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新 型 コロナウイルス感 染 症
に関する相談窓口等情報
（ ガ イ ド ブ ッ ク ）

静岡

 総務省静岡行政監視行政相談センターでは、新型コロナウイルス感染症に関し
て、様々なお問合せや相談を受け付けております。
 本資料は、関係機関が設置している相談窓口について、関係機関が提供してい
る情報を当センターにおいて確認し取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、全ての情報を掲載しているものではないことに
ご留意ください。
 最新の情報は、当センターホームページ(下記ＵＲＬ参照)に掲載しています。
URL：http://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/shizuoka.html
当センターにおける受付

電話による相談受付：平日 8：30～17：15

●

上記時間帯以外、12/29～1/3 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-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

●

０５４-２５４-６５１３
※

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来庁・対面によるご相談の際は、マスクの
着用等、感染防止対策にご協力をお願いいたします。

総務省 静岡行政監視行政相談センター
〒４２０-０８５３
静岡市葵区追手町 9-50 静岡地方合同庁舎５階
電 話：０５４-２５４-６４５１
ＦＡＸ：０５４-２５４-６５１３
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健康のこと
1 感染が疑われる場合、感染した場合の相談窓口
（１）感染が疑われる場合の相談窓口
○

発熱等の症状がある場合、
・まずは、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関に、電話でご相談ください。
・かかりつけ医等がない場合は、県ホームページでお近くの「発熱等診療医療機関」
をご確認いただくか、以下の「発熱等受診相談センター」にご相談ください。

（静岡県ホームページから抜粋）

＜静岡県内の受診相談センター一覧＞
名称

賀茂保健所

熱海保健所

管轄

電話番号
それ以外の時間
平日 8:30～17:15
（土日祝も含む）

住所

下田市、東伊豆町、
下田市
河津町、南伊豆町、
中 531-1
松崎町、西伊豆町
熱海市、伊東市

静岡県発熱等受
診相談センター

熱海市
水口町 13-15

050-5371-0561 050-5371-0561
050-5371-0562

沼津市、三島市、裾
東部保健所

野市、伊豆市、伊豆 沼津市
の国市、函南町、清 高島本町 1-3
水町、長泉町

御殿場保健所

御殿場市、小山町

静岡県発熱等受
診相談センター

御殿場市
竈 1113
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名称
富士保健所

管轄
富士市、富士宮市
島田市、焼津市、藤

中部保健所

枝市、牧之原市、吉
田町、川根本町
磐田市、掛川市、袋

西部保健所

井市、湖西市、御前
崎市、菊川市、森町

電話番号
それ以外の時間
平日 8:30～17:15
（土日祝も含む）

住所
富士市
本市場 441-1
藤枝市
瀬戸新屋 362-1
磐田市
見付 3599-4

＜静岡市保健所＞

054-249-2221
静岡市保健所

静岡市

静岡市葵区

＜新型コロナなんで

城東町 24-1

054-249-2221

も相談ダイヤル＞

0570-08-0567
（毎日 9:00～20:00）

浜松市保健所

浜松市

浜松市中区
鴨江 2－11－2

0120-368-567（フリーダイヤル）

＜発熱等診療医療機関一覧＞
※受診する前に、必ず医療機関へ電話連絡をしてください。
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/kansen/ncov-hatsunetsu.html

＜受診相談センターに電話がつながりにくい場合＞
○ 静岡県ホームページに「新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問と回答」
が掲載されていますので、以下の URL を参照してください。
○

「新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問」
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/c19faq/c19faq_top.html

（２）感染した場合の相談窓口
○

令和４年 9 月 26 日以降、新型コロナウイルス感染症の発生届の対象者（※）が
限定されました。
（※）ⅰ）65 歳以上の方、ⅱ）入院を要する方、ⅲ）重症化リスク等があり、かつ、コロナ
治療薬・酸素投与が必要な方、ⅳ）妊婦

○

発生届対象外の方については、保健所からの連絡はありません。所定期間が過ぎ
たらご自身で療養を解除してください。

○

発生届の対象か対象外かにかかわらず、体調悪化時や支援を必要とする場合は、
以下の相談窓口にご連絡ください。
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＜新型コロナ療養支援に関する相談窓口＞
居住地
静岡市

名称

電話番号、受付時間

０５４―２４９―２２２１

発熱等受診相談センター

（体調悪化時は 24 時間受付）
浜松市

０１２０―３６８―５６７

新型コロナコールセンター

（フリーダイヤル、体調に関する相談は
24 時間受付）
上記以外 新型コロナ療養者支援センター

０１２０－５４６－１９９

の市町

（フリーダイヤル、24 時間受付）

＜療養期間・待機期間の目安＞
○ 静岡県ホームページに「療養期間・待機期間の目安確認ツール」（令和 4 年 9 月
7 日時点の国通知等に基づくものになります。）が掲載されていますので、以下の
URL を参照してください。
○

「療養期間・待機期間の目安確認ツール」
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/ryouyoukikan.html

＜自宅療養中の食料等支援＞
○ 自宅療養者のうち、症状が軽快せず家族や知人等による支援やインターネット・
電話による買い物ができない場合などで、食糧支援が必要な場合は、以下の連絡
先にお問い合わせください。
居住地
静岡市

名称

電話番号、受付時間

０９０―１４４２―４４６４

食料等支援物資受付連絡先

（受付時間：9 時～17 時）
浜松市

０１２０―３６８―５６７

新型コロナコールセンター

（フリーダイヤル、24 時間年中無休）
上記以外 （発生届対象の方）
の市町

ショートメッセージ等で保健所からお伝えした連絡先にお申し出ください。
（発生届対象外の方）

０１２０－５４６－１９９

新型コロナ療養者支援センター

（フリーダイヤル、24 時間年中無休）

※市町によっては、独自に自宅療養者への食料品等の配布を行っている場合もあります。
お住まいの市町にお問い合わせください。

＜宿泊・自宅療養証明書がほしい場合＞
○ 令和 4 年 9 月 26 日以降に診断された方については、発生届が医療機関から提出
された方が療養証明書の交付対象となります。発生届対象外の方は、療養証明書
が発行されません。
○

宿泊療養・自宅療養を証明する書類の発行については、ⅰ）My HER-SYS（マイ
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ハーシス）
（厚生労働省新型コロナ感染症等情報把握・管理システム）による証明
書と、ⅱ）保健所等が発行する紙の証明書の２つがあります。詳しくは、以下の
連絡先にお問い合わせください。
居住地
静岡市

