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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 ）
東北管区行政評価局では、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。
本ガイドブックは、新型コロナウイルス感染症に関し、主に宮城県内にある国、県、市町村
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
いる情報を当局において確認して取りまとめたものです。
※ 状況が刻々と変化する中、更新がなされていない情報もあり得ますので担当機関へ
ご確認下さい。
また、お困りごとがありましたら、次のとおり受け付けていますので、ご相談ください。

●電話による相談受付 ： 平日 ８：３０～１７：３０

行政苦情110番 ： ０５７０－０９０１１０
●インターネットによる相談受付
URL ： https://www.soumu.go.jp/main sosiki/hyouka/soudan.html

●ＦＡＸによる相談受付 : ０２２－２６２－７８４４

【ご注意】
本ガイドブックに掲載している情報は、令和4年11月22日時点で東北管区行政評価局が独
自に情報収集したものに基づき作成しております。
また、本ガイドブックは、随時、追加、更新し、当局ホームページに掲載してまいります。
（URL：httpｓ://www.soumu.go.jp/kanku/tohoku.html）

総務省

東北管区行政評価局（首席行政相談官室）

〒980-0014 仙台市青葉区本町３－２－２３ 仙台第２合同庁舎１１階
電話：０２２-２６２-７８４０

FAX：０２２-２６２-７８４４
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１

一般の方へ

（１）発熱等の症状がある場合の相談窓口
○

厚生労働省からの案内
発熱等の症状が生じた方は、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話

等でご相談ください。お近くの診療可能な医療機関や受診方法をご案内します。
※ 院内感染を防止するため、緊急の場合を除いて、連絡なく医療機関に直接受診
することは控えてください。
かかりつけ医がいないなど相談先に迷った場合は「受診・相談センター」（※宮城
県にお住まいの方は 宮城県・仙台市 受診・相談センター）にご相談ください。
☆

妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに受診・相
談センター等にご相談ください。

☆

小児については、小児科医による診察が望ましく、受診・相談センターやかか
りつけ小児医療機関に電話などでご相談ください。
※

なお、この目安は、国民のみなさまが、相談・受診する目安です。これまで
どおり、検査については医師が個別に判断します。

センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、診療・
検査医療機関等をご紹介しています。マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて
受診してください。

○ 宮城県・仙台市からの案内
・発熱等の症状がある方は、まずはかかりつけ医等のお近くの医療機関に電話で相
談をしてください。かかりつけ医等がいない方や相談先が分からない方は、下記の
【宮城県・仙台市 受診・相談センター（コールセンター）】にご連絡ください。
・また、「陽性者サポートセンター」では、重症化リスクの低い有症状の方等を対
象に、検査キットを配付します。検査キット等を利用して検査を実施した方等で、
陽性になった方は、本人からの登録情報を基に、医師が陽性者であることを確認
し、発生届の作成・提出を行います（１（２）を参照してください。）。
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（引用：https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/index.html）

【宮城県・仙台市 受診・相談センター（コールセンター）】
電話番号：０２２－３９８－９２１１、０５０－３６１４－４５３１
受付時間： 24 時間対応
○

外国の方でも相談ができるよう、3 者通話による多言語対応を実施していま
す。対応言語によっては、3 者通話が可能になるまで数分かかることがあり、
その間保留音が流れます。
＊英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語［24 時間受付］
＊タイ語、ネパール語、ベトナム語、ロシア語、タガログ語、インドネシア
語、ヒンディー語［平日 8 時 30 分～18 時 00 分］

○

聴覚・言語に障害のある方のご相談は、専用に次の方法で受付をしていま
す。相談を希望する場合には、健康相談票に記入し、次の（1）または（２）の
いずれかの方法でご相談ください（健康相談票は下記の宮城県又は仙台市ホー
ムページにより入手して下さい）。
回答にお時間を要する場合があるため、緊急を要する症状がある場合は、救
急車を要請してください。
（１）FAX 番号：０２２－２００－２９６５［24 時間受付］
（２）Email アドレス：sodan-corona@medi-staffsup.com
※症状があり、お急ぎの方は FAX をご利用ください。

［毎日

8 時 30 分～17 時 15 分］

（宮城県 HP：https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/03.html）
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（仙台市 HP：https://www.city.sendai.jp/kenkoanzenkansen/kurashi/kenkotofukushi/kenkoiryo/kansensho/shippebetsu/kansensho/cvsi
min.html）

（２）陽性者サポートセンター
県では、新型コロナウイルス感染症の急増により、発熱外来や保健所業務がひっ迫
していることから発生届の対象者を限定することに伴い、発生届の対象とならない方
への対策として、「陽性者サポートセンター」を設置し、①抗原定性検査キットの配
付、②陽性者登録、③陽性者支援（生活支援物資の配送、ホテルでの療養支援、体調
悪化時の相談）を行っています。なお、①～③の申込、登録は、電子申請で受け付け
ています。
【体調悪化時の相談先】
対象者
仙台市外にお住まいの方
（24 時間受付）

仙台市にお住まいの方
（24 時間受付）

電話番号
【全ての患者の方】
０１２０－８９－０１８１
【発生届対象の方】
仙台市保健所から患者の方宛てに SMS・電
話で個別にお知らせしている電話番号
【発生届出対象外の方】
０８０－２８４９－６５７４
０９０－１４０３－０５７１

【センターの概要】
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（引用：https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/haiso-touroku-center.html）

（３）新型コロナウイルス感染症に関する健康相談窓口
○ 厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、電話相談窓
口を設置しています。

【厚生労働省の電話相談窓口】
電話番号：０１２０－５６５６５３（フリーダイヤル）
対応言語：日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ
語・ベトナム語
受付時間：下記参照（土･日･祝日も実施）
日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語
⇒9 時００分～２１時００分
タイ語
⇒9 時 00 分～18 時 00 分
ベトナム語⇒10 時 00 分～19 時 00 分
※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
（https://www.jfd.or.jp/covid19/）をご覧ください。

（４）ワクチンに関する相談窓口
○ 厚生労働省は、新型コロナワクチンに関する電話相談窓口を開設しています。

【厚生労働省 新型コロナワクチン コールセンター】
電話番号：０１２０－７６１７７０（フリーダイヤル）
対応言語：日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ
語・ベトナム語
受付時間：次のとおり（対応言語により異なります。）
・日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語
→９時００分～２１時００分
・タイ語 → ９時００分～１８時００分
・ベトナム語 → １０時００分～１９時００分
※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
（https://www.jfd.or.jp/covid19/）をご覧ください。
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○

宮城県では新型コロナワクチンによる副反応などの健康相談を、下記コールセン
ターで受け付けています。

【新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター】
電話番号： ０５０－３６１５－６９４１
受付時間： 次のとおり（対応言語により異なります）
・日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語
→８時４５分～１７時１５分
・タイ語 、ネパール語、ベトナム語、ロシア語、タガログ語、
インドネシア語、ヒンディー語
→ 平日の８時４５分～１７時１５分
※聴覚や言語に障害がある方用のファクシミリ番号・メールアドレス
FAX 番号：022-200-2932［8 時 45 分～17 時 15 分］
Email アドレス：m-side-reaction@medi-staffsup.com

○

市町村における新型コロナウイルスワクチンの問合せ先窓口です。
ワクチン接種の予約の窓口は別に設けられている場合がありますので、詳しくは
下記の窓口にお尋ねください。

市町村

担当課

電話番号

仙台市

新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター

0120-39-5670

石巻市

新型コロナワクチンコールセンター

0120-567-509

塩竈市

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

0570-085-230

気仙沼市

コールセンター

0120-070-825

白石市

新型コロナウイルスワクチン接種予約・相談コールセンター

0120-623-983

名取市

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

0570-000-574

角田市

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

0224-63-0139

多賀城市

新型コロナワクチン接種コールセンター

0120-332-126

岩沼市

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

0120-567079

登米市

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

0120-567-257

栗原市

新型コロナワクチン接種コールセンター

0120-567-728

東松島市

ワクチン接種予約センター

0120-225-775

大崎市

健康推進課

0229-23-5311

富谷市

新型コロナワクチンコールセンター

0570-08-1038

蔵王町

新型コロナウイルスワクチン接種推進室

0224-33-2003
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七ヶ宿町

健康福祉課

0224-37-2331

大河原町

新型コロナウイルスワクチン接種予約ダイヤル

0570-023-153

村田町

新型コロナウイルスワクチン接種予約・相談ダイヤル

0120-695-771
0224-86-5335

柴田町

新型コロナワクチン予約・相談センター

0570-666-464

川崎町

保健福祉課健康推進係

0224-84-6009

丸森町

コールセンター

0120-061770

亘理町

新型コロナワクチン接種コールセンター

0570-05-0524

山元町

ワクチン接種相談専用

0223-23-0988

松島町

新型コロナワクチン接種対策室

022-355-0667

七ヶ浜町

フリーダイヤル

0120-005-676

利府町

新型コロナワクチン接種コールセンター

0570-047474

大和町

新型コロナウイルスワクチン接種ダイヤル（コールセンター）

0570-018-091

大郷町

新型コロナワクチンコールセンター

0120-71-5670

大衡村

新型コロナウイルスワクチン接種特別対策チーム(健康福祉課内)

