
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島行政監視行政相談センターでは、今回の新型コロナウイルス感染症に

関し、相談窓口等の情報をとりまとめましたので、ご案内いたします。 

  相談窓口等につきまして、ご不明な点などがございましたら、下記までどう

ぞお気軽にご相談ください。 

 

相談の受付：平日 ８：３０～１７：１５ 

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ご相談される場合は、できるだけ電

話・インターネット・手紙・ＦＡＸをご利用くださいますようお願いいたします。 

    感染防止対策のへのご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

新型コロナウイルス感染症に
関する相談・支援窓口案内 
(鹿児島県版ガイドブック) 

総務省 鹿児島行政監視行政相談センター 
〒８９２－０８１２ 

鹿児島市浜町２番５－１号 鹿児島港湾合同庁舎５階 

                電 話 ： ０９９－２２４－３２４７ 

                ＦＡＸ ： ０９９－２２４－３２４８ 

 

令和5年2月3日 ＜第29版＞ 

● 行政相談専用ダイヤル ０９９－２２３－１１００ 
上記時間帯以外は留守番電話で受け付け、翌日以降に対応します。 

● 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 

    携帯、スマホ、タブレットはこちらのＱＲコードから簡単アクセスできます。 

● ＦＡＸによる相談受付 

ＦＡＸ：０９９－２２４－３２４８ 

 

 

 

 

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


7 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(P.11) 
8 生活保護、お金、仕事、住宅などの生活に関する相談（自立相談支援機関）(P.11） 
9 家賃補助（住居確保給付金）についての相談（P.13） 

  
 
 

 

19 金融機関との取引に関する相談（P.21） 
20 中小企業・小規模事業者等からの経営上の相談（P.21） 
21 農業者や食品事業者等からの相談（P.23） 
22 ホテル・旅館等宿泊事業者、旅行業者等からの相談（P.24） 
23 バス、レンタカー、タクシー、トラック事業者からの相談（P.24） 
24 フェリー、旅客船、貨物船等海事関係事業者からの相談（P.24） 
25 テレワーク導入に関する相談（P.25） 
 
 
 

  
 
 
 

１ 厚生労働省の電話相談窓口（新型コロナワクチン以外の一般的な問合せ）（P.1） 
２ 医療機関受診に関する相談、新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談（P.1） 
３ 新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方へ（P.4） 
４ 新型コロナウイルス感染症ワクチンについての相談窓口、ワクチン接種証明書等（P.6） 
５ 水際対策についての情報（P.10） 
６ 電話・オンライン診療についての情報（P.10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 (P.13） 
  11 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 (P.13） 
 

 

 

12 就学援助制度、高校学校等就学支援金、大学・短期大学等の学費等についての支援 (P.15） 
 

 

 
13 持続化補助金（小規模事業者向け）の相談 (P.16) 
14 新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談（P.16） 
15 雇用調整助成金についての相談（P.17） 
16 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金（P.18） 
17 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・支援金（P.19）   

   18 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給（P.19） 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜目 次＞ 

お金のこと（生活資金） 

学校に関すること 

仕事に関すること（助成金・給付金等） 

事業経営等に関すること 

医療機関の受診等に関すること 



32 全国旅行支援について（P.30） 
33 不当な差別やいじめ、孤独・孤立等についての相談（P.30） 
34 新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブルについての相談（P.30） 
35 配偶者等からの暴力（DV）についての相談、児童虐待についての相談（P.31）  
36 法律相談の窓口（P.31） 
37 県社会保険労務士の相談窓口（P.31） 
 
 

43 外国人
がい こ く じ ん

の情報
じょうほう

、相談
そうだ ん

窓口
ま ど ぐ ち

（P.33） 

38 首相官邸（P.32） 
39 内閣官房（P.32） 
40 厚生労働省（P.32） 
41 経済産業省（P.32） 
42 鹿児島県（P.32） 

26 所得税等の納税の猶予（P.26） 
27 国民年金保険料の免除、厚生年金保険料の納付の猶予（P.26） 
28 労働保険料の納付の猶予（P.27） 
29 県税の徴収の猶予（P.28） 
30 市町村税、国民健康保険料（税）、介護保険料の減免、猶予（P.29）  
31 電気料金・NHK受信料の支払についての相談（P.29） 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役所の手続や公共料金に関すること 

ご家庭に関することやその他の情報 

外国人向
が い こ く じ ん む

けの情報
じょうほう

、相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

 

本資料は、関係機関・団体等のホームページ掲載情報を令和5年2月1日時点で当センターが収集・
整理したものです。各機関等における支援策等については、随時、追加、変更してまいります。 
最新の情報は、当センターのホームページ（下記URL参照）に記載しております。 

URL: https://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/kagoshima.html 

お役立ち情報ウェブサイト 

https://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/kagoshima.html
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◆ 厚生労働省 

新型コロナウイルス感染症（新型コロナワクチン以外）に関する電話相談窓口 

０１２０－５６５６５３（フリーダイヤル、9:00～21:00、土曜日・日曜日・祝日も対応） 

     外国語にも対応しており、受付時間は次のとおりです。   

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

      ・タイ語：9:00～18:00 

      ・ベトナム語：10:00～19:00 

(注）聴覚に障害のある方など電話でのご相談が難しい場合は、FAXをご利用ください。 

ＦＡＸ：０３－３５８１－６２５１ 

メールアドレス：corona-2020@mhlw.go.jp 

 

（新型コロナウイルス感染症についての厚生労働省のホームページ） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

 

 

◆ コロナ相談かごしま（鹿児島県） 

新型コロナウイルス感染症に関する問合せや影響を受ける県民や事業者における

支援の相談等 

 ・電話：０９９－８３３－３２２１ 

 ・ＦＡＸ：０９９－２２５－０６７２ 

・メールアドレス：cskagoshima@aurora.ocn.ne.jp (電話による相談ができない方 

については、FAXとメールによる相談も受け付けています。） 

 

・７か国語に対応しています（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語 

 ・ベトナム語・タイ語） 

・24時間対応しています（土日・祝日も含む）。なお、ベトナム語・タイ語は平日10 

 時～18時のみの対応 

   

◆ 受診・相談センター（鹿児島県・鹿児島市） 

    発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医にまずはご相談ください。相談する医 

療機関に迷う場合は、以下の受診・相談センター（保健所）にご相談ください。 

 発熱等の症状がある患者の診療又は検査を行う「診療・検査医療機関」をご紹介

しています。 

また、夜間や休日に発熱等の症状が悪化した場合は、以下の電話相談医療機関の 

連絡先にご相談ください。 

 

〈受診・相談センター（保健所）の連絡先〉 

  かかりつけ医がなく、相談する医療機関に迷う場合の相談先です。 

 

 

1 厚生労働省の電話相談窓口（新型コロナワクチン以外の一般的な問合せ） 

2 医療機関受診に関する相談、新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談 

医療機関の受診等,ワクチン接種に関すること 

mailto:corona-2020@mhlw.go.jp
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
mailto:cskagoshima@aurora.ocn.ne.jp
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対応時間：平日 8時30分～17時15分  