連絡先
○My HER-SYS の発行
（ID 発行希望連絡先）
・０９０―１５６１―８６２０（受付時間：9 時～17 時）
○紙の発行
（申請フォーム URL）https://logoform.jp/form/79j2/37550

浜松市

○My HER-SYS の発行
※ID と URL は療養期間中にショートメッセージで保健所から送信されます。
（療養証明書・MY HER-SYS に関するお問合せ専用ダイヤル）
・０８０－７０７１－９９３６（受付時間：平日 9 時～17 時）
○紙の発行
新型コロナコールセンター

・０１２０―３６８―５６７（フリーダイヤル）
上記以外 ○My HER-SYS の発行
の市町

（My HER-SYS（マイハーシス）療養証明書（電子版）URL）
https://s-kantan.jp/pref-shizuoka-u/offer/userLoginDispNon.action?tempSeq=7196&accessFrom=

○紙の発行
（静岡県が発行する療養証明書（紙）URL）
https://s-kantan.jp/pref-shizuoka-u/offer/userLoginDispNon.action?tempSeq=7197&accessFrom=

○WEB 申請が困難な方
新型コロナ療養者支援センター

・０１２０－５４６－１９９（フリーダイヤル）
厚生労働省
○My HER-SYS に関する一般の方専用ダイヤル
・０３－５８７７－４８０５

（受付時間：平日９：３０～１８：１５）

＜後遺症の疑いがある場合＞
○ 新型コロナウイルス感染症に罹患された方の中には、病院等での治療や療養が終
わった後も、一部の症状が長引く場合があります。
○

静岡県ホームページに新型コロナウイルス感染症の罹患後症状（後遺症）の診療
を実施している医療機関が掲載されていますので、以下の URL を参照してくだ
さい。

○「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状（後遺症）を診療可能な医療機関一覧」
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/kansen/aftereffects/medical_institution.html
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2 一般的な相談窓口
○ 新型コロナウイルス感染症に関する一般的な電話相談を行いたい方は、以下の電話相
談窓口へ相談することとされています。
【厚生労働省】

・０１２０－５６５－６５３（フリーダイヤル）
（受付時間：９時００分～２１時００分（土日・祝日も実施））
【静岡県新型コロナ療養者支援センター】

・０１２０－５４６－１９９（フリーダイヤル）
（受付時間：24 時間対応（休日含む））

3 新型コロナワクチンに関する相談窓口
○ 新型コロナワクチン接種に関する国民や医療機関等からの相談は、国・都道府県・市町
等が、それぞれの役割に応じて対応することとされています。
【厚生労働省】
＜コロナワクチン施策の在り方等に関する問合せ＞

・０１２０－７６１－７７０（フリーダイヤル）
（受付時間：９時００分～２１時００分（土日・祝日も実施））
聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。
＜コロナワクチンナビ＞
ワクチン接種会場の検索、どうやって接種を受けるかなどの情報を提供
https://v-sys.mhlw.go.jp/

【首相官邸】
＜新型コロナワクチンについて＞
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html

【静岡県】
＜コロナワクチン接種に伴う副反応に関する問合せ＞

・０５０－５４４５－２３６９
（受付時間：９時 00 分～22 時 00 分（土日祝日を含む））
＜静岡県新型コロナワクチン大規模接種会場＞
○ 県では、県内在住者と、県外在住で帰省や通勤・通学等で一時的に県内に滞在す
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る方も接種できる大規模接種会場を設置しています。モデルナ社オミクロン株対
応２価ワクチン及びノババックス社ワクチン（従来型）接種を実施しています。
会場名（所在地）
もくせい会館会場

11/5～1/31（毎週月・金・土曜日）

（静岡市葵区鷹匠 3-6-1）

※12/27～1/5 及び 1/7 を除く

プラサヴェルデ会場
（沼津市大手町 1-1-4）

○

開設期間

1/13～1/30（毎週月・金・土曜日）

パティオ袋井会場

11/11～1/31（毎週火・金・土曜日）

（袋井市上山梨 4-1-2）

※12/28～1/5 を除く

以下の URL から web 予約してください（電話による予約受付なし）。ノババック
ス社ワクチンは予約なしでも受け付けています。
https://vaccine-shizuoka-pref.resv.jp/reserve/calendar.php?x=1671755826

○

予約の変更、キャンセルは予約サイトで手続が可能です。
「接種日前日の午後 5 時
以降」や「接種日当日」は予約サイトでの手続ができません。その場合は、以下
の連絡先にお問い合わせください。

・０５０－５４４３－２０８１
（受付時間：９時 00 分～17 時 00 分（月曜日～土曜日）
※12/29～1/3 を除く
【静岡県内各市町】
※間違い電話が発生しております。お電話の際には、おかけ間違えのないようにご注意
ください。
市町

予約コールセンター・開設日時
新型コロナワクチンコールセンター

静岡市

（８：30～20：30（土日祝日も開設）
）
※12/29～1/3 を除く

浜松市

新型コロナワクチン専用ダイヤル
（9：00～17：00（土日祝日も開設）
）
新型コロナワクチン予約・相談センター

沼津市

（8：30～18：00（土日祝日も開設）
※12/29～1/3 を除く

熱海市
三島市

電話番号
0120-113-394
（フリーダイヤル）
0120-319-567
（フリーダイヤル）
0120-236-258
（フリーダイヤル）
0120-567-288
（フリーダイヤル）

予約専用フリーダイヤル
（平日 9：00～17：30）
コールセンター
（8：30～17：15（土日祝日も開設）
）

0570-015-670

ワクチン接種専用コールセンター
富士宮市

（平日 9：00～20：00、土日祝日 9：00～17：00）
※12/29～1/3 を除く
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050-5210-8730

市町
伊東市
島田市
富士市
磐田市

予約コールセンター・開設日時
新型コロナワクチン予約専用コールセンター
（平日 8：30～17：15）
コールセンター
（平日 8：30～12：00、13：00～17：00）
新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
（９：00～17：00（土日祝日も開設）
）
新型コロナウイルスワクチンコールセンター
（９：00～17：00（土日祝日も開設）
）

電話番号
050-5210-8732
054-270-8643
0120-567-970
（フリーダイヤル）
0120-156-709
（フリーダイヤル）

ワクチンコールセンター
焼津市

（９：00～17：00（土日祝日も開設）
）

050-5491-1249

※12/29～1/3 を除く
掛川市
藤枝市
御殿場市
袋井市
下田市
裾野市
湖西市
伊豆市
御前崎市
菊川市
伊豆の国市
牧之原市
東伊豆町
河津町

ワクチンコールセンター
（９：00～17：00（土日祝日も開設）
）
新型コロナワクチンコールセンター
（9：00～17：00（日祝日を除く））
接種券や新型コロナワクチン接種に関する相談コールセン
ター（平日 8：30～17：15）
ワクチン接種コールセンター
（９：00～17：00（土日祝日も開設）
）
新型コロナウイルスワクチン接種予約受付センター
（平日９：00～17：00）
新型コロナウイルスワクチン予約相談センター
（平日 8：30～18：00、土曜日 8：30～17：00）
新型コロナワクチン予約コールセンター
（平日９：00～17：00）
コールセンター

