区 保険年金課 国民年金係 045-788-7831 

港北区 保険年金課 国民年金係 045-540-2347 

戸塚区 保険年金課 国民年金係 045-866-8441 

港南区 保険年金課 国民年金係 045-847-8421 

旭区 保険年金課 国民年金係 045-954-6131 

緑区 保険年金課 国民年金係 45-930-2337 

瀬谷区 保険年金課 国民年金係 045-367-5721 

栄区 保険年金課 国民年金係 045-894-8420 

泉区 保険年金課 国民年金係 045-800-2421 

青葉区 保険年金課 国民年金係 045-978-2331 

都筑区 保険年金課 国民年金係 045-948-2331 

川崎市 

 川崎区 保険年金課 国民年金係 044-201-3155 

大師支所区民センター 保険年金係 044-271-0158 

田島支所区民センター 保険年金係 044-322-1988 

幸区 保険年金課 国民年金係 044-556-6621 

中原区 保険年金課 国民年金係 044-744-3206 

高津区 保険年金課 国民年金係 044-861-3176 

宮前区 保険年金課 国民年金係 044-856-3154 

多摩区 保険年金課 国民年金係 044-935-3165 

麻生区 保険年金課 国民年金係 044-965-5153 

相模原市 中央区 国保年金課 042-769-8228 
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緑区 区民課 住民基本台帳班 042-775-8803 

南区 区民課 住民基本台帳班 042-749-2131 

横須賀市 窓口サービス課 国民年

金係 

046-822-8235 

平塚市 保険年金課 0463-21-8777 

鎌倉市 保険年金課 0467-61-3963 

藤沢市 保険年金課 0466-50-3520 

小田原市 保険課 国民年金係 0465-33-1867 

茅ヶ崎市 保険年金課 0467-82-1111(代表) 

逗子市 国保健康課 保険年金係 046-873-1111(代表) 

三浦市 保険年金課 046-882-1111(代表) 

秦野市 国保年金課 0463-82-9614 

厚木市 国保年金課 国民年金係 046-225-2121 

大和市 保険年金課 国保年金係 046-260-5114 

伊勢原市 保険年金課 年金係 0463-94-4520 

海老名市 国保医療課 046-235-4596 

座間市 国保年金課 年金係 046-252-7035 

南足柄市 市民課 保険年金班 0465-73-8020 

綾瀬市 保険年金課 0467-70-5618 

葉山町 町民健康課 046-876-1111(代表) 

寒川町 保険年金課 0467-74-1111(代表) 

大磯町 町民課 保険年金係 0463-61-4100 

二宮町 福祉保険課 0463-71-3190 

中井町 税務町民課 0465-81-1114 

大井町 町民課 0465-85-5007 

松田町 町民課 国保年金係 0465-83-1225 

山北町 保険健康課 0465-75-3642 

開成町 保険健康課 0465-84-0320 

箱根町 保険健康課 0460-85-9564 

真鶴町 町民生活課 0465-68-1131(代表) 

湯河原町 住民課 0465-63-2111(代表) 

愛川町 国保年金課 046-285-6931 

清川村 税務住民課 046-288-3849 
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住民相談窓口（別表１２） 

市区町村名 代表電話番号 
住民相談窓口 

所在地 
窓口名 電話番号 

横浜市役所 
045-671-2121 
（代表） 
  

広聴相談課市民相
談室 
（法律相談等の予
約・問合せ先、市
政相談） 

045-671-2306 

横浜市中区本町6-50-
10 

横浜市コールセン
ター（区役所や市
役所での各種手
続・窓口案内のほ
か、市の施設・イ
ベント情報・市営
交通の案内） 

045-664－
2525 
 
年中無休 
8:00～21:00 

横浜市 

鶴見区役所 045-510-1818 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 045-510-1680 横浜市鶴見区鶴見中

央3-20-1 

神奈川区役
所 

045-411-7171 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 045-411-7021 横浜市神奈川区広台

太田町3-8 

西区役所 045-320-8484 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 045-320-8321 横浜市西区中央1-5-

10 

中区役所 045-224-8181 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 045-224-8123 横浜市中区日本大通

35 

南区役所 045-341-1212 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 045-341-1112 横浜市南区浦舟町2-

33 

港南区役所 045-847-8484 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 045-847-8321 横浜市港南区港南4-

2-10 

保土ケ谷区
役所 

045-334-6262 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 045-334-6221 

横浜市保土ケ谷区川
辺町2-9 

旭区役所 045-954-6161 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 

045-954-6022 横浜市旭区鶴ケ峰1-
4-12 

磯子区役所 045-750-2323 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 045-750-2338 横浜市磯子区磯子3-

5-1 

金沢区役所 
045-788-7878 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 045-788-7723 