保健所 管轄区域 
電話番号 

（FAX番号） 
    メールアドレス 

鹿児島市 

保健所 
鹿児島市 

099-216-1517 

(099-803-7026) 
       ― 

指宿保健所 指宿市 
0993-23-3854   

(0993-23-2142) 
ibu-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 

加世田保健所 
枕崎市、南さつま市、 

南九州市 

0993-53-2315  

(0993-53-4519) 
minami-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 

伊集院保健所 
日置市、いちき串木野市、 

三島村、十島村 

099-273-2332 

(099-272-5674) 
kago-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 

川薩保健所 薩摩川内市、さつま町 
0996-23-3165 

(0996-20-2127) 
kita-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 

出水保健所 阿久根市、出水市、長島町 
0996-62-1636 

(0996-63-1114) 
izumi-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 

大口保健所 伊佐市 
0995-23-5103 

(0995-23-5124) 
ookuchi-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 

姶良保健所 霧島市、姶良市、湧水町 
0995-44-7956 

(0995-44-7969) 
airaisa-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 

志布志保健所 曽於市、志布志市、大崎町 
099-472-1021 

(099-472-2855) 
shibushi-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 

鹿屋保健所 
鹿屋市、垂水市、東串良町、 

錦江町、南大隅町、肝付町 

0994-52-2106 

(0994-52-2110) 
oosumi-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 

西之表保健所 
西之表市、中種子町、 

南種子町 

0997-22-0018 

(0997-22-1846) 
kumage-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 

屋久島保健所 屋久島町 
0997-46-2024 

(0997-46-3522) 
yaku-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 

名瀬保健所 
奄美市、大和村、宇検村、 

瀬戸内町、龍郷町、喜界町 

0997-52-5411 

(0997-53-7874) 
oosima-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 

徳之島保健所 
徳之島町、天城町、伊仙町、 

和泊町、知名町、与論町 

0997-82-0149 

(0997-83-2535) 
toku-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp 

 受診・相談センターへFAX又はメールで相談される方は、お名前、連絡先（FAX番号、メール 

アドレス）、体温、症状等を詳しく記載してください。 

なお、FAX及びメールでの対応は、開庁時間となります。 

 

〈電話相談医療機関の連絡先〉 

  平日夜間・土日に発熱等の症状がある場合の相談先です。 

なお、電話相談医療機関で必ずしも診療・検査ができるわけではありません。 

  指宿、大口、西之表保健所管内では電話相談医療機関がないため、お住まいの方

で発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医にまずはご相談ください。 

相談する医療機関に迷う場合や平日夜間・土日において、緊急に医療機関での対

応を要する場合は受診・相談センター（保健所）にご相談ください。 
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医療機関名 住 所 電話番号 相談対応日時 

社会医療法人 

緑泉会米盛病院 
鹿児島市与次郎1-7-1 080-8742-3026 

月～金： 0:00～ 8:30 

17:15～24:00 

土日：24時間対応 

伊作田診療所 日置市東市来町長里351-11 090-3415-6576 

月火水金：17:00～21:00 

土：13:00～18:00  

日祝：9:00～12:00 13:00～18:00 

ふじいクリニッ 

ク串木野 
いちき串木野市119番地 0996-32-2222 

月火木金： 9:00～12:00 

14:00～18:00 

水土：9:00～12:00 

広域医療法人 

EMS松岡救急 

クリニック 

南九州市川辺町永田4164-8 0993-78-3789 月～日：24時間対応 

済生会川内病院 薩摩川内市原田町2-46 0996-23-5221 

月～金： 0:00～ 8:30 

17:00～24:00 

土： 0:00～ 8:30 

12:30～24:00 

日：24時間対応 

川内市医師会立 

市民病院 
薩摩川内市永利町4107-7 0966-22-1111 

月～金： 0:00～ 8:30 

17:00～24:00 

土： 0:00～ 8:30 

12:30～24:00 

日：24時間対応 

出水総合医療 

センター 
出水市明神町520番地 080-6479-1791 月～日：8:30～20:00 

出水郡医師会 

広域医療 

センター 

阿久根市赤瀬川4513 0996-73-1331 

月～金： 0:00～ 8:30 

17:00～24:00 

土日：24時間対応 

大井病院 姶良市加治木町本町141番地 0995-63-2291 

月～金：0:00～ 8:00 

    17:00～24:00 

土日：24時間対応 

青雲会病院 姶良市西餠田3011 0995-66-3080 

月～金：0:00～8:00 

       18:00～24:00 

土日： 0:00～12:00 

       13:00～24:00 

 

 
大隅広域夜間 

急病センター 
鹿屋市共栄町14-18 0994-45-4119 

月～日： 0:00～ 6:30 

18:30～24:00 

松下医院 志布志市志布志町安楽52-3 070-7625-1124 月～日：24時間対応 

松岡救急クリニ 

ック分院 
曽於市末吉町二之方6013 0986-36-5505 月～日：24時間対応 

小瀬田みんなの 

診療所 
熊毛郡屋久島町小瀬田849-18 0977-43-5100 月～日：24時間対応 

屋久島徳洲会病 

院 
熊毛郡屋久島町宮之浦2467 0997-42-2200 月～日：24時間対応 

喜界徳洲会病院 大島郡喜界町湾字前金久315 0997-65-1100 
月～日： 0:00～ 6:00 

18:00～24:00 

与論徳洲会病院 大島郡与論町茶花403-1 0997-97-2511 土日：9:00～17:00 
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◆ 鹿児島県が行う無症状者を対象とした無料のPCR等検査の問い合わせ先 

  PCR等検査無料化事業事務局 ０９９－２０１－５８８８ 

   (受付時間：9:00～17:00、土日・祝日を除く) 

 

コロナ相談かごしま ０９９－８３３－３２２１ 

(24時間対応、土日・祝日を含む） 

（無症状者を対象とした無料検査についての鹿児島県のホームページ） 

https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/vtp_muryouka.html 

 

※ 鹿児島県は、健康上の理由等によりワクチン未接種の方、感染不安を感じる

県民の方を対象とした無料検査（PCR検査、抗原定性検査）を実施しています

（発熱や風邪のような症状のある方は、検査を受けることはできません。）。 

○ 感染拡大傾向時の一般検査事業（実施期間は令和5年2月28日まで）。 

・  鹿児島県では、経済社会活動を行うに当たり必要な方や感染拡大傾向時

に感染不安を感じる県民の方を対象に、PCR等検査無料化事業等を実施して

います 

    ・ 県民の皆様におかれましては、県外との往来時や離島への出発時に、高 

     齢者施設・児童施設の従事者や、学校の教職員の皆様におかれては、施設 

内に「持ち込まない」「拡げない」ために、特に積極的にご活用ください。 

    ・ 飲食・イベント又は旅行・帰省等の活動に際しても一般検査事業の検査 

結果通知を使用可能です。 

 ○ 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 

同事業については、中止しています。 

一般検査事業等の詳細は、上記問い合わせ先又はホームページでご確認くだ  

    さい。 

 

 

 

 

 

◆ 陽性と診断された方へ  

  鹿児島県では、令和4年9月20日から、国の緊急避難措置（発生届の限定）の適用

を受け、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条の発生届

の対象を65歳以上の方や入院を要する方、重症化リスクのある方、妊婦の方に限定

しています。 

  9月20日からの診断後・検査後の流れは、次のとおりとなっています。 

 

〈診断後・検査後の流れ〉 

 (1) 診断後の流れ（医療機関を受診した方） 

●  発生届の対象の方 

①65歳以上の方 

②入院を要する方 

③重症リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新たに酸素投与が必要と 

医師が判断する方 

④妊婦の方 

   ・お住まいの地域の保健所から、電話またはSMS（ショートメッセージ）で、療

3 新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方へ 

https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/vtp_muryouka.html
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養方針（医療機関への入院、宿泊療養施設への入所、自宅療法）等について連