050-5491-1250
050-5371-0330
080-6653-7859
0538-84-7813
0558-22-2100
0570-075673
053-576-1697
0570-015672

（平日８：30～17：15）
新型コロナワクチンコールセンター
（平日９：00～17：00）
新型コロナウイルスワクチン接種予約センター
（平日 9：00～16：30、水曜日は 19：00 まで）
コールセンター

0537-85-1154
0120-507001
（フリーダイヤル）
0570-055-671

（平日８：30～17：15）
新型コロナワクチン予約相談センター
（平日８：15～17：00）
コロナワクチンコールセンター

050-5210-8729
0557-29-6248

（平日 8：30～17：00）
ワクチンコールセンター

0558-36-3556

（平日 9：00～16：00）
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市町
南伊豆町
松崎町
西伊豆町
函南町
清水町
長泉町
小山町
吉田町
川根本町
森町

予約コールセンター・開設日時
コールセンター

電話番号
0558-36-4567

（平日 9：00～17：00）
健康福祉課窓口（本庁１階）

0558-42-3966

コールセンター

0120-966-117

（平日 9：00～18：00）

（フリーダイヤル）

コールセンター

0570-005676

（平日８：30～17：15）
コールセンター
（平日 8：30～18：00、土曜日 8：30～17：00）
特設コールセンター
（平日 8：30～18：00、土曜日 8：30～17：00）
ワクチン接種予約相談センター

0570-025671
0570-085672
0550-70-4446

（平日 9：00～16：00）
新型コロナワクチン接種コールセンター
（８：15～17：00（土日を含む。祝日を除く。））
新型コロナワクチンコールセンター
（平日８：30～12：00、13：00～17：00）
コールセンター
（平日 8：30～12：00、13：00～16：00）

050-5210-8728
0547-58-6070
0538-86-6666

4 無料検査に関する相談窓口
【感染拡大傾向時の一般検査事業（無症状の方）】
○ 静岡県では、感染不安を感じる無症状の県民の方に対し、
「感染拡大傾向時一般検査
無料検査」を実施しています。
○

無料検査をご利用できる方は、次の全てに該当する方です。
「感染の不安を感じる方」＋「静岡県にお住まいの方」＋「発熱等の症状がない方」

○

実施期間：令和５年１月 31 日まで

○

無料検査が受けられる薬局等は、以下の県ホームページで確認できます。
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/kansen/ncov-kensamuryou.html

＜お問合せ先＞
静岡県新型コロナ対策推進課機動第４班

検査無料化事業専用ダイヤル

・０５０－５４４４－６５８８
・受付時間：９時～17 時（土日祝日を含む）
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【市町での自己検査用抗原定性検査キットの配布（有症状の方）】
○ 市町によっては、重症化リスクが低い有症状者に対して、抗原定性検査キットを無
料で配布している場合があります。
○

配布場所等の詳細は、お住まいの市町にお問い合わせいただくか、以下の県ホーム
ページをご参照ください。
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/kansen/ncov-jikokensa.html#shichouhaihusaki

【自己検査等で「陽性」の結果が出た場合】
○ 自己検査等により陽性となった方で、中学生以上 64 歳以下かつ重症化リスクが低
い方などは、
「自己検査・療養受付センター」のサイトに登録することで、医療機関
を受診することなく、新型コロナの公的支援を受けることができます。
○

「自己検査・療養受付」登録対象者等の詳細は、以下の登録サイト又はお問合せ先
でご確認ください。
＜自己検査・療養受付センター＞
・登録サイト： https://shizuoka-jikokensa.jp/
・お問合せ先： ０１２０－８００－８７４（フリーダイヤル）
（受付時間：９時～17 時（土日を含む））
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生活のこと
5 生活福祉資金貸付制度
概

要  静岡県社会福祉協議会では、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、緊急小口資金等の特例貸付を実施していました
が、令和４年 9 月末に申請期間が終了しました。
 緊急小口資金等の特例貸付の返済免除のご相談、返済にお困りの方のご相
談は、お住まいの地域の各市町社会福祉協議会（下表参照）にお問い合わ
せください。

連絡先 【相談窓口・お申込み先】
○ 各市町社会福祉協議会の相談窓口（下表参照）
【その他制度に関する問合せ先】
○ 生活福祉資金貸付相談コールセンター
・０１２０－４６－１９９９（フリーダイヤル）
・受付時間：9：00～17：00（平日のみ）

生活福祉資金貸付に関する静岡県内社会福祉協議会相談窓口
協議会名
下田市社会福祉協議会
沼津市社会福祉協議会
裾野市社会福祉協議会
御殿場市社会福祉協議会

住所
下田市 4 丁目 1−1
沼津市日の出町 1-15
サンウェルぬまづ（ぬまづ健康福祉プラザ）内
静岡県裾野市石脇 524-1 福祉保健会館内
御殿場市萩原 988-1
御殿場市民交流センター「ふじざくら」内

電話番号

0558-22-3294
055-922-1500
055-992-5750
0550-70-6801

三島市社会福祉協議会

三島市南本町 20-30

055-972-3221

伊豆の国市社会福祉協議会

伊豆の国市四日町 302-1

055-949-5818

伊豆市社会福祉協議会

伊豆市八幡 33-1

0558-83-3013

熱海市社会福祉協議会

熱海市中央町１−２６

0557-86-6339

伊東市社会福祉協議会

伊東市桜木町二丁目２番３号

0557-36-5512
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協議会名
富士宮市社会福祉協議会
富士市社会福祉協議会
本部

住所
富士宮市宮原７番地の１
富士宮市総合福祉会館内
富士市本市場 432-1
富士市フィランセ東館内
静岡市葵区城内町 1 番 1 号
静岡市中央福祉センター内