022-341-0650

色麻町

ワクチン相談専用ダイヤル

0570-022-344

加美町

ワクチン相談ダイヤル

0229-25-7510

涌谷町

健康課健康づくり班

0229-25-7973

美里町

新型コロナウイルス感染症対策室

0229-25-6360

女川町

健康福祉課

南三陸町

コールセンター

0225-54-3131
（内線 131～133）

○

0120-070-826

新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしてい
ますが、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。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの
双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける
方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制することや、接種を受けていない人に差別的な
扱いをすることのないようお願いいたします。
⇒職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口は３（３）を参照して
ください。
⇒人権相談に関する窓口は１（７）を参照してください。
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（５）税金手続について
○ 国税
税務署では、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付するこ
とが困難な方からの、猶予制度(注)に関する質問や相談をお受けしています。
猶予制度についてのご相談がある方は、管轄の税務署にご相談ください。
(注) 一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定
の事情があるときは、税務署に申請することで、最大１年間、納税が猶予される制度

税務署名

電話番号

管轄地域

（自動音声によるご案内）

石巻税務署

0225-22-4151

石巻市、東松島市、牡鹿郡

大河原税務署

0224-52-2202

白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡

気仙沼税務署

0226-22-6780

気仙沼市、本吉郡

佐沼税務署

0220-22-2501

登米市

塩釜税務署

022-362-2151

塩竈市、多賀城市、宮城郡

仙台北税務署

022-222-8121

仙台中税務署

022-783-7831

青葉区の一部、宮城野区の一部、若林区

仙台南税務署

022-306-8001

太白区、名取市、岩沼市、亘理郡

築館税務署

0228-22-2261

栗原市

古川税務署

0229-22-1711

大崎市、加美郡、遠田郡

○

青葉区の一部、宮城野区の一部、泉区、
富谷市、黒川郡

県税、市町村税
新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶
予制度を受けられる場合があります。
① 財産に相当な損失が生じた場合
例）新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、消毒作業が行われ、備品や棚
卸資産を廃棄した
② ご本人又はご家族が病気にかかった場合
例）納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が新型コロナウイルス感染症
に罹患した
③ 事業を廃止し、又は休止した場合
例）納税者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症のまん延防
止措置により、やむを得ず休廃業をした
④ 事業に著しい損失を受けた場合
例）納税者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り利益が減少し、著しい損失を受けた
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（県税について）
管轄の県税事務所（下記参照）にお問い合わせ下さい。また、宮城県ホームペー
ジ（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zeimu/kigenencho.html）でも確認が
できます。
県税事務所

電話番号

所管地域

大河原県税事務所

0224-53-3114

白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡

仙台南県税事務所

022-248-2963

仙台市太白区、名取市、岩沼市、亘理郡

仙台中央県税事務所

022-715-0624

仙台市青葉区・宮城野区の一部、若林区

仙台北県税事務所

022-275-9120

塩釜県税事務所

022-365-4193

塩竈市、多賀城市、宮城郡

北部県税事務所

0229-91-0706

大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡

北部県税事務所
栗原地域事務所

0228-22-2123

東部県税事務所

0225-95-1520

東部県税事務所
登米地域事務所

0220-22-6114

気仙沼県税事務所

0226-24-2531

仙台市青葉区・宮城野区の一部、泉区、富谷
市、黒川郡

栗原市（所管区域の県税の徴収事務及び自
動車税（種別割）の賦課に限る。）
石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡
登米市（所管区域の県税の徴収事務及び自動
車税（種別割）の賦課に限る。）
気仙沼市、本吉郡

（市町村税について）
お住まいの市町村の市町村税担当課にお問い合わせ下さい。市町村の連絡先は【７
市町村連絡先一覧】をご参考にしてください。

（６）新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブルに関する相談窓口
新型コロナウイルス感染症に便乗した消費者トラブルが発生しています。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ご相談くださ
い。
相談窓口

消費者ホットライン

電話番号

受付時間

局番なしの
「１８８(いやや)」

郵便番号等を入力いただくこと
で、お近くの市町村や都道府県
の消費生活センター等の消費生
活相談窓口が案内されます。
（土･日･祝日含む）
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（７）人権に関する相談窓口
〈インターネット相談〉
法務省の人権擁護機関では、人権相談をインターネットでも受け付けています。相
談フォームに氏名、住所、年齢、相談内容等を記入して送信すると、最寄りの法務局
から後日、メール、電話又は面談により回答します。
詳細は、次の URL（法務省ホームページにリンク）によりご確認下さい。
（http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html）
〈電話相談〉
法務省等の人権擁護機関等では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏
見、差別、いじめ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。
相談窓口

電話番号

みんなの人権 110 番
（全国共通人権相談ダイヤル）

０５７０－００３－１１０

子どもの人権 110 番

０１２０－００７－１１０

女性の人権ホットライン

０５７０－０７０－８１０

外国語人権相談ダイヤル

０５７０－０９０－９１１

受付時間
平日 8 時 30 分～
17 時 15 分

平日 9 時 00 分～
17 時 00 分

みやぎ新型コロナ人権相談ダイ
平日 9 時３０分～
０９０－１５５２－１４７７
ヤル
1６時３０分

（８）住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、
速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1 世
帯当たり 10 万円を支給するものです。
区分

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

概要

【対象】① 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
② ①のほか、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、①
の世帯と同様の事情にあると認められる世帯（家計急変世帯）
【支給額】1 世帯当たり 10 万円
【給付金時期】準備が整った市町村から開始

お問合
せ先

【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】
電話番号：０１２０－５２６－１４５
受付時間：9 時 00 分～20 時 00 分（土･日･祝を含む）
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※申請方法の詳細については、お住まいの市区町村の「住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金」担当窓口までお問い合わせください。

（９）生活に困窮した場合の相談窓口
生活困窮者自立支援法に基づき、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持する
ことができなくなるおそれのある者」に対し、下記の相談支援窓口において、電話及び
来所による相談を受け付けるほか、巡回相談や自宅訪問等により相談を受け付け、必要
な支援を行うとされております。
○宮城県内の自立相談支援機関
相談窓口
石巻市社会福祉事務所

電話番号
0225-95-1111

石巻市

塩竈市福祉子ども未来部生活福祉課

022-364-1131

塩竈市

気仙沼市自立相談支援機関

0226-22-5580

気仙沼市

白石市生活総合相談

0224-22-5210

白石市

名取市健康福祉部社会福祉課保護係

022-724-7108

名取市

角田市社会福祉事務所

0224-61-1185

角田市

022-368-1141

多賀城市

いわぬま自立生活応援センター

0223-29-3970

岩沼市

登米市自立支援相談センター そ・えーる登米

0220-23-8610

登米市

栗原市自立相談支援センター ひありんく栗原

0228-22-7631

栗原市

東松島市くらし安心サポートセンター

0225-98-6925

東松島市

大崎市自立支援相談センター ひありんく

0229-25-5581

大崎市

富谷市自立相談支援センター

022-358-3391

富谷市

仙台市自立･仕事相談センター わんすてっぷ

022-395-8865

仙台市

宮城県南部自立相談支援センター

0224-51-8401

蔵王町､七ヶ宿町､大河原

多賀城市

保護課

所管地域

ひありんく気仙沼

生活支援係

自立相談支援窓口

仙南事務所

町､村田町､柴田町､川崎
町､丸森町､亘理町､山元町

宮城県南部自立相談支援センター

022-290-9961

宮城黒川事務所

松島町､七ヶ浜町､利府町､
大和町､大郷町､大衡村

宮城県北部自立相談支援センター

0229-25-4517

北部事務所

色麻町､加美町､涌谷町､美
里町

宮城県北部自立相談支援センター

0225-25-7607

東部・気仙沼事務所
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女川町、南三陸町

（１０）住むところに不安を抱えている場合の相談窓口
厚生労働省では、不安定な居住環境にある方のための支援情報サイトを開設する
とともに、住まいの困りごと相談窓口（通称「すまこま」）を立ち上げています。
今日行くところがない、家賃が払えないなどの「住まいに関する困りごと」につ
いて、電話や Web サイトで相談できます。

【住まいの困りごと相談窓口「すまこま」】
電話番号：０１２０－０５０－５９３
受付時間：９時００分～1８時 00 分（月～金及び土・祝日のうち月 3 日）
メールアドレス：sos@sumakoma.jp
サイト URL：https://sumakoma.jp/

（１１）緊急小口資金・総合支援資金等について
○ 緊急小口資金・総合支援資金
宮城県社会福祉協議会では、今般発生した新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度におけ
る①緊急小口資金及び②総合支援資金（生活支援費）の特例貸付を行っていました
が、令和 4 年 9 月末で申請受付を終了しています。
償還手続が順次始まりますので、手続をお願いします。
手続に関してご不明な点がある場合は、下記問い合わせ窓口までご連絡願いま
す。
【社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 新型コロナ特例貸付専用ダイヤル】
電話番号：022－395－7366
受付時間：平日 9 時 00 分～17 時 00 分

○

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
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。
区分
概要

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
【対象者】
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(※)で、以下の要件を満たすもの
(※)・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯／令和 4 年 3 月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
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・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
（令和４年１月以降は、上記を除く緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を
借り終わった世帯/令和 4 年８月までに借り終わる世帯も対象（再貸付を利用中の場合を除
く））