絡をおこないますので、連絡がくるまでしばらくお待ちください。 

      自宅療養となった際の生活支援物資などの支援の希望は、保健所から聞き取

りをおこないます。 

・ 体調悪化など、緊急を要する場合は、保健所までご連絡ください（1ページ 

「〈受診・相談センター（保健所）の連絡先〉」参照）。 

     なお、保健所につながらない場合は、「コロナ相談かごしま」（電話：099-

833-3221）へお電話ください。 

 

● 発生届の対象外の方（上記①～④以外の方） 

    ご自身で連絡・Web登録をお願いします。 

・ 療養中に体調の悪化があったときは、「コロナ・フォローアップセンター鹿

児島」※へご相談ください。 

      電話：０５０－３３１０－９７０６（24時間対応） 

・ 以下、①～③の支援を希望する場合は、 

Web申告フォーム（https://yoseishinkoku-kagoshima.jp/）により登録して

ください。 

    コロナ・フォローアップセンター鹿児島※ 

     鹿児島県では、自宅療養者の健康観察等を行う「コロナ・フォローアップ

センター鹿児島」を設置し、自宅療養者（保健所自らが健康観察を継続する

必要があると判断した者を除く）が安心して自宅で過ごすために必要な健康

観察、療養中の不安や困りごと、症状変化時の相談等の対応、健康管理に必

要なパルスオキシメーターや生活支援物資の配送等を行っています。 

 

    ① 宿泊療養施設への入所 

  ② パルスオキシメーターの貸出し 

・パルスオキシメーターとは、血中酸素飽和度（SpO2）を簡易に測定できる

機器です。 

     ③ 生活支援物資の支給 

・生活支援物資は、身近に食料等の買い物の支援を頼める方がいない場合に

配送します。 

      ・陽性者であっても、無症状の方、有症状の場合で症状軽快から24時間経過

した方は、感染予防行動を徹底した上で、短時間での必要最小限の買い出

しは可能です。 

      ・感染状況によっては、連絡やお届けまでに数日かかる場合やご希望に沿え

ない場合があります。 

   Web申告フォームでの申し込み方法が分からない場合は、「コロナ・フォロー 

アップセンター鹿児島」にお問合せください。 

 

(2) 検査後の流れ（購入した検査キット等で検査した方・無料のPCR等検査を受検

した方） 

・ これまで医療機関での受診・検査が必要でしたが、今後は医療機関ではなく、

「コロナ・フォローアップセンター鹿児島」の医師による判定を受けてください。 

※ 65歳以上の方、妊婦の方など発生届の対象となる方は、医療機関を受診し 

てください。 

・ 判定に当たっては、検査結果内容を 

https://yoseishinkoku-kagoshima.jp/
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鹿児島県陽性判定サイト(http://yoseihantei-kagoshima.jp/)から申請してく 

ださい。 

(陽性判定サイトに関する注意事項) 

     ・検査キットは、研究用ではなく、薬事承認された抗原定性検査キットである

必要があります。 

     ・無料のPCR検査等で陽性となり、陽性判定サイトに検査結果を登録する際は、

検査結果を紙面に出力などし、撮影する必要があります。 

 

・ 鹿児島県陽性判定サイトで陽性判定となった方は、以下の支援を受けられま 

す。 

      Web申告フォーム（https://yoseishinkoku-kagoshima.jp/）により希望する 

支援内容等を登録してください。 

 

       ① 宿泊療養施設への入所 

      ② パルスオキシメーターへの貸し出し 

・パルスオキシメーターとは、血中酸素飽和度（SpO2）を簡易に測定できる 

機器です。 

③ 生活支援物資の支給 

      ・生活支援物資は、身近に食料等の買い物の支援を頼める方がいない場合に

配送します。 

・陽性者であっても、無症状の方、有症状でも症状軽快から24時間経過した

方は、感染予防行動を徹底した上で、短時間での必要最小限の買い出しは

可能です。 

      ・感染状況によっては、連絡やお届けまでに数日かかる場合やご希望に沿え

ない場合があります。 

    Web申告フォームでの申し込み方法が分からない場合は、「コロナ・フォロア 

ップセンター鹿児島」にお問合せください。 

 

・ 療養中に体調の悪化があったときは、「コロナ・フォローアップセンター鹿

児島」へご相談ください。 

      電話：０５０－３３１０－９７０６（24時間対応） 

 

(3) 療養証明書 

   令和4年9月20日以降に診断され、発生届対象外となった方に対しては、療養証 

  明書の発行は行いません。診療明細書など、代替書類となる書類をご活用くださ 

  い。発生届対象者の方は、My HER-SYSの療養証明書をご活用ください。 
（「陽性と診断された方へ」についての鹿児島県のホームページ） 

https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/corona-youseisya.html 

 

 

 

 

◆ 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 

  ０１２０－７６１７７０ 

（フリーダイヤル、9:00～21:00、土曜日・日曜日・祝日も対応） 

外国語にも対応しており、受付時間は次のとおりです。 

4 新型コロナウイルス感染症ワクチンについての相談窓口、ワクチン接種証明書等 

http://yoseihantei-kagoshima.jp/
https://yoseishinkoku-kagoshima.jp/
https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/corona-youseisya.html
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 英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 9:00～21:00 

  タイ語 9:00～18:00 、 ベトナム語 10:00～19:00 

（注）聴覚に障害のある方など電話でのご相談が難しい場合は、FAXをご利用ください。 

FAX：０３－３５８１－６２５１ 

   （新型コロナワクチンについての厚生労働省のホームページ） 

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

 ※ ワクチンについてのQ&A、ワクチン接種実績などが掲載 

 

 (厚生労働省のコロナワクチンナビ) 

 https://v-sys.mhlw.go.jp/ 

 ※ ワクチンの概要・効果、供給されるワクチン、接種状況等の情報が掲載され

ているほか、最寄りの医療機関・接種会場の検索等が可能 

 

 ※ 新型コロナワクチンを接種済みの方が、渡航先への入国時や様々な場面で活

用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書が

交付されます（日本国内については、引き続き、「接種済証」又は「接種記録

書」のご利用が可能）。 

   （接種証明書についての厚生労働省のホームページ） 
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html 

(電子版の接種証明書についてのデジタル庁のホームページ） 

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

 

◆ 首相官邸の特設ホームページ 

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

   ※ ワクチンについての政府の基本方針や基本的な情報等が掲載 

 

◆ 鹿児島県 ワクチン接種後の副反応等に係る相談 

  ワクチン接種後の副反応等を含め、ワクチンに関する専門的な相談に対応するた 

め、専用窓口を設置しています。 

 ・電話番号：０９９－８３３－３２２１（コロナ相談かごしまと共通） 

 ・受付時間：10:00～17:00（土日・祝日を含む） 
  7か国語対応（英語・中国・韓国語・スペイン語・タイ語・ベトナム語・ポルトガル語） 

  聴覚障がいがある方など電話による相談が難しい方については、FAXとメールによ 

  る相談も受け付けています。 

 ・FAX番号：０９９－２２５－０６７２  

 ・メールアドレス：cskagoshima@aurora.ocn.ne.jp 

  ワクチンに関する鹿児島県のホームページ 
https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/kansensho/covid19-vaccine.html 