葵区地域福祉推進

静岡市葵区城東町 24 番 1 号

静岡市社会福祉協

センター

静岡市地域福祉交流プラザ内

議会

駿河区地域福祉推

静岡市駿河区南八幡町 3 番 1 号

進センター

静岡市地域福祉共生センターみなくる内

清水区地域福祉推

静岡市清水区宮代町 1 番 1 号

進センター

静岡市清水社会福祉会館はーとぴあ清水内

焼津市社会福祉協議会（本所）
藤枝市社会福祉協議会
島田市社会福祉協議会
牧之原市社会福祉協議会
掛川市社会福祉協議会
御前崎市社会福祉協議会

焼津市大覚寺三丁目 2-2
焼津市総合福祉会館内
藤枝市岡部町内谷 1400-1
藤枝市福祉センターきすみれ内
島田市大津通 2 番の 1
牧之原市須々木 140 番地
相良総合センターい～ら内
掛川市掛川 910-1
御前崎市白羽 5402-10
御前崎ふれあい福祉センター「なごみ」内

電話番号

0544-22-0054
0545-64-6600
054-254-5213
054-249-3183
054-280-6150
054-371-0292
054-621-2941
054-667-2940
0547-35-6244
0548-52-3500
0537-22-1294
0548-63-5294

菊川市社会福祉協議会

菊川市半済 1865

0537-35-3724

磐田市社会福祉協議会

磐田市国府台 57-7

0538-37-4824

袋井市社会福祉協議会
湖西市社会福祉協議会

浜松市社会福祉協
議会

袋井市久能 2515-1
袋井市総合健康センター内
静岡県湖西市古見１０４４
湖西市健康福祉センター内

0538-42-7914
053-575-0294

浜松地区センター

浜松市中区成子町 140-8 福祉交流センター

053-453-0553

東区事務所

浜松市東区流通元町 20-3 東区役所

053-422-3737

西地区センター

浜松市西区舞阪町舞阪 2701-9

053-596-1730

北地区センター

浜松市北区細江町気賀 4581

053-527-2941

浜北地区センター

浜松市浜北区小林 1272-1

053-586-4499

天竜地区センター
東伊豆町社会福祉協議会

浜松市天竜区二俣町二俣 530 番地の 18
天竜保健福祉センター内
賀茂郡東伊豆町白田 306
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053-926-0322
0557-22-1294

協議会名
河津町社会福祉協議会
南伊豆町社会福祉協議会
松崎町社会福祉協議会

住所
賀茂郡河津町田中 212−2
保健福祉センター内
南伊豆町加納 790
南伊豆町健康福祉センター内
賀茂郡松崎町宮内 272−2
松崎町総合福祉センター内

電話番号

0558-34-1286
0558-62-3156
0558-42-2719

西伊豆町社会福祉協議会

賀茂郡西伊豆町宇久須２５８番地の４

0558-55-1313

函南町社会福祉協議会

田方郡函南町平井 717-28

055-978-9288

清水町社会福祉協議会

駿東郡清水町堂庭 221－1
清水町福祉センター内

055-981-1665

長泉町社会福祉協議会

駿東郡長泉町下土狩 967-2

055-988-3920

小山町社会福祉協議会

駿東郡小山町小山 75-7

0550-76-9906

吉田町社会福祉協議会
川根本町社会福祉協議会
森町社会福祉協議会

榛原郡吉田町片岡 795-1
吉田町健康福祉センター「はぁとふる」内
榛原郡川根本町上岸 90 番地
周智郡森町森 50 番地の 1
森町保健福祉センター内

0548-34-1800
0547-59-2315
0538-85-5769

6 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
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。また、受給期間が終了した
世帯に対し、再支給を行っています。
 支給額（月額）は、単身世帯：6 万円、2 人世帯：8 万円、3 人以上世帯：
10 万円です。※住居確保給付金との併給が可能
 支給期間は、令和３年 7 月以降の申請月から最大 3 か月（申請受付は令和
４年 12 月末まで）
 本支援金の支給に当たり、収入要件、資産要件、求職等要件があります。
詳しくは、お住まいの自治体申請窓口にお問い合わせください。

連絡先 【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談 コールセンター】
・０１２０－４６－８０３０（フリーダイヤル）
・受付時間：9：00～17：00（平日のみ）
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【相談窓口・申請先】
○ 静岡県内申請窓口一覧（下表参照）