(1) 収入要件
収入が①及び②の合算額を超えないこと（月額）
①

市町村民税均等割非課税額の１／１２

②

生活保護の住宅扶助基準額

(2) 資産要件
預貯金が①の 6 倍以下であること（ただし 100 万円以下）
(3) 求職等要件
以下のいずれかの要件を満たすこと
・ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれ
る場合には、生活保護の申請を行うこと
【支給期間】（申請受付は令和 4 年１２月末日まで）
3 か月間
【世帯の種類ごとの支給額（月額）】
単身世帯：6 万円、

2 人世帯：8 万円、

3 人以上の世帯：10 万円

【厚生労働省ホームページ】
（https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html）

お問合せ 【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コールセンター】
電話番号：０１２０－４６－８０３０
受付時間：平日 9 時 00 分～17 時 00 分
※申請窓口は下記の表によりご確認ください。

（新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請窓口）
※ お住まいの市町村を対象地域とするところが申請窓口になります。
申請窓口

電話番号

仙台市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立

022-748-5245

支援金事務センター

022-748-5246

石巻市福祉部保護課自立支援グループ

0225-95-1111

石巻市

塩竈市福祉子ども未来部生活福祉課

022-364-1131

塩竈市

気仙沼市保健福祉部社会福祉課生活保護係

0226-22-6600

気仙沼市

白石市保健福祉部福祉課保護係

0224-22-1400

白石市

名取市健康福祉部社会福祉課保護係

022-724-7108

名取市

角田市市民福祉部社会福祉課

0224-61-1185

角田市

022-368-1141

多賀城市

岩沼市健康福祉部社会福祉課社会係

0223-22-1111

岩沼市

登米市自立相談支援センター そ・えーる登米

0220-23-8610

登米市

栗原市市民生活部社会福祉課

0228-22-1340

栗原市

東松島市保健福祉部福祉課生活保護係

0225-82-1111

東松島市

多賀城市保健福祉部生活支援課内 自立相談支援
窓口
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対象地域
仙台市

大崎市民生部社会福祉課生活支援担当

0229-23-6012

大崎市

富谷市福祉事務所

022-358-3294

富谷市
蔵王町､七ヶ宿町､大河原

宮城県南部自立相談支援センター

0224-51-8401

仙南事務所

町､村田町､柴田町､川崎
町､丸森町､亘理町､山元町

宮城県南部自立相談支援センター

022-290-9961

宮城黒川事務所
宮城県北部自立相談支援センター

0229-25-4517

北部事務所
宮城県北部自立相談支援センター

0225-25-7607

東部・気仙沼事務所

松島町､七ヶ浜町､利府町､
大和町､大郷町､大衡村
色麻町､加美町､涌谷町､美
里町
女川町、南三陸町

（１２）住居確保給付金について
住居確保給付金は、住居を失うおそれがある方に対して家賃相当額を自治体から支
給する制度です。支給対象の拡大や求職活動要件の緩和を進め、新型コロナウイルス
感染症の影響で収入が減少し家賃の支払いにお困りの方が利用しやすい制度となって
います。
区分
概要

住居確保給付金
【対象要件】
(1) 主たる生計維持者が
①離職・廃業後 2 年以内である場合
②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
(2) 直近の月の世帯収入合計額が
市町村民税の均等割が非課税となる額の 1/12（以下「基準額」という。）と、
家賃（ただし、上限あり）の合計額を超えていないこと
(3) 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額（基準額の 6 月分。ただ
し、100 万円を超えない額）を超えていないこと
(4) 求職活動要件として
(1)の①の場合
ハローワークへの求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には、
・ハローワークへの求職申込、職業相談（月 1 回）
・企業への応募、面接（月 1 回）
(1)の②の場合
誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
・生活再建への支援プランに沿った活動（家計の改善、職業訓練等）
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※令和 4 年 6 月末日までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症の特例
として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能。本特例は、令和 4
年 9 月末日まで延長する予定です。
【支給期間】
原則 3 か月（延長は 2 回まで最大 9 か月間）
※3 か月間の再支給の申請期間を令和 4 年１２月末日まで延長する予定です。

【支給額】
家賃額（ただし生活保護制度における住宅扶助特別基準額を上限とする）
（https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html）

お問合せ 【住居確保給付金相談コールセンター】
電話番号：０１２０－２３－５５７２
受付時間：平日９時００分～17 時００分
※申請に係る相談窓口は下記の表によりご確認ください。

（住居確保給付金の相談窓口）
※ お住まいの市町村を対象地域とするところが窓口になります。
申請窓口

電話番号

対象地域

仙台市青葉区保健福祉センター保護第一係

022-225-7211

仙台市青葉区

仙台市宮城総合支所管理課

022-392-2111

〃

仙台市宮城野区保健福祉センター保護課

022-291-2111

仙台市宮城野区

仙台市若林区保健福祉センター保護課

022-282-1111

仙台市若林区

仙台市太白区保健福祉センター保護第一課

022-247-1111

仙台市太白区

仙台市泉区保健福祉センター保護課

022-372-3111

仙台市泉区

石巻市社会福祉事務所保護課

0225-23-6615

石巻市

塩竈市福祉子ども未来部生活福祉課

022-364-1131

塩竈市

気仙沼市自立相談支援機関 ひありんく気仙沼

0226-22-5580

気仙沼市

白石市生活総合相談

0224-22-5210

白石市

名取市健康福祉部社会福祉課保護係

022-724-7108

名取市

角田市社会福祉事務所生活支援係

0224-61-1185

角田市

多賀城市

022-368-1141

多賀城市

いわぬま自立生活応援センター

0223-29-3970

岩沼市

登米市自立相談支援センター そ・えーる登米

0220-23-8610

登米市

栗原市自立相談支援センター ひありんく栗原

0228-22-7631

栗原市

東松島市くらし安心サポートセンター

0225-98-6925

東松島市

大崎市自立相談支援センター ひありんく

0229-25-5581

大崎市

自立支援窓口
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富谷市自立相談支援センター

022-358-3391

富谷市
蔵王町､七ヶ宿町､大河原

宮城県南部自立相談支援センター

町､村田町､柴田町､川崎

0224-51-8401

仙南事務所

町､丸森町､亘理町､山元町

宮城県南部自立相談支援センター

松島町､七ヶ浜町､利府町､

022-290-9961

宮城黒川事務所
宮城県北部自立相談支援センター

大和町､大郷町､大衡村
色麻町､加美町､涌谷町､美

0229-25-4517

北部事務所
宮城県北部自立相談支援センター

里町

0225-25-7607

東部・気仙沼事務所

女川町、南三陸町

（１３）国民年金保険料について
○ 令和 2 年 5 月 1 日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保
険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始さ
れています。対象者は次の（１）及び（２）に該当する方です。
（1）令和 2 年 2 月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減
少したこと
（2）令和 2 年 2 月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現
行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
申請先は、住民登録をしている市区町村役場の国民年金保険担当課又は年金事務
所となります。
（https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html）
お問合せ先はこちら

【ねんきん加入者ダイヤル（国民年金加入者向け）】
電話番号：０５７０－００３－００４
０３－６６３０－２５２５（050 で始まる電話でおかけになる場合）
受付時間：月～金曜日は、8 時 30 分～1９時 00 分
第 2 土曜日は、9 時 30 分～16 時 00 分
※祝日（第 2 土曜日除く）・12 月 29 日から 1 月 3 日まではご利用いただけません

宮城県内の年金事務所でもお問合せを受け付けています。
事務所名

電話番号

石巻年金事務所

0225-22-5115

大河原年金事務所

0224-51-3111

街角の年金相談センター 仙台

022-262-5527

仙台北年金事務所

022-224-0891

仙台東年金事務所

022-257-6111
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仙台南年金事務所

022-246-5111

古川年金事務所

0229-23-1200

（１４）国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険料について
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して
は、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料（税）の減免や徴収
猶予等が認められる場合があります。
詳しくはお住まいの市町村又は加入されている国民健康保険組合にお問い合わせ
ください。
＜お問合せ先＞
○ 国民健康保険料（税） お住まいの市町村の国民健康保険担当課
（国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合）
○ 後期高齢者医療制度の保険料 お住まいの市町村の後期高齢者医療担当課
○ 介護保険料 お住まいの市町村の介護保険担当課

（１５）公共料金（NHK・電気・ガス・水道・電話）に関する相談窓口
○ ＮＨＫ受信料
ＮＨＫでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けたみなさまか
らの受信料のお支払いに関するご相談をお受けする専用の窓口を開設しております。
期日までに受信料をお支払いいただくことが難しい場合や、口座振替等ではなく払
込用紙でのお支払いを希望される場合などは、下記問合せ先までご相談ください。

【NHK 仙台放送局みやぎ営業】
電話番号：022－211－1042
受付時間：平日 10 時 00 分～17 時 00 分

○

電気、ガス、水道、電話料金
新型コロナウイルス感染症の影響で、これらの料金の支払にお困りの方に対し
て、支払延長等の対応を行っている場合がありますので、ご契約先の各事業者にお
問い合わせください。
なお、東北電力に関しては、次のとおり相談窓口が設置されています。
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【東北電力 お客さまセンター】
電話番号：０１２０－１７５－４６６
受付時間：平日９時 00 分～17 時 00 分

（１６）住宅ローンの返済相談
住宅金融支援機構では、新型コロナウイルス感染症の影響により住宅金融支援機構
の住宅ローン返済にお困りの方に、安心して返済を継続いただくため、以下の返済方
法の変更メニューを用意しています。
＜返済方法の変更メニュー＞
○

返済特例（返済期間の延長など）
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、返済が大変になった場合