※ 新型コロナウイルスワクチンに関する情報提供 

 

◆ 鹿児島県内市町村におけるコロナワクチン接種に関する相談窓口 

  ※接種券に関すること、接種方法や接種場所等についてのご相談は、お住まいの

市町村へお問い合わせください。 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
https://v-sys.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html
https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html
mailto:cskagoshima@aurora.ocn.ne.jp
https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/kansensho/covid19-vaccine.html
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市町村名 相談窓口 
電話番号 

（FAX番号） 
対応可能時間 

鹿児島市 新型コロナワクチンコールセンター 
099-833-9567 

(099-225-0603) 

8:30～19:00

（土日・祝

日含む） 

三島村 民生課 
099-222-3141 

(099-219-5221) 

8:30～17:00 

(月～金) 

十島村 住民課新型コロナワクチン接種対策室 
099-222-2101 

(099-223-6720) 

8:30～17:00 

(月～金) 

日置市 日置市コロナワクチンコールセンター 
099-248-7592 

(099-248-7598) 

9:00～18:00 
（月～土） 

いちき 

串木野市 

いちき串木野市コロナワクチンコールセ

ンター 

0996-33-2700 

(0996-33-3452) 

8:30～17:00 

(月～金)  

指宿市 新型コロナワクチン接種コールセンター 
0993-23-1105 

(0993-27-1200) 

9:00～17:00 

(月～金) 

枕崎市 新型コロナワクチン市民接種コールセンター 
0993-76-1187 

(0993-76-1224) 

9:00～16:30 

(月～金)  

南さつま市 南さつま市コロナワクチンコールセンター 
0993-76-1522 

(0993-53-2112) 

8:30～17:00 

(月～金)  

南九州市 健康増進課保健予防係 
0993-76-1228 

(0993-83-3550) 

8:30～17:00 

(月～金)  

薩摩川内市 
市民健康課新型コロナウイルスワクチン

接種推進プロジェクトチーム 

0996-23-5111 

(0996-23-5051) 

8:30～17:00 

(月～金) 

さつま町 保健福祉課健康増進係 
0996-53-1111 

(0996-52-3514) 

8:30～17:00 

(月～金)  

阿久根市 
新型コロナウイルスワクチン接種コールセ

ンター 

0996-79-3007 

(0996-73-0297) 

9:00～17:00 

(月～金)  

出水市 新型コロナワクチン接種コールセンター 
0120-121-651 

(0996-63-0680) 

9:00～18:00 

(月～金)  

長島町 町民保健課保健予防係 
0996-86-1157 

(0996-86-2155) 

8:30～17:00 

(月～金)  

霧島市 コロナワクチンコールセンター 
0570-025-679 

(0995-55-1608) 

9:00～17:00 

(月～金) 

姶良市 姶良市ワクチン接種専用コールセンター 
050-5491-8735 

(0995-67-0095) 

9:00～19:00 

（月～土） 

湧水町 健康増進課健やか推進係  
0995-74-3111 

(0995-74-4249) 

8:30～17:00 

(月～金)  

伊佐市 市民課新型コロナワクチン接種調整班 
0995-23-1311 

(0995-22-3550) 

8:30～17:00 

(月～金)  

曽於市 保健課コロナ感染症対策係 
0986-76-8806 

(0986-76-8283) 

8:30～17:00 

(月～金)  

志布志市 
保健課新型コロナウイルスワクチン接種

推進室 

099-474-1111 

(099-474-0611) 

8:30～17:00 

(月～金)  
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大崎町 

新型コロナワクチン相談窓口 

 

新型コロナワクチン予約センター 

 

099-476-1111 

(099-476-3979) 

099-478-1133 

(099-476-3979) 

8:30～17:30 

(月～金) 

鹿屋市 

新型コロナウイルスワクチン接種コール

センター 

新型コロナウイルスワクチン相談窓口 

0570-012-130 

(0994-41-2117) 

0994-45-4712 

(0994-41-2117) 

9:00～17:00 

(月～金) 

垂水市 保健課新型コロナワクチン接種対策係 
0994-32-1150 

(0994-32-6625) 

9:00～17:00 

(月～金) 

錦江町 健康保険課健康増進チーム 
0994-22-3044 

(0994-28-3367) 

8:30～17:00 

(月～金)   

南大隅町 町民保健課保健衛生係 
0994-25-1500 

(0994-24-3119) 

8:30～17:00 

(月～金)  

肝付町 健康増進課健康増進係 
0994-65-2564 

(0994-65-2517) 

8:30～17:00 

(月～金)  

東串良町 新型コロナワクチン接種専用コールセンター 
0994-45-7733 

(0994-62-8454) 

8:30～17:00 

(月～土)  

西之表市 健康保険課健康増進係 
0997-24-3233 

(0997-24-3234) 

8:00～17:00 

(月～金)  

中種子町 町民保健課保健予防係 
0997-27-1080 

(0997-24-2020) 

8:30～17:00 

(月～金)  

南種子町 保健福祉課健康保険係 

0997-26-1111 

(内線131) 

(0997-26-0708) 

8:30～17:00 

(月～金) 

屋久島町 新型コロナワクチン予約相談センター 0570-002-082 

9:00～18:00 

(土日・祝日

を含む) 

奄美市 健康増進課予防係 
0997-52-1111 

(0997-52-7414) 

8:30～17:00 

(月～金)  

大和村 保健福祉課  
0997-57-2218 

(0997-57-2161) 

8:30～17:00 

(月～金)  

宇検村 保健福祉課保健予防係 
0997-67-2212 

(0997-67-2262) 

8:30～17:00 

(月～金)  

瀬戸内町 瀬戸内町ワクチンコールセンター 
0997-72-3001 

(0997-72-3762) 

9:00～17:00 

(月～金)  

龍郷町 龍郷町ワクチン接種コールセンター 
0997-69-4579 

(0997-62-2535) 

9:00～17:00 

(月～金)  

喜界町 保健福祉課健康増進係 
0997-65-3165 

(0997-65-3523) 

8:30～17:00 

(月～金) 

徳之島町 健康増進課保健センター 
0997-83-3121 

(0997-83-2736) 

8:30～17:00 

(月～金) 

天城町 けんこう増進課保健センター 
0997-85-4100 

(0997-85-4103) 

8:30～17:00 

(月～金)  
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伊仙町 健康増進課保健センター 
0997-86-2124 

(0997-86-3219) 

8:30～17:00 

(月～金)  

和泊町 
保健福祉課保健センター 

新型コロナワクチン接種専用ダイヤル 

0997-84-3510 

(0997-81-4040) 

8:30～17:00 

(月～金)  

知名町 
保健福祉課保健センター内 

コロナ予防接種専用電話 

0997-84-3155 

(0997-81-5030) 

8:30～17:00 

(月～金)  

与論町 
町民福祉課保健センター 

新型コロナウイルスワクチン接種対策室 
0997-97-5105 

(0997-97-5110) 

8:30～17:00 

(月～金)  

 

 

 

◆ 厚生労働省 水際対策についてのホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

※コールセンター（９:00～21:00 年中無休） 

0120-248-668（日本語対応のみ） 

050-1751-2158、050-1741-8558（日本語・英語・中国語・韓国語） 

◆ 外務省 海外安全ホームページ 

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

    ※ 海外に渡航・滞在される方々が自分自身で安全を確保していただくための参

考情報を公開 

 

 