横浜市金沢区泥亀2-
9-1 

港北区役所 045-540-2323 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 045-540-2223 横浜市港北区大豆戸

町26-1 

緑区役所 045-930-2323 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 045-930-2219 横浜市緑区寺山町118 

青葉区役所 045-978-2323 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 

045-978-2222 横浜市青葉区市ケ尾
町31-4 



 

65 

 

都筑区役所 
045-948-2323 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 045-948-2222 

横浜市都筑区茅ケ崎
中央32-1 

戸塚区役所 045-866-8484 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 045-866-8321 横浜市戸塚区戸塚町

16-17 

栄区役所 045-894-8181 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 045-894-8335 横浜市栄区桂町303-

19 

泉区役所 045-800-2323 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 045-800-2337 横浜市泉区和泉中央

北5-1-1 

瀬谷区役所 045-367-5656 
（代表） 

区政推進課 
広報相談係 045-367-5636 横浜市瀬谷区二ツ橋

町190 

川崎市役所 044-200-2111 
（代表） 

川崎市総合コンタ
クトセンター(サ
ンキューコールか
わさき)（市政全
般に関する問合
せ） 

044-200-3939 川崎市川崎区宮本町1 

川崎市市民オンブ
ズマン 
（自らの利害に関
わる苦情を持った
市民からの市政に
関する苦情受付） 

044-200-3691 川崎市川崎区砂子1-
7-4 砂子平沼ビル 

川崎市人権オンブ
ズパーソン（子ど
もの権利の侵害
(虐待･いじめ･学
校や保育園等との
トラブル･体罰･子
どもへのセクハ
ラ)、男女平等に
関わる人権の侵害
(性による差別･セ
クハラ･配偶者暴
力(DV)･デートDV)
に関する相談や救
済申立 

【子どもの権
利の侵害】 
044-813-3110 
【男女平等に
関わる人権の
侵害】 
044-813-3111 
【相談日時】 
月･水･金 
13:00～19:00 
土 
9:00～15:00 
(祝祭日､年末
年始を除く 

川崎市高津区溝口2-
20-1 川崎市男女共
同参画センター 

川崎市 

川崎区役所 
044-201-3113 
（代表） 

地域振興課 
相談情報担当 044-201-3132 川崎市川崎区東田町8 

幸区役所 044-556-6666 
（代表） 

地域振興課 
相談情報担当 044-556-6608 川崎市幸区戸手本町

1-11-1 

中原区役所 044-744-3113 
（代表） 

地域振興課 
相談情報担当 044-744-3154 川崎市中原区小杉町

3-245 

高津区役所 044-861-3113 
（代表） 

地域振興課 
相談情報担当 044-861-3141 川崎市高津区下作延

2-8-1 

宮前区役所 044-856-3113 
（代表） 

地域振興課 
相談情報担当 044-856-3134 川崎市宮前区宮前平

2-20-5 
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多摩区役所 044-935-3113 
（代表） 

地域振興課 
相談情報担当 044-935-3141 川崎市多摩区登戸

1775-1 

麻生区役所 
044-965-5100 
(代表） 

地域振興課 
相談情報担当 044-965-5119 

川崎市麻生区万福寺
1-5-1 

相模原市役所 042-754-1111 
（代表） 

相模原市コールセ
ンター 
（市の手続､施設､
イベント等の問合
せ･市の担当部署
が不明の場合の問
合せ） 

042-770-7777 
年中無休 
8:00～21:00 

相模原市中央区中央
2-11-15 

相模原
市 

緑区役所 042-775-8802 
（代表） 

相模原市緑区西橋本
5-3-21（市緑区合同
庁舎内） 

中央区役所 042-769-9802 
（代表） 

相模原市中央区中央
2-11-15市役所本館１
階 

南区役所 
042-749-2134 
（代表） 

相模原市南区相模大
野5-31-1（市南区合
同庁舎内） 

横須賀市役所 046-822-4000 
（代表） 

市民生活課 
市民相談係 

046-822-8114 

横須賀市小川町11 
横須賀市コールセ
ンター 
(市の手続やイベ
ントに関する問合
せ) 

046-822-2500 
年中無休 
8:00～20:00 

平塚市役所 0463-23-1111 
（代表） 

市民情報・相談課 
広聴・相談担当 

0463-21-8764 平塚市浅間町9-1 

鎌倉市役所 0467-23-3000 
（代表） 

共生共創部地域共
生課 
くらしと福祉の相
談担当 

0467-23-3000 鎌倉市御成町18-10 

藤沢市役所 0466-25-1111 
（代表） 

市民相談情報課 
広聴・相談担当 

0467-61-3864 

藤沢市朝日町1-1 
藤沢市コールセン
ター 
(市政（申請・手
続き等）に関する
問合せ) 