○

中ゆとり（一定期間、返済額を軽減）
しばらくの間、返済額を減らして返済

○

ボーナス返済の見直し
ボーナス返済が負担になっているとき、ボーナス返済月の変更や毎月分・ボーナス返済
分の返済額の内訳変更など

＜問合せ先＞
具体的な相談や申請手続は、返済中の金融機関にお問い合せください。

（１７）多重債務に関する相談窓口
借金を抱えてお困りの方向けに、下記の相談窓口が開設されています。
設置機関
東北財務局 理財部

電話番号
金

融監督第三課

022-266-5703（直通）

備考（対象者、受付時間等）
月曜日～金曜日(祝日、年末年始除く)

022-263-1111（内線 3080） 9 時 00 分～12 時 00 分、13 時 00
分～17 時 00 分

公益財団法人日本クレ
ジットカウンセリング
協会

０５７０-０３１６４０
（ナビダイヤル）

仙台相談室

月曜日～金曜日（12 月 28 日～1 月
4 日、祝日等を除く）
10 時 00 分～12 時 40 分
14 時 00 分～16 時 40 分

※

仙台弁護士会及び宮城県司法書士会では多重債務に関して法律相談を受け付けて
います。相談方法などは「６ 法律相談」をご参照下さい。
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（１８）心の健康、その他様々な悩みへの相談窓口
新型コロナウイルス感染症やその影響に関して不安や動揺等を感じていらっしゃる方に向け
て、下記の電話相談窓口が開設されています。

設置機関

電話番号

備考（対象者、受付時間等）

宮城県精神保健福祉セ

新型コロナウイルス感

※仙台市以外にお住まいの方

ンター

染拡大で不安を感じる

（平日 9 時 00 分～12 時 00 分、13 時

方のこころの相談窓口

00 分～17 時 00 分）

0229-23-0302
仙台市精神保健福祉総

はあとライン

合センター（はあとぽ

022-265-2229

ーと仙台）

※仙台市にお住まいの方

ナイトライン

※各番号の受付時間はこちら
はあとライン（平日 10 時 00 分～12 時

022-217-2279

00 分、13 時 00 分～16 時 00 分）

面接相談（予約制）

ナイトライン（無休、18 時 00 分～22 時

022-265-2191

00 分）
面接相談（要予約・市内在住の方のみ）（平
日 8 時 30 分～17 時 00 分、要電話予約）

（１９）妊産婦の方向けの相談窓口
宮城県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、出産等に不安を抱える
県内の妊産婦の方々の電話相談窓口を開設しております。この電話相談では、助産師
が、妊娠生活の不安等にお答えします。

【助産師による妊産婦電話相談（一般社団法人

宮城県助産師会）】

電話番号：０９０－１０６０－２２３２
受付時間：毎週月・水・金曜日
13 時 00 分～19 時 00 分（祝休日、年末年始を除く）
※ 相談費用は無料ですが、通話料が発生します。
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２

事業者の方へ

（１）経営相談について
相談窓口

電話番号

備考（受付時間、主な対象者等）

金融庁
新型コロナウイルスに関する相談
ダイヤル

0120-156811

・平日 10 時～17 時
・金融機関との取引に関する相
談

※ＩＰ電話の場合は
03-5251-6813
0120-154-505

・個人企業、小規模事業者、中
小企業、農林漁業者等
・平日 9 時～17 時（これから
創業をお考えの方、創業後間
もない方、個人企業・小規模
企業の方は 9 時～19 時）

仙台支店（中小企業事業）

022-223-8141

主に中小企業、小規模事業者

仙台支店（農林水産事業）

022-221-2331

平日 9 時～17 時

仙台支店（国民生活第一事業）

0570-005843

仙台支店（国民生活第二事業）

0570-005864

石巻支店（国民生活事業）

0570-006709

日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
※平日専用

日本政策金融公庫

主に中堅、中小企業

商工組合中央金庫
特別相談窓口

0120-542-711

平日 9 時～17 時

仙台支店

022-225-7411

平日 9 時～12 時、13～15 時

022-227-8181

平日 9 時～17 時

03-3270-3211

平日 9 時～17 時

0120-598-600

平日 9 時～17 時

022-225-6491

平日 9 時～17 時 15 分

日本政策投資銀行東北支店
（担当部店が不明の時）
宮城県信用保証協会
本店営業部（保証一課）

022-225-6421

本店営業部（保証二課）

022-225-6422

仙台東支店

022-783-9021

白石支店

0224-25-2135

大崎支店

0229-22-0722

石巻支店

0225-22-4178

気仙沼支店

0226-22-1972

仙台商工会議所経営支援チーム

022-265-8127

塩釜商工会議所相談課

022-367-5111

石巻商工会議所

0225-22-0145

気仙沼商工会議所

0226-22-4600
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古川商工会議所

0229-24-0055

白石商工会議所

0224-26-2191

宮城県商工会連合会

022-225-8751

宮城県中小企業団体中央会

022-222-5560

宮城県よろず支援拠点

022-393-8044

平日 8 時 30 分～17 時 15 分
（12 時 00 分～12 時 45 分除く）

中小機構東北本部企業支援部企業支援課

022-716-1751

東北経済産業局
経営相談窓口（中小企業課）

022-221-4922

平日 9 時 00 分～17 時 00 分

宮城県
経済商工観光部

平日 8 時 30 分～17 時 00 分

中小企業支援室 経営支援班

022-211-2742

漁業者向け専門家経営相談

水産林政部水産業振興課
（企画推進班）

事業者向け相談窓口

022-211-2935

仙台地方振興事務所水産漁港部

022-365-0192

※各地方振興事務所の窓口は水

東部地方振興事務所水産漁港部

0225-95-7914

産振興班

気仙沼地方振興事務所水産漁港部

0226-22-6852

水産林政部水産業振興課流通加工班

022-211-2931

相談窓口

（みやぎ水産加工振興協議会事務局）
(公財)みやぎ産業振興機構事業支援課

022-225-6697

(公財)仙台市産業振興事業団
経営支援部経営支援課

水産加工業者向けワンストップ
中小企業向け専門家経営相談
仙台市中小企業応援窓口

022-724-1122
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平日 9 時 00 分～17 時 00 分

（２）政府金融等の資金繰り支援策について
○ 財務省では、資金繰りの支援（政策金融）等として、日本政策金融公庫等による
実質無利子・無担保融資制度の融資枠拡充や、中堅企業・大企業向け危機対応融資
の融資枠拡充、資本性劣後ローンの創設等を行っております。

政府系金融機関

（参考）「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様へ～政策金融と国税の
取組の御案内～」（掲載先 URL：
https://www.mof.go.jp/policy/financial system/fiscal finance/coronavirusjigyousya/index.html）
対応機関
区分
資金繰り支援の主な概要

新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公
庫、沖縄公庫

【中小事業】上限６億円（別枠）
【国民事業】（生活衛生含む）上限８千万円（別枠）〔マル経融資及び
衛経〕上限３千万円（別枠）

危機対応業務（中小企業向け）

商工組合中央金

【融資（シニアローン）】上限６億円【資本性劣後ローン】10 億円

実質無利子化
〜新型コロナウイルス感染症特別貸付特別利子補給制度〜
【中小事業】上限３億円【国民事業】上限６千万円

日本政策金融公庫等の既往債務の借換
〔日本政策金融公庫及び沖縄公庫〕【中小事業】借換限度額６億円
【国民事業】借換限度額８千万円

庫
日本政策金融公
庫、沖縄公庫、商
工組合中央金庫
日本政策金融公
庫、沖縄公庫、商
工組合中央金庫

〔商工組合中央金庫等〕借換限度額６億円

資本性劣後ローンの創設（中小企業向け）
【中小事業】限度額 10 億円（別枠）

日本政策金融公
庫、沖縄公庫

【国民事業】限度額 7.2 千万円（別枠）

設備資金貸付利率特例制度

日本政策金融公
庫、沖縄公庫

各貸付制度に定める限度額
【中小事業】貸付限度額 7.2 億円【国民事業】貸付限度額 7.2 千万円等

衛生環境激変対策特別貸付

日本政策金融公

【旅館業向け】上限３千万円（別枠）

庫、沖縄公庫

【飲食店営業及び喫茶店営業向け】上限１千万円（別枠）

セーフティネット貸付【公庫】（生活衛生、農林漁業含む）
【中小企業】7.2 億円【国民事業】4.8 千万円【生活衛生】5.7 千万円

日本政策金融公
庫、沖縄公庫

【農林漁業】1.2 千万円 or 年間経営費の 12/12 相当額又は粗収益の
12/12 相当額のいずれか低い額

危機対応業務（中堅・大企業向け）
【融資（シニアローン）】【資本性劣後ローン】原則上限なし

日本政策投資銀
行、商工組合中

民間金融機関

央金庫

セーフティネット保証【信用保証】

民間金融機関

【4 号】上限 2.8 億円（別枠）、全都道府県対象
【5 号】上限 2.8 億円（別枠）、全業種対象

危機関連保証【信用保証】

民間金融機関

全国・全業種の事業者に対して、上限 2.8 億円（別枠）
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※

各機関の連絡先は２（１）をご参照ください。

○

宮城県では、新型コロナウイルス感染症により、売上げの減少などの影響を受けた
中小企業者に対し、新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金、事業再生計画実施支
援資金（感染症対応枠）、セーフティネット資金、災害復旧対策資金の県制度融資を
実施しています。
（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/shingatacorona-kinyuu.html）