 

 

◆ 厚生労働省のホームページにおいて、電話・オンライン診療の手順のほか、都道 

府県ごとに電話・オンライン診療の対応医療機関リストが公表されています。 

 （電話・オンライン診療についての厚生労働省のホームページ） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 電話・オンライン診療についての情報 

5 水際対策についての情報 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html
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※ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間は、令和4年12月末

で終了しました。 

 

◆ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター 

 ０１２０－４６－８０３０（9:00～17:00、土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

   ※一般的な問合せに対応 
（新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金についての厚生労働省のホームページ） 

   https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html 

 

 

 

 

◆ 生活保護受給のための要件や手続等については、現在お住まいの地域を所管する

福祉事務所（市部では市、町村部では都道府県が設置（一部町村を除く））の生活

保護担当にお問い合せください（お問合せ先は下記の鹿児島県ホームページ参照）。 

 ※ 生活保護は、資産や能力等全てを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困

窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、 

その自立を助長する制度です（支給される保護費は、地域や世帯状況によって異 

なります）。 

（生活保護についての鹿児島県のホームページ） 
http://www.pref.kagoshima.jp/ae04/kenko-fukushi/syogai-syakai/seiho/04003003.html 

 

◆ お金、仕事、住宅など、生活に関するお悩みについては、お住まいの市町村の生

活困窮者自立支援機関の下記相談窓口にご相談ください。 

  相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が

相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して解決に向けた支援を行ないます。 

 

 鹿児島県生活困窮者自立相談支援機関一覧 

自治体 窓口名（管轄区域） 電話番号 FAX番号 

鹿児島市 鹿児島市生活自立支援センター 099-803-9521 099-216-1234 

鹿屋市 福祉政策課保護係 0994-31-1113 0994-44-2494 

枕崎市 福祉課援護係 0993-72-1111 0993-72-1656 

阿久根市 阿久根社会福祉協議会 0996-72-3800 0996-72-3803 

 出水市 安心サポートセンター（自立相談支援） 0996-63-4197 0996-62-7767 

指宿市 地域福祉課援護係 0993-22-2111 0993-24-4342 

西之表市 
西之表市社会福祉協議会 

（西之表市くらしサポートセンター） 
0997-22-0506 0997-22-0757 

  垂水市 福祉課 0994-32-1115 0994-32-6625 

薩摩川内市 
障害・社会福祉課相談支援グループ 

薩摩川内市社会福祉協議会 
0996-23-5111 0996-23-0808 

8 生活保護、お金、仕事、住宅などの生活に関する相談（自立相談支援機関） 

お金のこと（生活資金） 

7 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 

https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ae04/kenko-fukushi/syogai-syakai/seiho/04003003.html
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日置市 福祉課 099-248-9419 099-273-3063 

曽於市 生活相談支援センター 0986-72-0011 0986-72-0744 

霧島市 こども・くらし相談センター 0995-64-0881 0995-64-0946 

いちき 

串木野市 
福祉課社会福祉係 0996-33-5619 0996-32-3124 

南さつま市 福祉課生活支援係 0993-53-2111 0993-52-0113 

志布志市 
志布志市社会福祉協議会 

（しぶし生活自立支援センター） 
099-472-1830 099-472-1835 

奄美市 保護課生活支援係 
0997-52-1111 

(内線:5120) 
0997-52-6955 

南九州市 南九州市社会福祉協議会 0993-83-3961 0993-83-3962 

伊佐市 福祉課保護係 
0995-23-1311 

(内線:1269） 
0995-22-5035 

姶良市 姶良市社会福祉協議会 0995-65-7757 0995-64-5440 

三島村 民生課 099-222-3141 099-219-5221 

十島村 住民課 099-222-2101 099-223-6720 

長島町 長島町社会福祉協議会 0996-86-0190 0996-86-0951 

南種子町 南種子町社会福祉協議会 0997-26-1703 0997-26-1730 

屋久島町 屋久島町福祉事務所 0997-43-5900 0997-43-5905 

 

 

鹿児島県 

 

 

 

さつまくらし・しごとサポートセンタ

ー（さつま町） 
0996-52-2443 0996-52-1148 

湧水くらし・しごとサポートセンター 

（湧水町） 
0995-75-2200 0995-75-2756 

大隅くらし・しごとサポートセンター 

(大崎町、東串良町、錦江町、南大隅

町、肝付町) 

099-52-2072 0994-52-2073 

種子島中央くらし・しごとサポートセ

ンター（中種子町） 
0997-26-1703 0997-26-1730 

同センター中種子町サテライト 0997-27-1845 0997-27-1660 

北大島くらし・しごとサポートセンター

（大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町） 
0997-54-1204 0997-53-5172 

同センター大和村サテライト 0997-58-3434 0997-58-3575 

同センター宇検村サテライト 0997-67-2295 0997-67-2296 

同センター瀬戸内町サテライト 0997-72-4144 0997-72-4145 

同センター龍郷町サテライト 0997-62-5020 0997-62-5120 

喜界くらし・しごとサポートセンター 

（喜界町） 
0997-58-5588 0997-65-0405 

徳之島くらし・しごとサポーセンター 

（徳之島町、天城町、伊仙町） 
0997-82-1122 0997-82-1123 

沖永良部くらし・しごとサポートセン

ター（和泊町、知名町） 
0997-92-2299 0997-81-4114 

同センター知名町サテライト 0997-93-5261 0997-93-5723 

与論くらし・しごとサポートセンター 

（与論町） 
0997-97-5042 0997-97-2840 



- 13 - 

 

 

 

 

◆ 厚生労働省 住宅確保給付金相談コールセンター 

  ０１２０－２３－５５７２ 

（フリーダイヤル、9:00～17:00、土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

 

※ 離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状

況にある方（主たる生計維持者）で、収入要件・資産要件・求職活動要件等に合

致すれば、一定期間（原則3か月、延長は2回までで最長9か月）、家賃相当額（上

限あり。市町村や世帯人数によって異なる。）が支給されますので、上記の厚生

労働省コールセンター又は上記8の自立相談支援機関にご相談ください。 

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。 

なお、令和5年3月31日までの期間限定で、これまでに住居確保給付金の支給を 

受け、受給が終了した方について、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の 

場合でも、特例として、再申請（支給期間は3か月）が可能とされています。 

 

  （住居確保給付金についての厚生労働省のホームページ） 

https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html 

 

 

 

 

※ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請受付は終了しました。 

 

◆ 内閣府 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のコールセンター 

  ０１２０-５２６－１４５ 

（フリーダイヤル。9:00～20:00、土日祝日、12/29～1/3を除く。） 

（住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についての内閣府のホームページ） 

 https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html 

 

 

 

 

◆ 厚生労働省 給付金コールセンター 

  （TEL）０１２０－４００－９０３ 

（フリーダイヤル、9:00～18:00、土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

（FAX）０１２０－３００－４６６ 

   （24時間受付（土曜日・日曜日・祝日を含む。）） 

 

（子育て世帯生活支援特別給付金についての厚生労働省のホームページ） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html 

〈ひとり親世帯分〉 

①令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方、②公的年金等（遺族年金、障害年金、 

老齢年金、労災年金、遺族補償など）を受給していることにより、令和4年4月分

9 家賃補助（住居確保給付金）についての相談 

11 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 

10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 

https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html
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の児童扶養手当の支給を受けていない方、③新型コロナウイルス感染症の影響を