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静岡県内申請窓口
市町名

対象エリア
静岡県町部

静岡県ヘルプデスク

のみ

（町部対象の相談窓口）

東伊豆町
河津町
南伊豆町
松崎町

静岡県
町部

窓口

西伊豆町

住所

電話番号

静岡市葵区追手町 9-6

東伊豆町社会福祉協議会

賀茂郡東伊豆町白田 306

（申請窓口）

東伊豆町保健福祉センター内

河津町社会福祉協議会

賀茂郡河津町田中 212−2

（申請窓口）

河津町保健福祉センター内

南伊豆町社会福祉協議会

賀茂郡南伊豆町加納 590-1

（申請窓口）

南伊豆町武道館内

松崎町社会福祉協議会

賀茂郡松崎町宮内 272−2

（申請窓口）

松崎町総合福祉センター内

西伊豆町社会福祉協議会

賀茂郡西伊豆町宇久須 258-４

（申請窓口）
函南町社会福祉協議会

田方郡函南町平井 717-28

（申請窓口）

函南町保健福祉センター内

清水町社会福祉協議会

駿東郡清水町堂庭 221－1

（申請窓口）

清水町福祉センター内

長泉町社会福祉協議会

駿東郡長泉町下土狩 967-2

（申請窓口）

長泉町福祉会館内

小山町社会福祉協議会

駿東郡小山町小山 75-7

（申請窓口）

小山町健康福祉会館内

吉田町社会福祉協議会

榛原郡吉田町片岡 795-1

（申請窓口）

吉田町健康福祉センター内

川根本町社会福祉協議会

榛原郡川根本町上岸 90

（申請窓口）

川根本町福祉センター内

森町社会福祉協議会

周智郡森町森 50-1

（申請窓口）

森町保健福祉センター内

葵区

葵福祉事務所生活支援課

静岡市葵区追手町 5-1

054-221-1084

駿河区

駿河福祉事務所生活支援課

静岡市駿河区南八幡町 10-40

054-287-8653

清水区

清水福祉事務所生活支援課

静岡市清水区旭町 6-8

054-354-2103

中区

中区社会福祉課

浜松市中区元城町 103-2

053-457-2051

東区

東区社会福祉課

浜松市東区流通元町 20-3

053-424-0173

西区

西区社会福祉課

浜松市西区雄踏 1-31-1

053-597-1118

南区

南区社会福祉課

浜松市南区江之島町 600-1

053-425-1460

北区

北区社会福祉課

浜松市北区細江町気賀 305

053-523-3111

浜北区

浜北区社会福祉課

浜松市浜北区貴布祢 3000

053-585-1147

天竜区

天竜区社会福祉課

浜松市天竜区二俣町二俣 481

053-922-0018

沼津市

社会福祉課

沼津市御幸町 16-1

055-934-4863

熱海市

熱海市社会福祉協議会

熱海市中央町 1-26

0557-86-6339

函南町
清水町
長泉町
小山町
吉田町
川根本町
森町

静岡市

浜松市
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054-221-3343

市町名

対象エリア

窓口

住所

電話番号

三島市

三島市社会福祉部福祉総務課

三島市北田町 4-47

055-983-2613

富士宮市

富士宮市福祉総合相談課

富士宮市弓沢町 150

0544-22-1561

伊東市

伊東市社会福祉課

伊東市大原 2-1-1

0557-32-1534

島田市

島田市福祉課

島田市中央町 1-1

0547-36-7158

富士市

富士市生活支援課生活支援担当

富士市永田町 1-100

0545-55-2886

磐田市

磐田市福祉課生活相談グループ

磐田市国府台 57-7

0538-37-4797

焼津市

焼津市地域福祉課保護担当

焼津市本町 5-6-1

054-626-1127

掛川市

掛川市福祉課

掛川市長谷 1-1-1

0537-21-1140

藤枝市岡出山 1-11-1

054-643-3161

御殿場市萩原 988-1

0550-70-6801

藤枝市
御殿場市

藤枝市自立支援課自立生活サポー
トセンター
御殿場市社会福祉協議会 地域福
祉課総務・権利擁護スタッフ

袋井市

袋井市しあわせ推進課生活福祉係

袋井市新屋 1-1-1

0538-44-3119

下田市

下田市社会福祉協議会

下田市 4-1-1

0558-22-3294

裾野市

裾野市健康福祉部社会福祉課

裾野市佐野 1059

055-995-1819

湖西市

湖西市社会福祉協議会

湖西市古見 1044

湖西市地域福祉課

053-575-0294
053-575-1295

伊豆市

伊豆市社会福祉協議会

伊豆市八幡 33-1

0558-83-3013

御前崎市

御前崎市福祉課

御前崎市池新田 5585

0537-85-1121

菊川市

菊川市健康福祉部福祉課

菊川市半済 1865

0537-37-1251

伊豆の国市社会福祉協議会くらし
伊豆の国市

相談窓口

0558-76-8012
伊豆の国市田京 299-6

伊豆の国市社会福祉課

0558-76-8036

（電話相談のみ）
牧之原市

牧之原市福祉こども部社会福祉課
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牧之原市静波 991-1

0548-23-0078

7 住居確保給付金
要  住居確保給付金は、住居を失うおそれがある方に対して、原則３か月（最
大９か月）、家賃相当額を自治体から支給する制度です。

概

 対象要件は、離職・廃業から２年以内又は離職・廃業と同程度の状況にあ
り、一定の要件を満たした場合です。
 ３か月間の再支給の申請期間は、令和 5 年 3 月末日まで延長する予定で
す。
連絡先 【住居確保給付金相談コールセンター】
・０１２０－２３－５５７２（フリーダイヤル）
・受付時間：９：00～17：00（平日のみ）
【お住まいの自治体の自立相談支援機関】
・自立相談支援機関 相談窓口一覧（静岡県内）
（https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/counter.html#city）

8 生活困窮者支援、生活保護に関する相談窓口
○ 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、町福祉課、社会福祉協議会の連絡先を案内しています。

生活困窮者支援、生活保護に関する静岡県内の相談窓口
（福祉事務所、町福祉課、社会福祉協議会連絡先一覧）
市町名

福祉事務所・町福祉課

社会福祉協議会

下田市

保護係

0558-22-2216(直)

0558-22-3294

沼津市

社会福祉課

055-934-4825(直)

055-922-1500

裾野市

社会福祉室

055-995-1819(直)

055-992-5750

御殿場市

社会福祉課

0550-82-4239(直)

0550-70-6801

三島市

福祉総務課

055-983-2613(直)

055-972-3221

伊豆の国市

福祉課

0558-76-8006(直)

055-949-5818

伊豆市

社会福祉課

0558-72-9862(直)

0558-83-3013

熱海市

社会福祉課

0557-86-6345(直)

0557-86-6339

伊東市

社会福祉課

0557-32-1534(直)

0557-36-5512

富士宮市

福祉総合相談課

0544-22-1144(直)

0544-22-0054

富士市

生活支援課

0545-55-2758(直)

0545-64-6600

生活支援課

054-221-1084(直)

054-249-3183

静岡市

葵区
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市町名

福祉事務所・町福祉課

社会福祉協議会

駿河区

生活支援課

054-287-8654(直)

054-280-6150

清水区

生活支援課

054-354-2107(直)

054-371-0292

本所

福祉総務課

054-221-1370(直)

054-254-5213

焼津市

地域福祉課

054-626-1127(直)

054-621-2941

藤枝市

自立支援課

054-643-3299(直)

054-667-2940

島田市

福祉課

0547-36-7158(直)

0547-35-6244

牧之原市

地域福祉室

0548-23-0070(直)

0548-52-3500

掛川市

福祉課

0537-21-1140(直)

0537-22-1294

御前崎市

福祉課

0537-85-1121(直)

0548-63-5294

菊川市

福祉課

0537-37-1251(直)

0537-35-3724

磐田市

福祉課

0538-37-4797(直)

0538-37-4824

袋井市

しあわせ推進課

0538-44-3119(直)

0538-42-7914

湖西市

地域福祉課

053-576-1295(直)

053-575-0294

中区

社会福祉課

053-457-2055(直)

南区

社会福祉課

053-425-1460(直)

東区

社会福祉課

053-424-0173(直)

053-422-3737

西区

社会福祉課

053-597-1118(直)

053-596-1730

北区

社会福祉課

053-523-3111(直)

053-527-2941

浜北区

社会福祉課

053-585-1121(直)

053-586-4499

天竜区

社会福祉課

053-922-0024(直)

053-926-0322

本所

福祉総務課

053-457-2032(直)

053-453-0580

東伊豆町

住民福祉課

0557-95-6204(直)

0557-22-1294

河津町

保健福祉課

0558-34-1937(直)

0558-34-1286

南伊豆町

健康福祉課

0558-62-6273(直)

0558-62-3156

松崎町

健康福祉課

0558-42-3966(直)

0558-42-2719

西伊豆町

健康福祉課

0558-52-1116(直)

0558-52-1350

県賀茂健康福祉センター

地域福祉課

0558-24-2035(直)

-

函南町

福祉課

055-979-8127(直)