0466-28-1000 
年中無休 
8:00～21:00 

藤沢市オンブズマ
ン 
（市政に関する苦
情の申し立て） 

0466-50-3582 
月～金 
8:30～17:30 

藤沢市藤沢115エフ・
ティービル藤沢 

小田原市役所 0465-33-1300 
（代表） 

地域安全課 
市民相談係 0465-33-1775 小田原市荻窪300 

茅ヶ崎市役所 0467-82-1111 
（代表） 

市民相談課 
市民相談担当 0467-82-1111 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 
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逗子市役所 046-873-1111 
（代表） 

市民協働課 
人権・男女共同参
画係 

046-873-1111 逗子市逗子5-2-16 

三浦市役所 046-882-1111 
（代表） 

市民サービス課  
お客様センター担
当 

046-882-1111 三浦市城山町1-1 

秦野市役所 0463-82-5111 
（代表） 

市民相談人権課 
市民相談担当 0463-82-5128 秦野市桜町1-3-2 

厚木市役所 046-223-1511 
（代表） 

市民協働推進課 
人権男女相談係 

046-225-2215 厚木市中町3-17-17 

大和市役所 046-263-1111 
（代表） 

市民相談課 
市民相談係 046-260-5129 大和市下鶴間1-1-1 

伊勢原市役所 0463-94-4711 
（代表） 

人権・広聴相談課 
広聴相談係 

0463-94-4717 伊勢原市田中348 

海老名市役所 046-231-2111 
（代表） 

市民相談課 
相談係 046-235-4567 海老名市勝瀬175-1 

座間市役所 046-255-1111 
（代表） 

広聴人権課 
広聴相談係 

046-252-8146 座間市緑ケ丘1-1-1 

南足柄市役所 0465-74-2111 
（代表） 

秘書広報課 
市民相談室 0465-73-8004 南足柄市関本440 

綾瀬市役所 0467-77-1111 
（代表） 

市民課 
広聴相談担当 0467-70-5605 綾瀬市早川550 

葉山町役場 046-876-1111
（代表） 

町民健康課 
戸籍相談係  046-876-1111 三浦郡葉山町堀内

2135 

寒川町役場 0467-74-1111
（代表） 

町民窓口課 
町民相談担当 0467-74-1111 高座郡寒川町宮山165 

大磯町役場 0463-61-4100
（代表） 

町民課 
町民協働係 0463-61-4100 中郡大磯町東小磯183 

二宮町役場 0463-71-3311
（代表） 

地域政策課 
地域支援班 0463-71-3311 中郡二宮町二宮961 

中井町役場 0465-81-1111
（代表） 

総務課 
管理班 0465-81-1111 足柄上郡中井町比奈

窪56 

大井町役場 0465-83-1311
（代表） 協働推進課 0465-85-5004 足柄上郡大井町金子

1995 

松田町役場 0465-83-1221
（代表） 

町民課  
窓口サービス係 

0465-83-1225 足柄上郡松田町松田
惣領2037 
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山北町役場 0465-75-1122
（代表） 