受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準と

なっている方を対象に、児童1人当たり一律5万円が支給されます（上記②又は③

に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育

て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本

給付金の支給は受けられません。）。 

詳細については、上記厚生労働省コールセンター又はお住まいの市町村の「子

育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)担当窓口」までお問い合わせくださ

い。 

 

〈ひとり親世帯でない世帯分〉 

①令和4年4月分の児童手当又は特別扶養手当の支給を受けている方であって、

令和4年度分の住民税均等割額が非課税である方、②対象児童（令和4年3月31日時

点で18歳未満の子（障害児については20歳未満）※）の養育者であって、令和4年

度分の住民税均等割が非課税である方、又は新型コロナウイルス感染症の影響を

受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情

にあると認められる方を対象に、児童1人当たり一律5万円が支給されます。 

※令和4年4月以降令和5年2月までに生まれる新生児も対象となります。 

詳細については、上記厚生労働省コールセンター又はお住まいの市町村の「子

育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)担当窓口」までお問い合わせく

ださい。 
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◆ 経済的理由により就学困難な児童・生徒（小学校・中学校）の保護者に対しては、

学用品や学校給食費等就学のため必要な経費を補助する「就学援助制度」がありま

すので、在籍する学校又はお住まいの市町村の教育委員会にお問合せください。 

 

◆ 高等学校等に通う所得等の要件を満たす世帯の生徒に対して、授業料に充てるた

め、高等学校等就学支援金が支給されます。 

  

〈県立高等学校〉 

  各高等学校 

   県教育庁総務福利課 経理係 

   電 話：０９９－２８６－５１９３ 

   メール：kyo-kei@pref.kagoshima.lg.jp 

 

 〈市立高等学校〉  

各高等学校、各市教育委員会 

 

 〈私立高等学校〉 

   各学校法人 

   県庁学事法制課 私立学校係 

   電 話：０９９－２８６－２１４６ 

メール： gbgakkou@pref.kagoshima.lg.jp 

 

◆ 「高等教育の修学支援新制度」として、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯

の学生（大学・短大・高専・専門学校生等）を対象に、学生生活に必要な生活費

等をカバーする給付型奨学金（返済不要）と授業料減免による支援が受けられま

す。詳しくは、各大学等の窓口又は下記の日本学生支援機構奨学金相談センター

（電話：0570-666-301）にお問い合わせください。 

 

◆ 大学（大学院含む。）・短大・高専等の学費等の支援内容、手続などの相談窓口 

日本学生支援機構奨学金相談センター 

０５７０－６６６－３０１ 

（ナビダイヤル、9:00～20:00、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。) 

※ 世帯（父母等）の収入が大きく減った方、新型コロナウイルス感染症拡大 

  の影響によりアルバイトなどの収入が減ったため新たに支援を受けたい方、 

今まで奨学金や授業等の減免を受けていなかった方などについて、奨学金の 

  給付・貸付等が受けられる可能性があります。 
 

   (支援についての文部科学省のホームページ) 

   https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/benefit/index.html 
   (奨学金事業についての日本学生支援機構のホームページ) 

   https://www.jasso.go.jp/about/disclosure/sonata/corona.html 

 

12 就学援助制度、高校学校等就学支援金、大学・短期大学等の学費等についての支援 

学校に関すること 

mailto:kyo-kei@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:gbgakkou@pref.kagoshima.lg.jp
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/benefit/index.html
https://www.jasso.go.jp/about/disclosure/sonata/corona.html
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◆ 小規模事業者持続化補助金 

小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作

成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援するものです。 

詳しくは下記までお問い合わせください。 

 ・ 商工会議所地区は、小規模事業者持続化補助金事務局０３－６６３２－１５０２ 

  （9：00～12：00、13：00～17：00、土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

・ 商工会地区について、鹿児島県では鹿児島県商工会連合会  

０９９－２２６－３７７３ 

 

 

 

 

◆ 鹿児島労働局特別労働相談窓口 

 

・ 鹿児島労働局 雇用環境・均等室 

    ０９９―２２３－８２３９（月～金 8:30～17:15、祝日、年末年始を除く。） 

解雇、休業等、妊娠中の女性労働者が利用できる母性健康管理措置 

         (新型コロナウイルス感染症への感染について、ストレスを感じたり、 

     通勤や働き方でお悩みの妊婦の方からの相談）、小学校休業等対応 

助成金、特別休暇制度の導入に関するコンサルティング支援、人材 

確保等支援助成金（テレワークコース）に関する相談 

 

０９９－２２２－８４４６（助成金係） 

     両立支援等助成金（育児休業等支援コース：新型コロナウイルス感 

     染症対応特例）、両立支援等助成金（介護離職防止支援コース： 

     新型コロナウイルス感染症対応特例）、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 

よる休暇制度導入助成金に関する相談、 

 

なお、解雇、休業などに関する相談は、下記の各労働基準監督署でも受け付け

ています。    

労働基準監督署名 管轄区域 電話番号 

鹿児島 
鹿児島市、いちき串木野市、指宿市、

西之表市、日置市、南さつま市、 

南九州市、枕崎市、鹿児島郡、熊毛郡 

０９９－２１４－９１７５ 

川 内 
薩摩川内市、阿久根市、出水市、 

薩摩郡、出水郡 
０９９６－２２－３２２５ 

13 持続化補助金（小規模事業者向け）の相談 

仕事に関すること（助成金・給付金等） 

14 新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談 
 



- 17 - 

 

鹿 屋 
鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、

肝属郡、曽於郡 
０９９４－４３－３３８５ 

加治木 伊佐市、霧島市、姶良市、姶良郡 ０９９５－６３－２０３５ 

名 瀬 奄美市、大島郡 ０９９７－５２－０５７４ 

・ 休業・労働時間等に関すること 

   鹿児島労働基準監督署 

   ０９９－８０３－９６３７（月～金 8:30～17:15、祝日、年末年始を除く。） 

・ 雇用に関すること 

   ハローワークかごしま 

   ０９９－２５０－６０９０（月～金 8:30～17:15、祝日、年末年始を除く。） 

・ 新卒者内定取消、入職時期繰下げに関すること 

  鹿児島新卒応援ハローワーク（ヤングハローワークかごしま） 

  ０９９－２２４－３４３３（月～金 9:30～18:00、祝日、年末年始を除く。） 

・ 派遣契約解除等に伴う、休業・労働契約解除（派遣切り）など 

   鹿児島労働局 職業安定部 需給調整事業室 

   ０９９－８０３－７１１１（月～金 8:30～17:15、祝日、年末年始を除く。） 

 

◆ 鹿児島県による労働者向け問い合わせ・相談 

  鹿児島県 商工労働水産部 雇用労政課 

  ０９９－２８６－３１８８、３０１４ 

 

 

 

 

◆ 雇用調整助成金についての相談窓口 

 

・厚生労働省 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校休業等対応助成金・支

援金コールセンター 

   ０１２０－６０３－９９９（9:00～21:00、土曜日・日曜日・祝日も対応） 

 ・ 鹿児島労働局 職業安定部 職業対策課 

０９９－２１９－８７１３（月～金 8:30～17:15、祝日、年末年始を除く。） 

 

 ※ 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、労働者の雇用の

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に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業 