055-978-9288

東部健康福

清水町

福祉課

055-981-8214(直)

055-981-1665

祉センター

長泉町

福祉保険課

055-989-5512(直)

055-988-3920

管内

小山町

住民福祉課

0550-76-6661(直)

0550-76-9906

県東部健康福祉センター

地域福祉課

055-920-2078(直)

-

吉田町

福祉課

0548-33-2104(直)

0548-34-1800

川根本町

福祉課

0547-56-2224(直)

0547-59-2315

森町

保健福祉課

0538-85-1800(直)

0538-85-5769

県中部健康福祉センター

地域福祉課

054-644-9274(直)

-

054-221-3501(直)

054-254-5244

（生活保護班）

（生活支援課）

浜松市

賀茂健康福
祉センター
管内

中部健康福
祉センター
管内

静岡県

地域福祉課
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053-453-0553

9 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支
援特別給付金（令和４年度）
概

要  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、食費等の物価高
騰等に直面する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、特別給付金を支給します。
 支給額は、児童１人当たり一律５万円です。
 ⅰ）令和４年４月分の児童扶養手当受給者の方、ⅱ）令和４年４月分の児
童手当又は特別児童扶養手当受給者で住民税非課税の方は申請不要です。
これ以外の対象となる方は申請が必要です。詳しくは、お住まいの自治体
の給付金担当部局にお問い合わせください。

連絡先 【厚生労働省コールセンター】
・０１２０－４００－９０３（フリーダイヤル）
・受付時間：９：00～18：00（平日のみ）
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事業・経営のこと
10 経営相談窓口
概

要  今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れが
ある中小企業・小規模事業者を対象として相談窓口を設置し、経営上の相談
を受け付けます。

連絡先 ① 日本政策金融公庫
【事業資金相談ダイヤル】
・０１２０－１５４－５０５（フリーダイヤル）
・受付時間：平日 9：00～17：00
【各支店】
・静岡支店

中小企業事業
０５４－２５４－３６３１
国民生活事業
０５４－２５４－４４１１
農林水産事業
０５４－２０５－６０７０
・浜松支店 中小企業事業
０５３－４５３－１６１１
国民生活事業
０５３－４５４－２３４１
・沼津支店 国民生活事業
０５５－９３１－５２８１
※受付時間：平日 9：00～17：00

② 商工組合中央金庫
【各支店】
・静岡支店
０５４－２５４－４１３１
・浜松支店
０５３－４５４－１５２１
・沼津支店
０５５－９２０－５０００
※受付時間：平日９：00～1７：00
③

一般社団法人 全国信用保証協会連合会
《静岡県信用保証協会》
・中部総合相談センター（静岡市）
０１２０－７８３－５０７（フリーダイヤル）又は
０５４－２５２－２１３３
・西部総合相談センター（浜松市）
０１２０－７８３－５０８（フリーダイヤル）又は
０５３－４５１－３５７０
・東部総合相談センター（沼津市）
０１２０－７８３－５０９（フリーダイヤル）又は
０５５－９２６－５２００
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※受付時間：平日９：00～17：15
（木曜日は 19：00 まで延長、土日祝日、年末年始を除く）
④ 商工会議所
・静岡商工会議所
・浜松商工会議所
・沼津商工会議所
・三島商工会議所
・富士宮商工会議所
・富士商工会議所
・下田商工会議所
・磐田商工会議所
・伊東商工会議所
・熱海商工会議所
・島田商工会議所
・焼津商工会議所
・掛川商工会議所
・藤枝商工会議所
・袋井商工会議所

０５４－２５３－５１１１
０５３－４５２－１１１１
０５５－９２１－１０００
０５５－９７５－４４４１
０５４４－２６－３１０１
０５４５－５２－０９９５
０５５８－２２－１１８１
０５３８－３２－２２６１
０５５７－３７－２５００
０５５７－８１－９２５１
０５４７－３７－７１５５
０５４－６２８－６２５１
０５３７－２２－５１５１
０５４－６４１－２０００
０５３８－４２－６１５１

⑤

商工会連合会
・静岡県商工会連合会

０５４－２５５－８０８０

⑥

中小企業団体中央会
・静岡県中小企業団体中央会

０５４－２５４－１５１１

⑦

よろず支援拠点
・静岡県よろず支援拠点（無料経営相談所）０５４－２５３－５１１７
※受付時間：平日９：30～12：00/13：00～17：00（土日祝日除く）

⑧

中小企業基盤整備機構
・関東本部 企業支援課

０３－５４７０－１６２０

⑨

経済産業省
・関東経済産業局 中小企業課

⑩ 中小企業等相談窓口（静岡県）
【資金繰りに関する相談】
・経済産業部商工業局 商工金融課
【経営に関する相談】
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０４８－６００－０３２１

０５４－２２１－２５２５

・経済産業部商工業局 経営支援課
※受付時間：平日 8：30～17：15

０５４－２２１－２８０６

11 金融機関等への配慮要請
概

要  新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者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。

連絡先 〇 金融庁
【新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル】
・０１２０－１５６８１１（フリーダイヤル）
[IP 電話] ０３－５２５１－６８１３
・受付時間：平日 10：00～17：00

12 下請け取引配慮要請
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、業界団体等を通じて、親事業者に発出しています。
 親事業者から、不当な発注等を受けた場合の相談先として、以下の窓口が設
置されています。

連絡先 〇 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（フリーダイヤル）
・受付時間：平日 9：00～12：00／13：00～17：00
（土日祝日、年末年始を除く）
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13 宿泊事業者・旅行業者等向け相談窓口
概

要  新型コロナウイルス感染症等を起因とした外国人旅行客の減少等、経営環
境の変化に直面している宿泊事業者、旅行業者等からの相談や要望に対応
（宿泊事業者、旅行業者等が活用可能な支援策の紹介等）するために設け
られた窓口です。

連絡先 〇

国土交通省（観光庁）
・中部運輸局 観光部 観光企画課

０５２－９５２－８０４５

14 農業者や食品事業者等向け相談窓口
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、各地方農政局及び静岡県に設置された窓口です。

連絡先 〇

農林水産省
・関東農政局企画調整室

０４８－７４０－０３１１
０４８－７４０－００１６

・受付時間：平日９：00～17：00
○ 静岡県経済産業部 農業局、森林・林業局
【農業一般に関する相談】
・０５４－２２１－２６３３ （農業戦略課）
【農業金融一般に関する相談】
・０５４－２２１－２６２９