また、宮城県では、これらの融資制度を含め、新型コロナウイルス感染症の影響に
より支援が必要となる県民や事業者がスマートフォンやパソコンからアクセスし、利
用可能な支援を一元的に検索できる「宮城県 新型コロナウイルス感染症 支援情報
ナビ」を開設しています。
次の URL からアクセスし、ご利用ください。
（https://miyagi-pref.covid19.supportnavi.jp/）

（３）雇用調整助成金について（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）
○ 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例
を拡充しています（特例措置は、令和２年 4 月 1 日から令和４年１１月 3０日まで
の期間を 1 日でも含む賃金締切期間（判定基礎期間）が対象）。
対象、要件などの詳細は、下記の相談窓口又は最寄りの労働局、ハローワークにお
問い合わせください。
区分
概要

雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）
〈支給対象〉
以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小
②最近１か月間の売上高または生産量などが前年同月比５％以上減少（※比較
対象とする月については柔軟な取扱とする特例措置あり）
③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
〈助成対象〉
・事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当など
・学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は「緊急
雇用安定助成金」の助成対象（雇用調整助成金と同様に申請が可能）
〈助成額〉
（平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率）× 助成率
・１人１日あたり 15,000 円もしくは 9,000 円が上限：令和 4 年 3 月～9 月
・１人１日あたり 12,000 円もしくは 8,355 円が上限：令和 4 年 10 月～11 月

22

※平均賃金額の算定について、小規模の事業所（概ね 20 人以下）は簡略化す
る特例措置を実施

〈助成率〉
事業主の規模や判定期間の時期、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の
対象区域の該当の有無等により異なります。
〈申請方法〉
・事業所の所在地を所管する都道府県労働局又はハローワークで受付（郵送も可）
・オンライン申請は【雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン受付シ
ステム】で可能
（https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/）
※ 助成額、助成率や緊急事態宣言等特例等、詳しくは厚生労働省のホームページにより
ご確認ください。
（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou roudou/koy
ou/kyufukin/pageL07.html）

お問
合せ

【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター】
電話番号：０１２０－６０－３９９９
受付時間：９時 00 分～21 時 00 分（土･日･祝日を含む）

労働局・ハローワークにおけるお問合せ先はこちら
お問合せ先

管轄

電話番号

宮城労働局 職業対策課
助成金部門

仙台市、名取市、岩沼市、
亘理町、山元町

022-299-8063

ハローワーク石巻

石巻市、東松島市、女川町

0225-95-0158

ハローワーク塩釜

塩竈市、多賀城市、大郷町、
松島町、七ヶ浜町、利府町

022-362-3361

ハローワーク古川

大崎市、加美町、 色麻町、
涌谷町、美里町

0229-22-2305

ハローワーク大河原

角田市、川崎町、 村田町、
大河原町、柴田町、丸森町

0224-53-1042

ハローワーク築館

栗原市

0228-22-2531

ハローワーク迫

登米市

0220-22-8609

ハローワーク気仙沼

気仙沼市、南三陸町

0226-24-1716

ハローワーク大和

富谷市、大和町、大衡村

022-345-2350

ハローワーク白石

白石市、蔵王町、七ヶ宿町

0224-25-3107
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（４）産業雇用安定助成金について（在籍出向で雇用を維持したい、在籍出向の人材を活用したい方向け）
厚生労働省の産業雇用安定助成金は、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
の一部を助成する制度です。
区分
概要

産業雇用安定助成金
〈雇用の対象となる「出向」とは〉
対象：雇用調整を目的とする出向（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、雇用の維持を図ることを目的
に行う出向）が対象。
前提：雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働
くことが前提。
〈対象事業主〉
① 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
れたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者（雇用保険被保険者）
を送り出す事業主（出向元事業主）
② 当該労働者を受け入れる事業主（出向先事業主）
〈助成率・助成額〉
○出向運営経費
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関
する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成。
○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う
教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出
向の成立に要する措置を行った場合に助成
（参考 URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805 00008.html）

お問
合せ

【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター】
電話番号：０１２０－６０－３９９９
受付時間：９時 00 分～21 時 00 分（土･日･祝日を含む）
宮城労働局又は県内のハローワーク
（連絡先は、上記の２（３）雇用調整助成金の項目をご参考にしてください）
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（５）トライアル雇用助成金について
厚生労働省の「トライアル雇用助成金（新型コロナウイルス感染症対応（短時間）
トライアルコース）」は、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者
を、無期雇用へ移行することを前提に、原則 3 か月間試行雇用する制度です。
区分
概要

トライアル雇用助成金
（新型コロナウイルス感染症対応（短時間）トライアルコース）
〈対象労働者〉
紹介日において、以下全てを満たす方
①離職している（シフトの減少により実質的に離職と同様の状態にある方も含む）
②就労経験のない職業に就くことを希望している

〈助成内容等〉

※以下全てを満たす場合、支給金額が増額になります。
①2020 年 1 月 24 日以降、雇用調整助成金を受給していないこと（休業で従業
員が休業支援金を受給した場合は増額の対象外）
②2020 年 1 月 24 日以降、従業員を解雇等していないこと（事業主都合による
解雇の他、退職勧奨を行った場合は増額の対象外）
（参考 URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html）

お問
合せ

宮城労働局又は県内のハローワーク
（連絡先は、上記の２（３）雇用調整助成金の項目をご参考にしてください）

（6）小学校休業等に伴う保護者の休暇取得について（事業者向け）
○ 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、 小学校等が臨時休業等
した場合等に、その小学校等に通う子ども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、正規・非正規問わず、有給の休暇（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助成する小学校休業等対応助成金を実施しています。
対象、要件などの詳細は、下記の相談窓口にお問い合わせください。
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区分

小学校休業等対応助成金（労働者を雇用する事業主の方向け）
「新型コロナウイルス感染症対応特例」

概要

【対象者】
令和 4 年 4 月 1 日から 9 月 30 日までの間に、以下の子どもの世話を保護者とし
て行うことが必要となった労働者に対し、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
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時
休業等をした小学校等に通う子ども
②

新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
※小学校等：小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラ
ブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

【助成額】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10／10
※ 日額上限額：９,000 円
（申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施す
べき区域であった地域（都道府県単位）に事業所のある企業は 15,000 円）
【申請期限】
・令和４年７月１日から９月３０日までの休暇取得分
→令和４年１１月３０日(水)（必着）
・令和４年１０月１日から１１月３０日までの休暇取得分
→令和５年１月３１日(火)（必着）
※詳しくは厚生労働省のホームページ（下記 URL）によりご確認下さい。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/
kyufukin/pageL07_00002.html）

相談

支給要件の詳細や申請書類の書き方等の問い合わせはコールセンターへ

窓口

【小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター】
電話番号：０１２０－８７６－１８７
受付時間：9 時 00 分～21 時 00 分（土･日･祝日を含む）

（7）厚生年金保険料について
新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等の納付が困難な場合、
猶予制度を受けられることがあります。
詳しくは、管轄の年金事務所へご相談ください。
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宮城県内の年金事務所の連絡先はこちら。
事務所名

電話番号

石巻年金事務所

0225-22-5115

大河原年金事務所

0224-51-3111

街角の年金相談センター 仙台

022-262-5527

仙台北年金事務所

022-224-0891

仙台東年金事務所

022-257-6111

仙台南年金事務所

022-246-5111

古川年金事務所

0229-23-1200

（8）妊娠中の女性労働者の休暇取得について
○ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が
必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続
して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の
女性労働者に有給の休暇（年次有給休暇を除く。）を取得させた企業に対する助成金
を創設しました。
○

問い合わせ・相談窓口は次のとおりです。

【宮城労働局 雇用環境・均等室】
電話番号：０２２－２９９－８８４４
受付時間：8 時 30 分～17 時 15 分（土･日･祝日、年末年始を除く）
○

各助成金の概要は次のとおりです。
※休暇制度導入のための助成金と休暇取得支援のための助成金があります。
区分

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
（令和４年度）

概要

【助成金の対象】
下記①～④の全ての条件を満たす事業主が対象
①

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指
導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度（年
次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の６割以上が支払われるものに限る）
を整備し、

②

当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の
内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、

③

令和３年４月１日から令和５年 3 月 31 日までの間に、当該休暇を合計して５日以
上労働者に取得させた事業主
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④

この助成金の申請までに、対象となる事業場において令和２年度の「両立支援等助
成金（新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コー
ス）」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助
成金」を受給していない。また、令和 3 年度の「新型コロナウイルス感染症に関する

母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を受給していない。

【助成内容】
１事業場につき１回限り

15 万円

【申請期間】
対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計 5 日に達した日の翌日から令和 5 年 5 月
31 日まで
※厚生労働省の HP 情報はこちら
（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html）

区分

両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休
暇取得支援コース））（令和４年度）

概要

【助成金の対象】
令和２年５月７日から令和５年 3 月 31 日までの間に、下記①～③全ての条件を
満たした事業者が対象
①

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師
の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇
制度（年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の６割以上が支払われる
ものに限る）を整備し、

②

当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措
置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、