種の事業主が対象となっています。申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道

府県労働局又はハローワークで受け付けています（郵送での申請も可）。 

   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 

小している。 

      ② 最近1か月間の売上高または生産量などが前年度同月比5％以上減少してい 

    る（比較対象とする月についても、柔軟な取り扱い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。 

   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等も対象です

（緊急雇用安定助成金による助成）。 

15 雇用調整助成金についての相談 
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新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置は、令和4年11月

30日に終了し、令和４年12月以降、通常制度による助成内容となっていますが、業況が

厳しい事業主については令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間、一定の経過措置が

設けられています。 

経過措置の対象範囲は、令和２年１月24日から令和４年11月3０日までの間の休業等につ

いて雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所となります。 

また、上記③の緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了

する予定となっています。 

詳細は上記コールセンター、鹿児島労働局又は下記のホームページでご確認ください。 

 （雇用調整助成金についての厚生労働省のホームページ） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 

 

 

 

 

 

◆ 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（フリーダイヤル、月曜日～金曜日 8:30～20:00、 

土曜日・日曜日・祝日8:30～17:15 ） 

 

(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について厚生労働省のホームページ) 

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

  ※ 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（パート・アルバイト含む。）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・給付金が支給されます。時短営業など

で勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます（日

々雇用、登録型派遣等含む。）。 

以下の条件に当てはまる方に、休業前賃金の6割※（日額上限あり）が休業実

績に応じて支給されます（雇用保険被保険者ではない方も対象）。 

※令和4年11月末までの休業の場合は8割 

① 令和4年10月1日～令和5年3月31日までに事業主が休業させた中小企業の労働

者 

② 令和4年10月1日～令和5年3月31日までに事業主が休業させた大企業のシフト

労働者等 

のうち、その休業に対する賃金（休業手当）を受け取っていない方 

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、令和4年度末をもって 

て終了する予定となっております。申請期限を過ぎると受付できませんのでご 

注意ください。 

※ 申請方法は郵送又はオンライン申請となっています。申請期限は休業した期

間によって異なります。詳細は上記コールセンター又はホームページでご確認く

ださい。労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて（まとめて）申請するこ

とも可能とされています。 

 

 

 

16 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
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◆ 厚生労働省 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・ 

支援金コールセンター  

０１２０－８７６－１８７（9:00～21:00、土曜日・日曜日・祝日も対応） 

※ 令和4年10月1日～令和5年3月31日までの間に、対象となる子ども（①新型コロ

ナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業な

どをした小学校等（保育所等を含む）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、小学校などを休む必要がある子ども）について、ⅰ）保護者

として世話を行うことが必要となった労働者に対して有給（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は助成金、ⅱ）

子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕

事をする方には支援金が支給されます。 

支給額は、労働者を雇用する事業主向け（助成金）は、対象となる労働者の日 

額換算賃金額×有給休暇の日数となっており、申請書類の提出先は、本社等の所

在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部（室）宛てとなっています（郵

送）。 

委託を受けて個人で仕事をする方向け（支援金）は、就業できなかった日につい 

て、１日当たりの定額が支給されることとなっており、申請書類の提出先は、「〒 

137-8691 新東京郵便局私書箱132号 学校等休業助成金・支援金受付センター宛 

」となっています（厚生労働省の委託事業者）。 

休暇を取得した日付、仕事ができなかった日付によって申請期間が異なっていま 

す。詳細は上記コールセンター又は下記のホームページでご確認ください。 

 

（小学校休業等対応助成金についての厚生労働省のホームページ） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html 

（小学校休業等対応支援金についての厚生労働省のホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html 

 

※ 労働局からの助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、「新型コ

ロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の仕組みにより、労働者が直接

申請できることとする運用も開始されています。 

鹿児島労働局の相談窓口「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」 

    鹿児島労働局 雇用環境・均等室 ０９９－２２３－８２３９ 

    （受付時間：８時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）） 

労働者からの「（企業に）この助成金を利用してもらいたい」等のご相談内容

に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行います。 

 

 

  

 

◆  協会けんぽ鹿児島支部 

電話：０９９－２１９－１７３４（8:30～17:15、土曜日・日曜日・祝日を除く。）

F A X：０９９－２１９－１７４３ 

※ 被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、 

17 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・支援金 
 

18 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給 
 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
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事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。 

（傷病手当金の申請に関する全国健康保険協会のホームページ） 

  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/ 

 

◆  国民健康保険 

  ※ 自治体が運営する国民健康保険では、市町村ごとに対応が異なります。各市 

町村の国民健康保険担当課等にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/
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◆ 金融機関のどの窓口に問合せをすればよいか、金融機関との取引に関する相談等の窓口 

 

・ 金融庁 新型コロナウイルスに関する相談ダイヤル  

０１２０－１５６８１１（フリーダイヤル、10：00～17：00、土曜日・日曜日・祝日は除く。） 

  ※IP電話からは０３－５２５１－６８１３におかけください。 

・ 九州財務局 新型コロナウイルス関連金融相談ダイヤル 

〈本 局〉 

０９６－３５３－６３５２（9:00～16:00、土曜日・日曜日・祝日は除く。） 

〈鹿児島財務事務所理財課〉 

０９９－２２６－６１５５（9:00～16:00、土曜日・日曜日・祝日は除く。） 

 

 

 

 

◆ 資金繰り支援全般に関する相談 

  

・ 中小企業庁 中小企業金融相談窓口 

   ０５７０－７８３１８３（9:00～17:30、土曜日・日曜日・祝日も対応） 

 

・ 九州経済産業局 産業部中小企業課 

  ０９２－４８２－５４４７（9:30～17:00、土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

   （中小企業向け補助金・総合支援サイト） 

   https://mirasapo-plus.go.jp/ 

 

◆ 下請け取引配慮要請に関する相談 

 下請かけこみ寺 

０１２０－４１８－６１８（平日 9:00～17:00 (12:00～13:00除く。)） 

 最寄りの「下請けかけこみ寺」につながります。 

 

※ 中小企業・小規模事業者の取引上のお悩み相談を広く受け付けている「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。 

 

◆ 商工組合中央金庫による相談窓口 

 鹿児島支店 ０９９－２２３－４１０１ 

 

※ 融資制度の案内等については、０１２０－５４２－７１１(フリーダイヤル、

平日9:00～17:00)でも受け付けております。 

  

 

 

20 中小企業・小規模事業者等からの経営上の相談 
 

19 金融機関との取引に関する相談 
 

事業経営等に関すること 

https://mirasapo-plus.go.jp/
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◆ 日本政策金融公庫による相談窓口 

                         受付（平日、9:00～17:00） 

支店名 事 業 電話番号 

鹿児島支店 国民生活事業 ０５７０－０９８８４２ 

鹿児島支店 中小企業事業 ０９９－２２３－２２２１ 

鹿児島支店 農林水産事業 ０９９－８０５－０５１１ 

鹿屋支店 国民生活事業 ０５７０－０９８９５１ 

川内支店 国民生活事業 ０５７０－０９９６１６ 

   ※ 上記のほか、事業資金相談ダイヤル0120－154－505（平日9:00～17:00。 

ただし、創業して間もない方、個人企業・小規模企業の方は、平日9:00～

19:00）でも受け付けています。 

 

◆ 独立行政法人 奄美群島振興開発基金 

新型コロナウイルスに関する相談窓口（融資、返済） 

 

本部 業務課  ０９９７－５２－４５１１（平日 9:00～16:00） 

徳之島事務所   ０９９７－８２－０３０９（平日 9:00～16:00） 

沖永良部事務所 ０９９７－９２－１３１４（平日 9:00～16:00） 

 