（農業ビジネス課）

【林業一般に関する相談】
・０５４－２２１－２６６７

（林業振興課）

【木材産業一般に関する相談】
・０５４－２２１－２６１２

（林業振興課）

※受付時間：平日 8：30～17：15
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15 水産業関連相談窓口（静岡県）
概

要  県では、新型コロナウイルスの影響を受ける水産物を取り扱う事業者等を
支援するため、以下の相談窓口を設置しています。

連絡先 ○ 静岡県経済産業部 水産業局 水産振興課
【水産加工業一般に関する相談】
・０５４－２２１－２６５８ （流通加工班）
【漁業一般に関する相談】
・０５４－２２１－２７４４

（水産振興班）

【漁業、水産加工業金融に関する相談】
・０５４－２２１－２６９４ （水産金融班）
※受付時間：平日 8：30～17：15

16 中小企業者等物価高騰緊急対策事業費補助金
（静岡県）
概

要  県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び物価高騰の影響を受け
る中小事業者等の事業継続を支援するため、価格転嫁やコスト削減に関す
る取組を支援します。
 補助額：最大 50 万円（対象経費の 2/3 を補助）
対象経費：(1)価格転嫁に関すること 又は (2)コスト削減に関すること
申請受付期間：令和 4 年 11 月 28 日（月）～12 月 23 日（金）
※予算上限額に到達した翌日以降は申請受付を終了します。
 詳しくは、以下の特設ホームページ又はコールセンターでご確認くださ
い。

連絡先 【特設ホームページ】
https://shizuoka-hojokin.jp/

【静岡県中小企業者等物価高騰緊急対策支援事業コールセンター】
・０５７０－０５５－０２３
（受付時間：平日 9：00～17：00（土日祝日を除く））
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雇用・労働のこと
17 特別労働相談
概

要  静岡労働局では、労働者の方向けに、新型コロナ感染症の影響による賃金
等労働条件に関する相談、退職、解雇、労働条件引下げに関する相談等に
応ずるための相談窓口を開設しています。
 また、事業主の方向けに、新型コロナ感染症の影響による労務管理（賃金
の支払い、解雇、休業手当等）に関する相談に応ずるための「特別労働相
談窓口」を開設しています。
開設場所

静岡労働局
雇用環境・均等室
浜松労働基準監督署
総合労働相談コーナー
浜松公共職業安定所
事業所部門

電話番号

開設時間

０５４－２５２－１２１２

８：30～12：00
13：00～17：15
（土・日・祝日閉庁）

０５３－５４１－７４８８

9：30～12：00
13：00～17：15
（土・日・祝日閉庁）

０５３－４５７－５１６１

8：30～12：00
13：00～17：15
（土・日・祝日閉庁）

18 派遣労働者相談
概

要  静岡労働局では、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、派遣先から予期
せぬ労働者派遣契約の契約解除などが行われ、労働契約も解除されてしま
った派遣労働者の皆さまのため、以下の相談窓口を開設しています。

連絡先 【静岡労働局 職業安定部 需給調整事業課】
・０５４－２７１－９９８０
・開設時間：８：30～17：15（平日）
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19 雇用調整助成金
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。
 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置は、R4.11.30 まで、
R４.12.1～5.3.31 まで経過措置（緊急対応期間にコロナ特例を利用した事
業主が対象）を実施しています。

連絡先 〇 厚生労働省
【雇用調整助成金コールセンター】
・０１２０－６０－３９９９（フリーダイヤル）
・開設時間：９：00～21：00（平日、土日祝日）
【静岡労働局 助成金センター】
・０５４－６５３－６１１６
・開設時間：８：30～17：15（平日、12 時～13 時を除く）
【最寄りのハローワーク】
お問合せ先
静岡

管轄
静岡市のうち葵区・駿河区

電話番号
054-238-8605

浜松（アクト 浜松市のうち中区・東区・西区・南区・
タワー庁舎） 湖西市

053-457-5161

細江（出）

浜松市のうち北区

053-522-0165

浜北（出）

浜松市のうち浜北区・天竜区

053-584-2233

沼津

沼津市、裾野市、御殿場市、駿東郡

055-931-0143

清水

静岡市のうち清水区

054-351-8609

三島

三島市、伊豆市、伊豆の国市、熱海市、 055-916-7305
田方郡

伊東（出）

伊東市

0557-37-2605

掛川

掛川市、菊川市、御前崎市

0537-22-4185

富士宮

富士宮市

0544-26-3128

島田

島田市、牧之原市、榛原郡

0547-36-8609

磐田

磐田市、袋井市、周智郡

0538-32-6181

富士

富士市

0545-51-2151

下田

下田市、賀茂郡

0558-22-0288

焼津

焼津市、藤枝市

054-628-5155

※開設時間：８：30～17：15（平日）
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20 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
概

要  新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、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
支給します。
 支給額は、休業前の１日当たり平均賃金の 80％で、休業実績に応じて支
給されます。
 申請期限は、R4.7～9 の休業：R4.12.31 まで
R4.10～11 の休業：R5.2.28 まで
R4.12～5.1 の休業：R5.3.31 まで
R5.2～3 の休業：R5.5.31 まで

連絡先 【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（フリーダイヤル）
・受付時間：月～金 ８：30～20：00 ／ 土日祝 ８：30～17：15

21 小学校休業等対応助成金
概

要  小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得
ない保護者に有給（賃金全額支給）の休暇を取得させた事業主に対して、休
暇中に支払った賃金相当額を支給する制度です。
 申請期限は、R4.10～11 の休暇：R5.1.31 まで
R4.12～5.3 の休暇：R5.5.31 まで

連絡先 ○ 厚生労働省
【小学校休業等対応助成金コールセンター】
・０１２０－８７６－１８７（フリーダイヤル）
・開設時間：９：00～21：00（平日、土日祝日）
○ 静岡労働局
【小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口】
・０５４－２５２－５３１０
・開設時間：平日８：30～17：15（土日祝日、年末年始を除く）
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そのほかの情報
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新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブル

○ 独立行政法人 国民生活センターでは、新型コロナに便乗したトラブルや悪質商法に注
意を呼びかけています。以下のホットラインで、給付金やワクチンなどを口実にした詐
欺的な消費者トラブルについて相談を受け付けます。
【消費者ホットライン】
局番なしの「１８８」
※最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の 3 桁の電話番号

23 子ども向け相談窓口
①

24 時間子供ＳＯＳダイヤル
新型コロナウイルスを理由としたいじめ問題やその他の子供の SOS 全般に悩む子ど
もや保護者等が、いつでも相談機関に相談できるよう、都道府県及び指定都市教育委
員会が夜間・休日を含めて 24 時間対応可能な相談体制を整備しています。
・０１２０－０－７８３１０（フリーダイヤル）
・対応時間：24 時間（平日、土日祝日）
（原則として電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関につながります。）