③

当該休暇を合計して 20 日以上取得させた事業主

【助成内容】
対象労働者１人当たり 28.5 万円（１事業所当たり上限５人まで）
【申請期間】
対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計 20 日に達した日の翌日から令和５年 5
月 31 日まで
※厚生労働省の HP 情報はこちら
（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage 11686.html）
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（9）宿泊事業者、旅行業者等向けの相談窓口
○ 観光庁では、新型コロナウイルスに関連した感染症等を起因として、中国からの団
体旅行や個人向けパッケージ商品の取り扱いが停止されたこと等により、外国人観光
客減少等の経営環境の変化に直面している宿泊事業者や旅行業者等から相談を下記
の相談窓口により受け付けています。

【宿泊事業者、旅行業者等向けの特別相談窓口】
担当課：東北運輸局観光部観光企画課
電話番号：022-791-7509

FAX：022-791-7538

（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県が対象）

（10）自動車運送事業者等向けの相談窓口
新型コロナウイルスの感染拡大を起因としたイベントの延期・中止等による利用者
の減少や学校の休校による影響により運行計画、事業計画の変更などの対応等につい
て、自動車運送事業者及びレンタカー事業者並びに自家用有償旅客運送を担う団体等
からの相談窓口が設置されています。

【自動車運送事業者等向けの相談窓口】
担当部署：東北運輸局自動車交通部
（バス・レンタカー・自家用有償旅客運送関係）
旅客第一課 電話番号：022-791-7529
（タクシー関係） 旅客第二課 電話番号：022-791-7530
（トラック関係）

貨物課

電話番号：022-791-7531

（１1）海事関係事業者等向けの相談窓口
新型コロナウイルス感染症の拡大により、観光客の減少・物流の停滞等、経営環境
の変化に直面している海事関係事業者（注）の不安を解消するための相談窓口が設置
されています。
（注）フェリー・旅客船・遊覧船等の旅客船運行事業者、内航貨物船等貨物船運行事業者、港湾運送事業者、造船
業・舶用工業の事業者

【海事関係事業者向け特別相談窓口】
担当部署：東北運輸局海事振興部
（旅客船）

海事産業課

電話番号：022-791-7512

（貨物船・港湾運送）

貨物調整官

電話番号：同
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上

（造船・舶用工業）

船舶産業振興官 電話番号：同

上

FAX 番号：022-299-8875

（１2）農林漁業者向けの相談窓口
○ 日本政策金融公庫等では、新型コロナウイルス感染症の影響により、農林漁業経営
の維持安定が困難な農林漁業者を対象に、農林漁業セーフティネット資金の貸付限度
額の引き上げ、実質無利子化、実質無担保での貸付を行うなど、必要な長期資金の融
資を行っています。【相談窓口は２（１）参照】
○ 農林水産省では、新型コロナウイルス感染症に係る農業者、食品事業者等からの
相談に対応するための相談窓口を地方農政局に設置しています。

【東北農政局企画調整室】
電話番号：０２２－２６３－１１１１（内線４４０４、４５００）
０２２－２６３－０５６４（直通）
受付時間：9 時 00 分～17 時 00 分（平日のみ）

○

宮城県では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、営農継続への不安を持つ農
業者からの相談に対して、下記の相談窓口により指導・助言等を行っています。また、
利用可能な農業制度資金についてもご案内しております。
（https://www.pref.miyagi.jp/site/seidokinyuu/nosin-seidosikin-2020.html）

【農業経営相談窓口（宮城県）】
宮城県庁農業振興課
022-211-2837
大河原地方振興事務所農業振興部
0224-53-3519
仙台地方振興事務所農業振興部
022-275-9250
北部地方振興事務所農業振興部
0229-91-0717
北部地方振興事務所栗原地域事務所農業振興部 0228-22-9437
東部地方振興事務所農業振興部
0225-95-7612
東部地方振興事務所登米地域事務所農業振興部 0220-22-8603
気仙沼地方振興事務所農業振興部
0226-24-2534
亘理農業改良普及センター
0223-34-1141
美里農業改良普及センター
0229-32-3115
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（１3）テレワークに関する相談窓口
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークに関する相談窓口が開設されてお
ります。

【テレワーク相談センター】
電話番号：０１２０－８６１００９
受付時間：9 時 00 分～17 時 00 分（土･日･祝日･12 月 29 日～1 月 3 日を除く）
住

所：東京都千代田区神田駿河台 1-8-11 東京 YWCA 会館 303
社団法人日本テレワーク協会内

メール：sodan@japan-telework.or.jp

（１4）下請取引配慮要請に関する相談窓口
「下請かけこみ寺」は、下請取引の適正化を推進することを目的として国（経済産業
省中小企業庁）が全国 48 か所に設置したものです。
「下請かけこみ寺」では、「新型コロナウイルス感染症」の影響を受け、取引でお
困りの事業者の相談を受け付けています。

【下請かけこみ寺】
電話番号：０１２０－４１８－６１８
受付時間：9 時 00 分～17 時 00 分（土･日･祝日を除く）
（12 時 00 分～13 時 00 分を除く）

（１5）イベントの開催、中止・延期等について
宮城県は、県内でイベントの開催を予定しているイベント主催者等に対し、「感染防
止安全計画」又は「チェックリスト」の公表について、協力の要請をしております。
詳しくは、宮城県ホームページ（下記 URL）によりご確認ください。
（https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/event-miyagi.html）
（１６）みやぎ飲食店コロナ対策認証制度について
宮城県では、県内飲食店における感染防止策を強化し、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大を断続的に抑え込むとともに、県が第三者として認証することで利用客の増
加につなげ、県内飲食業の振興を図るため、令和 3 年 5 月 21 日から飲食店が取り組
む感染対策を認証する制度を開始しています。（https://miyagi-ninsho.jp/）
詳細につきましては、下記にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
31

みやぎ飲食店コロナ対策認証制度コールセンター
電話：０５７０－０３５－０８０（平日 10 時 30 分～17 時 30 分）
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３

働いている方へ

（１）休業中に賃金(休業手当)を受けられなかった労働者の方へ
厚生労働省では、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、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給するとしています。
区分
概要

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
＜対象者＞
○ 中小企業にお勤めの方
令和４年１月１日から４年 11 月 30 日までに、新型コロナウイルス感染症の影
響を受けた事業主が休業させ、 その休業に対する賃金（休業手当）を受け取ってい
ない方
○ 大企業にお勤めの方
大企業に雇用されるシフト制・日々雇用・登録型派遣労働者であって、令和４年
１月 1 日から 4 年 11 月 30 日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
事業主が休業させ、その休業に対する賃金（休業手当）を受け取っていない方
※

上記の「休業」とは、所定労働日に事業主が労働者を休ませることで、以下
のようなケースも対象となります。

・ 時短営業などで勤務時間が減少し、1 日 4 時間未満の就労になった場合(1
日 8 時間から 3 時間の勤務になるなど)
・ 月の一部分の休業(週 5 回から週 3 回の勤務になるなど)
※

いわゆる日々雇用やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているよう
なケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労
使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば、対象となります。
また、以下のケースであれば支給要件確認書で休業の事実が確認できない場
合であっても、対象となる休業として取り扱われます。
① 労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日数の記載がある、
申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、
その内容に誤りがないことが確認できるケース
② 休業開始月前の給与明細などにより、６か月以上の間、原則として月４日
以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウ
イルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせて
いた意向が確認できるケース（ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以
外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。
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〈支援金額の算定方法〉
休業前の１日当たり平均賃金 × 80％

①×（各月の休業期間の日数

ー 就労した

又は労働者の事情で休んだ日数）②
① １日当たり支給額
・8,265 円※（令和３年 12 月までは 9,900 円）が上限
※ 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて
営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第 11 条
に定める施設（飲食店等）の労働者については、令和３年 10 月１日～令和４年 9
月 30 日の期間において 11,000 円。

② 休業実績
・１日８時間から３時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合で
も、１日４時間未満の就労であれば、1/2 日休業したものとして対象となる。
・週５回から週３回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となる。（就労した日
は休業実績から除く。）

〈申請期限〉
休業した期間

申請期限

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）

※ 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

（申請に必要な書類と申請方法）
オンライン、郵送の２種類あり、労働者の方から直接申請いただけます。
（事業主経由での申請も可能です。）
詳細は厚生労働省のホームペ－ジ
（https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html）によりご確認ください。

相談
窓口

【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】
電話番号：０１２０－２２１－２７６
受付時間：８時 30 分～20 時 00 分（月～金曜日）
8 時 30 分～17 時 15 分（土～日曜日、祝日）

（２）宮城県新型コロナウイルス対応 生活応援緊急融資制度について
宮城県は、県内中小企業に勤務する方で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が
減少するなど、緊急に生活資金を必要とする方を対象に、宮城県と東北労働金庫が提携
して生活資金を融資する制度を創設し、勤労者の生活安定に資するため、生活応援緊急
融資制度を創設しています。
区分
概要

宮城県新型コロナウイルス対応 生活応援緊急融資制度
（対象者）
宮城県内に勤務先又は住所がある、中小企業に勤務する方で、新型コロナウイ
ルス感染症の影響による休業や賃金の切り下げ等により収入が減少する方
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（資金の使途）
新型コロナウイルス感染症の影響により必要となる以下の生活資金等。なお、
事業資金、投機的資金、東北労働金庫又は他金融機関からの既往借り入れの借換
資金は除く。
①