総務防災課 
庶務班 0465-75-3643 足柄上郡山北町山北

1301-4 

開成町役場 0465-83-2331
（代表） 

保健福祉部 
福祉課 0465-84-0316 足柄上郡開成町延沢

773 

箱根町役場 
0460-85-7111
（代表） 

福祉課 
地域福祉係 0460-85-7790 

足柄下郡箱根町湯本
256 

真鶴町役場 0465-68-1131
（代表） 

健康福祉課 
障がい福祉係 0465-68-1131 足柄下郡真鶴町岩

244-1 

湯河原町役場 0465-63-2111
（代表） 秘書広報室 0465-63-2111 足柄下郡湯河原町中

央2-2-1 

愛川町役場 046-285-2111
（代表） 

住民課 
住民相談班 046-285-2111 愛甲郡愛川町角田

251-1 

清川村役場 046-288-1211
（代表） 

総務課 
管理係 046-288-1212 愛甲郡清川村煤ヶ谷

2216 
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神奈川県内保健所一覧（別表１３） 

市区町村 保健所名 電話番号 

横浜市 

鶴見区 鶴見福祉保健センター 045-510-1832 

神奈川区 神奈川福祉保健センター 045-411-7138 

西区 西福祉保健センター 045-320-8439 

中区 中福祉保健センター 045-224-8332 

南区 南福祉保健センター 045-341-1185 

保土ケ谷区 保土ケ谷福祉保健センター 045-334-6345 

磯子区 磯子福祉保健センター 045-750-2445 

金沢区 金沢福祉保健センター 045-788-7840 

港北区 港北福祉保健センター 045-540-2362 

戸塚区 戸塚福祉保健センター 045-866-8426 

港南区 港南福祉保健センター 045-847-8438 

旭区 旭福祉保健センター 045-954-6146 

緑区 緑福祉保健センター 045-930-2357 

瀬谷区 瀬谷福祉保健センター 045-367-5744 

栄区 栄福祉保健センター 045-894-6964 

泉区 泉福祉保健センター 045-800-2445 

青葉区 青葉福祉保健センター 045-978-2438 

都筑区 都筑福祉保健センター 045-948-2350 

川崎市 

川崎区 川崎区役所地域みまもり支援センター 044-201-3223 

幸区 幸区役所地域みまもり支援センター 044-556-6682 

中原区 中原区役所地域みまもり支援センター 044-744-3280 

高津区 高津区役所地域みまもり支援センター 044-861-3321 

宮前区 宮前区役所地域みまもり支援センター 044-856-3265 

多摩区 多摩区役所地域みまもり支援センター 044-935-3310 

麻生区 麻生区役所地域みまもり支援センター 044-965-5163 

相模原市 相模原市保健所 042-769-8260 

横須賀市 横須賀市保健所 046-822-4300 

藤沢市 藤沢市保健所 0466-25-1111 

茅ヶ崎市、寒川町 茅ヶ崎市保健所 0467-85-1171 

平塚市、大 

 

磯町、二宮町 

平塚保健福祉事務所 0463-32-0130 

秦野市、伊勢原市 平塚保健福祉事務所秦野センター 0463-82-1428 
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鎌倉市、逗子市、葉山町 鎌倉保健福祉事務所 0467-24-3900 

三浦市 鎌倉保健福祉事務所三崎センター 046-882-6811 

小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 小田原保健福祉事務所 0465-32-8000 

南足柄市、中井町、大井町、松田町、山

北町、開成町 

小田原保健福祉事務所足柄上センター 0465-83-5111 

厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清

川村 

厚木保健福祉事務所 046-224-1111 

大和市、綾瀬市 厚木保健福祉事務所大和センター 046-261-2948 
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各府省、県内自治体コロナページ対策リンク集 

 

国の省庁等 

首相官邸 内閣官房 内閣府 復興庁 総務省 

法務省 外務省 財務省 文部科学省 厚生労働省 

農林水産省 経済産業省 国土交通省 環境省 防衛省 

 

神奈川県 

 

神奈川県内自治体 

横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 平塚市 

鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 逗子市 

三浦市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 

海老名市 座間市 南足柄市 綾瀬市 葉山町 

寒川町 大磯町 二宮町 中井町 大井町 

松田町 山北町 開成町 箱根町 真鶴町 

湯河原町 愛川町 清川村   

 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
https://corona.go.jp/
https://www.cao.go.jp/others/kichou/covid-19.html
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/index.html
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/0000000451.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.mof.go.jp/2020_coronavirus/
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/
https://www.meti.go.jp/covid-19/
https://www.mlit.go.jp/kikikanri/kikikanri_tk_000018.html
https://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020.html
https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/2020/covid/covid_intokyo.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/index.html#x-cz-kurashi
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/koho/topics/covid-19/
https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000116186.html
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kenko/kansenyobo/1019910/index.html
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/covid19.html
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kenko/page21_00051.html
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/skenkou/covid-19.html
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hokenyobo/kansensho/korona.html
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/emergency/coronavirus/
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kenko/1022933/1038459/index.html
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/bousai/corona/top.html
http://www.city.miura.kanagawa.jp/kikikanri/koronamatome.html
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/genre/1611798403446/index.html
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/iryo_fukushi/korona/index.html
http://www.city.yamato.lg.jp/web/kouhou/kouhou01213356.html
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/categories/bunya/newcoronavirus_info/
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kenko/1010591/1010926/index.html
https://www.city.zama.kanagawa.jp/www/genre/0000000000000/1583123779209/index.html
http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/covid19/
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/menu000035600/hpg000035508.htm
https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/seisaku/osirase/korona/index.html
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/important/index.html
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/seisaku/kikikanri/kikikanrika/tanto/kiki_kanri/covid19/index.html
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/i/kinkyu/sinngatakorona/index.html
https://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/info/info.aspx?info_id=12548
https://www.town.oi.kanagawa.jp/site/new-coro/
https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/0/coronabase.html
http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/category/16-2-0-0-0.html
https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/mg/16
https://www.town.hakone.kanagawa.jp/index.cfm/9,19999,92,html
http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/covid19/index.html
https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/fukushi/p04486.html
https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/kurashi/kenkou_iryou_kyuukyuu/jouhou/1581309088442.html
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/soshiki/soumu/sec04/index.html