②

子どもの人権１１０番
がっこう

う

がっこう

い

おや

ぎゃくたい

学校 で「いじめ」を 受 けて 学校 に 行 きたくない、親 から 虐待 されている、でも
せんせい

おや

い

だれ

かか

ひ と り

そうだん

わ

先生 や 親 には 言 えない・・・、誰 に 相談 していいか 分 からない・・・。もしもそ
くる

なや

で ん わ

んな 苦 しみを 抱 えていたら、一人 で 悩 まずに、お 電話 ください。
・０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル）
・受付時間：8：30～17：15（平日）
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24 Go To キャンペーン事業等に関する相談窓口
事業名
概

①

Go To トラベル事業

要  Go To トラベル事業は、多種多様な旅行・宿泊商品の割引と、旅行先で幅
広く使用できる地域共通クーポンの発行により、感染拡大により失われた
観光客の流れを地域に取り戻し、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。
 本事業の再開時期は未定です。

連絡先 【Go To トラベル事務局コールセンター】
＜一般利用者＞
・０５７０－００２―４４２
・受付時間：平日 10：00～17：00（土日祝日、12/30～1/3 休み）
・旅行者向けサイト https://goto.jata-net.or.jp/
＜事業者＞
・０５７０－０１７―３４５
・受付時間：平日 10：00～17：00（土日祝日、12/30～1/3 休み）
・事業者向けサイト https://biz.goto.jata-net.or.jp/
事業名
概

②

今こそしずおか元気旅（全国旅行支援）

要  静岡県内宿泊施設への宿泊費及び日帰り旅行代金の割引を実施するとと
もに、割引にあわせ、地域クーポン（現地支払いの場合のみ利用可能）を
配布します。
 実施にあたっては、安心・安全な旅行環境を確保するため、ワクチン・検
査パッケージを活用します。
 事業期間：令和 4 年 10 月 11 日～4 年 12 月 27 日まで
 詳しくは、以下の「しずおか元気旅事務局」ホームページをご覧ください。
https://www.shizuokagenkitabi.jp/

連絡先 【しずおか元気旅事務局コールセンター】
＜利用者向け＞
・０５７０－０３０―５０４
＜事業者向け＞
・０５７０－６６６―８６７
※受付時間：10：00～19：00
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外国人のみなさんへ
25 新型コロナウイルス多言語相談ホットライン
COVID-19 Hotline
○

しずおかけん

しんがた

た げ ん ご そうだん

つく

静岡県 が、新型 コロナウイルス 多言語 相談 ホットラインを 作 りました。コロナウ
ふ あ ん

ひと

で ん わ

イルスにかかっているか 不安 な 人 は 電話 をしてください。
【新型コロナウイルス多言語相談ホットライン】
かね

・０１２０－９９７－４７９（お 金 はかかりません）
・対応時間：24 時間 365 日（平日、土日祝）
・対応言語：【21 言語】
英語、ポルトガル語、フィリピノ語、中国語、ベトナム語、韓国語、スペ
イン語、インドネシア語、ネパール語、タイ語、マレー語、フランス語、
ロシア語、ドイツ語、イタリア語、ミャンマー語、クメール語、モンゴル
語、シンハラ語、ヒンディー語、ベンガル語

26 FRESC ヘルプデスク
Foreign Residents Support Center
○

がいこくじんざいりゅう し え ん

あたら

えいきょう

し ご と

外国人 在留 支援 センターが、 新 しいコロナウイルスの 影響 で 仕事 がなくなった
せいかつ

こま

がいこくじん

そうだん

で ん わ

き

たす

など、生活 に 困 っている 外国人 の 相談 を 電話 で 聞 きます。あなたを 助 けるこ
し

く

ざいりゅう

に ほ ん

ひつよう

おし

とができる 仕組 みや、 在留 〈=日本 にいること〉のために 必要 なことなどを 教 え
こま

で ん わ

ることができます。困 ったことがあるときは、電話 をかけてください。
【FRESC ヘルプデスク】
かね

・０１２０－７６－２０２９（お 金 はかかりません）
・対応時間：9 時～17 時（土日祝、12/29～1/3 を除く）
・対応言語：【18 言語】
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベ
トナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ミャンマ
ー語、クメール語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥー
語、ベンガル語
・ホームページ（https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc_helpdesk.html）
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27 生活相談等の窓口
Shizuoka Assistance Center for Foreign Residents
しずおかけん こ く さ い こうりゅうきょうかい

○

ざいりゅう し か く

ろうどう

いりょう

ふ く し

かん

静岡県 国際 交流 協会 が、 在留 資格 ・労働 ・医療 ・福祉 に 関 することなど、
がいこくじん

せいかつ

うえ

こま

かいけつ

て つ だ

外国人 が 生活 する 上 で 困 っていることを 解決 するお 手伝 いをします。

【静岡県多文化共生総合相談センター かめりあ】
・０５４－２０４－２０００
・対応時間：平日 10 時～16 時（土日祝日、年末年始を除く）
・対応言語：ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、中国語、ベトナム語、
インドネシア語、英語、韓国語
・ホームページ（http://www.sir.or.jp/multiculture/adviser/detail/id=2634）

28 外国人旅行者向け相談 Japan Visitor Hotline
ひじょうじ

がいこくじん り ょ こ う し ゃ

あんぜん

あんしん

にち

じ か ん

た げ ん ご

で ん わ

○ 非常時 の 外国人 旅 行者 の 安全 ・安心 のため、３６５日 、２４時間 、多言語 で 電話
う

しんがた

かんれん

といあわ

たいおう

を 受 けています（新型 コロナウイルス 関連 の 問合 せにも 対応 ）。
【日本政府観光局】
・０５０－３８１６－２７８７
・対応時間：２４時間３６５日（平日、土日祝）
・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
・ホームページ（https://jsto.or.jp/for-stores/info-190304/）

29 外国人のための人権相談 Human Rights Hotline
○

ほうむしょう

に ほ ん ご

じ ゆ う

はな

かた

じんけんそうだん

おう

法務省 では、日本語 を 自由 に 話 すことができない 方 からの 人権 相談 に 応 じる
せんよう

そうだん で ん わ

せ っ ち

ため、専用 の 相談 電話 を 設置 しています。
【外国語人権相談ダイヤル】
・０５７０－０９０９１１
・対応時間：平日９時～17 時（土日祝日、年末年始を除く）
・対応言語：英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、
ネパール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語
・ホームページ（http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html）
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