新型コロナウイルス感染症の影響による勤務先の休業等による収入減少で

必要となる資金（賃金の切り下げや、ボーナスカット等によるものを含む）
②

臨時休校措置に伴う休業等による収入減少で必要となる資金

③

臨時休校措置に伴う子供の預け費用の増大により必要となる資金

④

その他

（融資額）最高 50 万円（1 万円以上 1 万円単位）
（融資金利）年 1．00％（固定金利、保証料・担保不要）
（返済期間）最長 5 年（据置期間を含む。据置期間 1 年以内）
※融資制度をご利用いただく方に、（一社）宮城県労働者福祉資産
協会より、支払い利子の 0．5％相当が助成される制度がありま
す。
（融資取扱期間）令和 5 年３月末までに申し込み、実行される融資が対象とな
ります。
※

この融資は、融資総額が上限に達した場合に停止されることとなっておりま

すので、個別の融資が受けられるかどうかは、東北労働金庫の最寄りの支店に
お問い合わせください。

相談
窓口

東北労働金庫の最寄りの支店までお問い合わせください。
本店営業部：022-227-1311
石巻支店：0225-22-3355
気仙沼支店：0226-24-2222
長町支店：022-248-0151
仙台東支店：022-291-2551
白石支店：0224-25-0321
岩沼支店：0223-29-2222

新塩釜支店：022-364-3115
古川支店：0229-24-1400
大河原支店：0224-53-2278
築館支店：0228-22-1211
仙台北支店：022-271-3151
迫支店：0220-22-6511

（３）宮城労働局の特別労働相談窓口
宮城労働局では、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。
相談実施機関

電話番号

備考

宮城労働局雇用環境・均等室

０２２－２９９－８８４４

8 時 30 分～17 時 15

仙台労働基準監督署

０２２－２９９－９０７５

分（土･日･祝日、年末

ハローワーク仙台

０２２－２９９－８８１１

年始を除く）
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（４）宮城県の労働相談窓口
宮城県では、さまざまな労働に関する問題について、県民の方からの相談に対応する
ための「労働相談窓口」を設置しています。

【宮城県による労働相談窓口】
担当課：宮城県労働委員会事務局審査調整課内
電話番号：０２２－２１４－１４５０
受付時間：8 時 30 分～17 時 15 分（土日・祝日、年末年始を除く）
メール相談：rodosodan@pref.miyagi.lg.jp
（メール相談の注意点）
・電話や面談での相談が難しい場合には、メールによる相談を利用できます。
・雇用形態（正社員、有期契約社員、アルバイトなど）を明記してください。
•相談内容は、できるだけ具体的にお知らせください。（例えば、「残業手当がもら
えない」という場合、労働条件でどのように定められていて、それに対し、実際に
どのように残業しているのかなど）
・迷惑メール設定等により、労働相談窓口からのメールが届かない場合があるので、
相談の際は、あらかじめ、rodosodan@pref.miyagi.lg.jp からのメールを受信でき
る設定としてください。
・受信フォルダの空き容量が足りない場合も、労働相談窓口からのメールが届かない
ことがあります。
・労働相談窓口からのメールが届かない場合は、労働相談窓口専用ダイヤル（022214-1450）にお問い合わせください。
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４

保護者、学生、子どもへ

（１）子育て世帯への臨時特別給付金に関する相談窓口
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、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、子育て世帯に対する臨時特別給付が行
われています。
対象、要件などの詳細は、下記の相談窓口にお問い合わせください。
区分
概要

子育て世帯への臨時特別給付金
（主な内容）
・ 児童を養育している者の年収が960万円以上（注１）の世帯を除き、０歳から
高校３年生までの子供たち（注２）に１人当たり10万円相当の給付を行う。
（注１）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。
（注２）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。

・ 自治体が地域の実情に応じて以下から選択し、実施。
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）
・ 離婚等したことにより給付金を受け取れていない方向けの支援給付金（10万
円限度）の支給を行う
お問

電話番号：０１２０－５２６－１４５（フリーダイヤル）

合せ

受付時間：9 時 00 分～20 時 00 分（土･日･祝日を除く）
※ 申請方法の詳細については、お住まいの市区町村の「子育て世帯への臨時特
別給付金」担当窓口までお問合せ下さい。

（２）新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金（委託を受けて個人で仕事
をする方向け）
厚生労働省では、令和 4 年 7 月１日から 11 月 30 日までの間に、以下の子どもの
世話を保護者として行うことが必要となったため、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を支援する「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支
援金（委託を受けて個人で仕事をする方向け）」を行っております。
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区分

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
（委託を受けて個人で仕事をする方向け）

概要

〈対象者〉以下(1)～(4)の全ての要件を満たす
(1) 保護者であること
(2) ①又は②の子どもの世話を行うこと
①

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、

臨時休業等した小学校等に通う子ども
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登
校の場合も対象
※小学校等 小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課
後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園等

②

新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要のある子

ども
(3) 小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
(4) 小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に
基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
〈支援の内容〉
令和 4 年７月 1 日から同年１１月 30 日までの間において、仕事ができなかった日
について、1 日当たり以下の金額を定額
仕事ができなくな

金額（1 日当たり定額）※

申請期限

った期間
令和 4 年 7 月 1 日

4,500 円

～９月 30 日
令和 4 年 10 月 1 日

令和 4 年 11 月 30 日(水)必
着

4,177 円

令和 5 年 1 月 31 日(火)必着

～11 月 30 日

※申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべ
き区域であった地域（原則都道府県単位）に住所を有する方は、仕事ができなかった
日が 7 月～9 月は 7,500 円（定額）、10 月～11 月は 6,000 円（定額）
詳細は厚生労働省のホームページ（下記 URL）によりご確認ください。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage 10231.html）

お問

【小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター】

合せ
電話番号：０１２０－８７６－１８７
受付時間：9 時 00 分～２１時００分 （土･日･祝日含む）
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（3）大学等の学生向けの奨学金等に関する相談窓口
○ 日本学生支援機構の奨学金については、下記の相談窓口にお問い合わせください。

【（独）日本学生支援機構 奨学金相談センター】
電話番号：０５７０－６６６－３０１（ナビダイヤル）
※海外からの電話、一部携帯電話、一部 IP 電話からは、
０３－６７４３－６１００
受付時間：9 時 00 分～20 時 00 分（土･日･祝日、年末年始を除く）

○

各大学・専門学校等の授業料・入学金の減免の手続については、在学中の学校の学
生課や奨学金窓口にお問い合わせください。

（4）留学に関する相談窓口
○ 文部科学省は、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の
方向けに、下記の相談窓口を開設しています。
相談実施機関

電話番号

受付時間
(平日のみ)

文部科学省総合教育政策局
教育改革・国際課教育相談員

（海外から）

9 時 30 分～18 時

+81-3-6734-3562

15 分

（国内から）
03-6734-3562
（海外から）

10 時 00 分～17

海外子女教育振興財団

+81-3-4330-1351

時 00 分

お問合せ窓口

（国内から）

公益財団法人

03-4330-1351

○

日本学生支援機構では、海外留学のための奨学金に関するお問合せを下記の相談窓
口で受け付けています。
区分

相談実施機関

電話番号

トビタテ！留学 JAPAN

(独)日本学生支援機構

03-5253-4111

日本代表プログラム

グローバル人材育成部

（内線：４９２２）

グローバル人材育成企画課
海外留学支援制度

(独)日本学生支援機構留学生事業部
海外留学支援課
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03-5520-6014

（5）子どもの SOS 相談窓口（そうだんまどぐち）
ふ あ ん

なや

う

と

そうだんまどぐち

れ ん らく さ き

し

みなさんの 不安 や 悩 みを 受け止める 相談 窓口 について、連絡先 を お知らせ しま
ひ と り

くる

り よ う

はなし

す。一人 で 苦 しまず、ぜひ 利用 して、 話 をしてみてください。
れんらくさき

でんわばんごう

連絡先

た

電話番号

その他

じ か ん こ ど も

じ か ん り よ う

24時間 利用 できます。

24時間 子供 SOS ダイヤル
０１２０－０－７８３１０
かくきょういく い い ん か い と う

（各教育 委員会 等 ）
じんけん

ばん

じ

ふん

じ

ふん

8時 30分 ～17時 15分

子どもの 人権 110番
０１２０－００７－１１０
ほうむしょう

げつ

（法務省 ）
けいさつ

きんようび

（月 ～金曜日 ）

しょうねんそうだん まどぐち

じ

ふん

じ

ふん

8時 30分 ～17時 15分

警察 の 少 年 相談 窓口
０２２－２２２－４９７０
み や ぎ け ん けいさつ

げつ

（宮城県 警察 ）

きんようび

（月 ～金曜日 ）
さい

18才 までの子どものため
で ん わ そうだんさき

の 電話 相談先 です。

チャイルドライン
こ う せ い ろうどうしょう ほ じ ょ じ ぎ ょ う

０１２０－９９－７７７７

（厚生 労働省 補助 事業 ）

ご

ご

じ

ご

ご

じ

午後 4時 ～午後 9時
やす

12/29～1/3 はお 休 み
です。

（6）配偶者等からの暴力、児童虐待等に関する相談窓口
配偶者等からの暴力や虐待でお困りの方、虐待が疑われる場合などは、次の相談窓口
で相談を受け付けています。
連絡先

電話番号

備考

DV 相談＋（プラス）

0120-279-889

新型コロナウイルスの感染拡大に伴

（内閣府）

う生活不安・ストレスなどから、
DV の増加・深刻化が懸念されるこ

40

とを踏まえて内閣府において実施。
24 時間対応でメール相談も可。チ
ャット相談は 12 時 00 分から 22
時 00 分まで。
（https://soudanplus.jp/）
児童相談所虐待対応ダイヤル

「１８９」

（厚生労働省）

虐待かもと思ったときなどに、すぐに
お近くの児童相談所に通告・相談がで
きる全国共通の電話番号で、通話料は
無料。通告・相談は匿名で行うことも
でき、秘密は守られます。（24 時間
対応）

女性相談センター

022-256-0965

（宮城県）

配偶者からの暴力に関する相談、女性
の福祉に関する相談。8 時 30 分～
17 時 00 分まで対応（土･日･祝日･
年末年始を除く）

みやぎ夜間・休日ＤＶほっとラ

022-725-3660

イン

ＤＶにより被害を受けている方のため
の相談。

（宮城県）

•毎週木・土曜日に 17 時 30 分～
21 時 00 分まで受付（祝日･年末年
始を除く）
•毎週日曜日に 13 時 00 分～17 時
00 分まで受付（祝日･年末年始を除
く）

高齢者権利擁護相談窓口

022-722-7225

高齢者虐待などの高齢者の権利擁護に

（NPO 法人宮城福祉オンブズ

関する相談。10 時 00 分～15 時 00

ネット「エール」）

分まで受付（土･日･祝日･年末年始を
除く）

宮城県障害者権利擁護センター

022-727-6101

（宮城県委託事業）

障害者虐待に関する相談。9 時 00 分
～17 時 00 分まで受付（土･日･祝
日･年末年始を除く）。
FAX（022-727-6102）でも受け
付けています。
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５

外国人の方へ

○

ＦＲＥＳＣ（外国人在留支援センター）は、外国人の在留に関する様々な相談ができま
す。外国人個人に限らず、外国人と関係する個人や企業も相談ができます。
ＦＲＥＳＣでは、今回、新型コロナウイルス感染症の影響で困っている外国人のための
相談窓口を設置しています。

【 新 しいコロナウイルスの 影響 で 困 っている 外国人 のためのＦＲＥＳＣ ヘルプデスク】
あたら

えいきょう

フ

レ

ス

こま

ク

がいこくじん

あたら

えいきょう

し ご と

ＦＲＥＳＣヘルプデスクは、新 しいコロナウイルスの 影響 で 仕事 がなくな
せいかつ

こま

が い こく じ ん

そうだん

で ん わ

き

ったなど、生活 に 困 っている 外国人 の 相談 を 電話 で 聞 きます。
たす

し

く

ざいりゅう

に ほ ん

あなたを 助 けることができる 仕組 みや、在留 〈＝日本 にいること〉のため
ひつよう

おし

こま

で ん わ

に 必要 なことなどを 教 えることができます。困 ったことがあるときには、電話
をかけてください。
かね

Ｔｅｌ（お 金 はかかりません）
：０１２０－７６－２０２９
よ う び

げつようび

じ か ん

ご ぜ ん

きんようび

ど

にち

しゅくじつ

曜日 ：月曜日 から 金曜日 （土 、日 、 祝日 は休み）
じ

ご

ご

じ

時間 ：午前 9時 ～午後 ５時
ことば：やさしい日本語、 English（英語）、 中文（中国語・簡
体字／繁体字）、 코리언（韓国語）、 Español（スペイ
ン語）、Português（ポルトガル語）、 Tiếng Việt（ベ
トナム語）、 ने पाली भाषा（ネパール語）、 ภาษาไทย（タイ
語）、 Bahasa Indonesia（インドネシア語）、
Filipino(Tagalog)（フィリピノ（タガログ）語）、
ြမန်မာဘာသာစကား（ミャンマー語）、 ��ែខ� រ（クメール
(カンボジア)語）、 Монгол（モンゴル語）
（http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc01）
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○

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、
各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口（外国人在留総合インフォメーションセンター
等）を設置しております。電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しております。

【外国人在留総合インフォメーションセンター】
電話番号：０５７０－０１３９０４
（IP、PHS、海外：０３－５７９６－７１１２）
受付時間：８時３０分～１７時１５分（土･日･祝日を除く）
対応言語：日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・
ベトナム語・フィリピノ語・ネパール語・インドネシア語・タ
イ語・クメール（カンボジア）語・ミャンマー語・モンゴル語・
フランス語・シンハラ語・ウルドゥ語
※このほか、窓口（仙台出入国在留管理局等）やメールでもご利用できます。詳
しくは出入国在留管理庁のホームページによりご確認ください。
（http://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html）

○

公益財団法人宮城県国際化協会では、外国籍の方からの生活相談を受け付けています。

【みやぎ外国人相談センター】
電話番号：０２２－２７５－９９９０
受付時間：9 時 00 分～17 時 00 分（土･日･祝日を除く）
対応言語：中国語・韓国語・英語・タガログ語・ベトナム語・ネパール語・
インドネシア語・ポルトガル語・日本語・スペイン語・ロシア語・
タイ語・ヒンディー語
※三者通話電話を利用しての外部スタッフによる対応になる
場合があります。
○

公益財団法人仙台観光国際協会は、外国人の総合生活相談を受け付けています。

【仙台多文化共生センター】
電話番号：０２２－２２４－１９１９
０２２－２６５－２４７１
受付時間：9 時 00 分～17 時 00 分（月に 1～2 回程度の休館日を除く）
対応言語：日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・
タイ語・ロシア語・ベトナム語・インドネシア語・タガログ語・
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ネパール語・イタリア語・フランス語・ドイツ語・マレー語・
クメール語・ミャンマー語・モンゴル語
※ 中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語は、外国語相談員が週に１
回、仙台多文化共生センターで対応します。開催日時や申し込み方法
などくわしくは仙台多文化共生センターに確認してください。
※ 三者通話電話を利用しての外部スタッフによる対応になる 場合が
あります。

44

６

法律相談

○

新型コロナウイルス感染拡大に起因する法的な悩みごとについて、弁護士が法律相談に
応じています。（日本弁護士連合会）

○ 個人の方
電話番号：０２２－２２３－２３８３【仙台弁護士会】
※ 面接相談、電話相談のいずれも可能ですが、前日までに予約が必要です。
予約受付時間は、平日９時 00 分～17 時 00 分です。
相談時間は、平日 10 時 00 分～12 時 00 分、13 時 00 分～16 時 00
分、18 時 00 分～20 時 00 分の中で、おおむね 30 分以内とされていま
す。
※ 相談料は 5,500 円です。ただし、法テラスの制度を利用して、ご相談の内
容やご相談者の経済状況によっては無料で法律相談を受けられる場合があり
ます。
※ 詳細は仙台弁護士会にお問い合わせ下さい。
○ 事業者の方
電話番号：０５７０－００１－２４０【全国共通番号】
受付時間：平日 10 時 00 分～12 時 00 分、13 時 00 分～16 時 00 分
※ 日弁連の「中小企業のためのひまわりほっとダイヤル」に繋がります。
お電話がつながらない場合は、オンライン申込（下記申込フォーム参照）
をご利用ください。
※ 地域の弁護士会の専用窓口に繋がり、後日、弁護士からの折り返しの電話
で、法律相談ができます（ご相談内容によっては面談での相談となる場合
があります）。
※ 宮城県の方が利用する場合は、初回相談から 30 分につき 5、000 円＋消
費税の相談料がかかります。
（申込フォーム）
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/chusho2015/online/

○
○

宮城県司法書士会では、下記のとおり相談を受け付けております。
電話相談（無料）
電話番号：０２２－２２１－６８７０
受付時間：月・水・金曜日（13 時 30 分 ～ 16 時 30 分）※祝日、年末年始を除く
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○

無料面接相談（事前に受付予約が必要です。）
電話番号：022-263-6755
受付時間：（受付予約の場合）祝日･年末年始を除く平日 9 時 00 分～17 時 00 分
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７

市町村連絡先一覧

宮城県内の市町村の代表番号を掲載しております。
市町村にお問合せの際は、下記をご参考にしてください。
市町村
仙台市

代表番号

市町村

代表番号

022-261-1111

七ヶ宿町

0224-37-2111

青葉区役所

022-225-7211

大河原町

0224-53-2111

宮城野区役所

０22-291-2111

村田町

0224-83-2111

若林区役所

022-282-1111

柴田町

0224-55-2111

太白区役所

022-247-1111

川崎町

0224-84-2111

泉区役所

022-372-3111

丸森町

0224-72-2111

石巻市

0225-95-1111

亘理町

0223-34-1111

塩竈市

022-364-1111

山元町

0223-37-1111

気仙沼市

0226-22-6600

松島町

022-354-5701

白石市

0224-25-2111

七ヶ浜町

022-357-2111

名取市

022-384-2111

利府町

022-767-2111

角田市（※）

0224-63-2111

大和町

022-345-1111

多賀城市

022-368-1141

大郷町

022-359-3111

岩沼市

0223-22-1111

大衡村

022-345-5111

登米市

0220-22-2111

色麻町

0229-65-2111

栗原市

0228-22-1122

加美町

0229-63-3111

東松島市

0225-82-1111

涌谷町

0229-43-2111

大崎市

0229-23-2111

美里町

0229-35-2111

富谷市

022-358-3111

女川町

0225-54-3131

蔵王町

0224-33-2211

南三陸町

0226-46-2600

（※）角田市は、総務部総務課の番号を掲載しております。
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