◆ 鹿児島県による相談窓口 

〈鹿児島県中小企業融資制度に関する相談〉 

  鹿児島県商工労働水産部 中小企業支援課 

  ０９９－２８６－２９４６ 

 

◆ 鹿児島県内では、以下の窓口でもご相談を受け付けています。 

・ 鹿児島県信用保証協会 ０９９－２２３－０２７１ 

・ 鹿児島県商工会連合会 ０９９－２２６－３７７３ 

・ 鹿児島県中小企業団体中央会 ０９９－２２２－９２５８ 

・ 鹿児島県よろず支援拠点 ０９９－２１９－３７４０ 

・ 鹿児島県内の商工会議所 

商工会議所名 電話番号 

鹿児島商工会議所 ０９９－２２５-９５００ 

川内商工会議所 ０９９６－２２－２２６７ 

鹿屋商工会議所 ０９９４－４２－３１３５ 

枕崎商工会議所 ０９９３－７２－３３４１ 

阿久根商工会議所 ０９９６－７２－１１８５ 

奄美大島商工会議所 ０９９７－５２－６１１１ 

南さつま商工会議所 ０９９３－５３－２２４４ 

出水商工会議所 ０９９６－６２－１３３７ 

指宿商工会議所 ０９９３－２２－２４７３ 

いちき串木野商工会議所 ０９９６－３２－２０４９ 

霧島商工会議所 ０９９５－４５－０３１３ 
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◆ 九州農政局企画調整室 

電話：０９６－３００－６００２、０９６－３００－６０１１ 

（9:00～17:00、土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

FAX:０９６－２１１－８７０７ 

(メールでのお問い合わせ） 

https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/281211.html 

 

◆ 鹿児島県による経営・資金相談 

〈農業者のための営農・資金相談窓口〉 

  振興局・支庁相談窓口 電話番号 

鹿児島地域振興局農林水産部農政普及課 099-805-7372 

鹿児島地域振興局農林水産部農政普及課（日置市駐在） 099-273-3113 

南薩地域振興局農林水産部農政普及課 0993-52-3575 

南薩地域振興局農林水産部農政普及課（指宿市十二町駐在） 0993-22-6422 

北薩地域振興局農林水産部農政普及課 0996-25-5532 

北薩地域振興局農林水産部農政普及課（出水市駐在） 0996-63-3115 

北薩地域振興局農林水産部農政普及課（さつま町駐在） 0996-52-4515 

姶良・伊佐地域振興局農林水産部農政普及課 0995-63-8215 

姶良・伊佐地域振興局農林水産部農政普及課（伊佐市駐在） 0995-23-5127 

大隅地域振興局農林水産部農政普及課 0994-52-2142 

大隅地域振興局農林水産部曽於畑地かんがい農業推進センター農業普及課 0994-82-1120 

熊毛支庁農林水産部農政普及課 0997-22-0053 

熊毛支庁屋久島事務所農林普及課 0997-46-2236 

大島支庁農林水産部農政普及課 0997-57-7450 

大島支庁農林水産部農政普及課（瀬戸内町駐在） 0997-72-0184 

大島支庁喜界事務所農業普及係 0997-65-3019 

大島支庁徳之島事務所農業普及課 0997-82-0323 

大島支庁沖永良部事務所農業普及課 0997-92-0164 

大島支庁沖永良部事務所農業普及課（与論町駐在） 0997-97-4460 

 

〈林業事業者等の融資や返済等に関する相談〉 

   環境林務部環境林務課       ０９９－２８６－３３３４ 

 〈漁業従事者等の融資や返済等に関する相談〉 

   商工労働水産部水産振興課   ０９９－２８６－３３３６ 

21 農業者や食品事業者等からの相談 
 

https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/281211.html
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◆ 九州運輸局観光部観光企画課（宿泊事業者、旅行業者等向け） 

電 話：０９２－４７２－２３３０ 

ＦＡＸ：０９２－４７２－２３３４ 

※ 宿泊事業者・旅行事業者からの相談・要望対応、宿泊事業者等が活用可能な

支援策の紹介、中小企業支援策や雇用調整助成金の活用を検討する宿泊事業者

等への経済産業局や都道府県労働局の窓口を案内 

 

◆ 九州運輸局観光部国際観光課（通訳案内士向け） 

電 話：０９２－４７２－２３３５   

ＦＡＸ：０９２－４７２－２３３４ 

※ 通訳案内士からの相談・要望対応、通訳案内士が活用可能な支援策の紹介 

  （九州運輸局の相談窓口についてのホームページ） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/covid-19_consult.html 

    

◆ 鹿児島県くらし保健福祉部生活衛生課（旅館業営業者・住宅宿泊事業者向け） 

   電 話：０９９－２８６－２７８４ 

 

◆ 鹿児島県ＰＲ・観光戦略部観光課 

（旅行業者・旅行業者代理業者・旅行サービス手配業者向け） 

   電 話：０９９－２８６－３００５ 

 

 

 

 

◆ バス、レンタカー関係  

九州運輸局自動車交通部 旅客第一課 ０９２－４７２－２５２１ 

 

◆ タクシー関係  

九州運輸局自動車交通部 旅客第二課 ０９２－４７２－２５２７ 

 

◆ トラック関係  

九州運輸局自動車交通部 貨物課 ０９２－４７２－２５２８ 

 

◆ 鹿児島県所在の相談窓口 

鹿児島運輸支局輸送監査部門  

０９９－２６１－９１９２（音声ガイダンス「３」） 

 

 

   

 

◆ フェリー、旅客船関係  

九州運輸局海事振興部 旅客課 ０９２－４７２－３１５５ 

 

22 ホテル・旅館等宿泊事業者、旅行業者等からの相談 

23 バス、レンタカー、タクシー、トラック事業者からの相談 

24 フェリー、旅客船、貨物船等海事関係事業者からの相談 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/covid-19_consult.html
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◆ 貨物船関係  

九州運輸局海事振興部 貨物課 ０９２－４７２－３１５６ 

 

◆ 港湾運送関係  

九州運輸局海事振興部 港運課 ０９２－４７２－３１５７ 

 

◆ 造船、舶用工業関係  

九州運輸局海事振興部 船舶産業課 ０９２－４７２－３１５８ 

 

 

 

 

◆ テレワーク相談センター（厚生労働省委託事業） 

０１２０－８６１００９ (9:00～17:00、土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

専用メール：sodan@japan-telework.or.jp 

※ 在宅勤務等テレワーク導入についての疑問・相談（助成金申請手続等） 

 （厚生労働省のテレワーク普及促進関連事業のホームページ） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html 

25 テレワーク導入に関する相談 

mailto:sodan@japan-telework.or.jp
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html
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◆ 県内の各税務署（徴収担当） 

  納税の猶予等に関する質問や相談は、所轄の税務署で受け付けています。 

  なお、新型コロナウイルス感染症対応に関する対応等に関する特例については、

下記のホームページでご確認ください。 

（新型コロナウイルス感染症に関する対応等についての国税庁のホームページ） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm 

〈税務署一覧〉                                      （自動音声案内） 

税務署名 管轄区域 電話番号 

鹿児島税務署 鹿児島市、鹿児島郡 ０９９－２５５－８１１１ 

川内税務署 薩摩川内市、薩摩郡 ０９９６－２２－２８３０ 

鹿屋税務署 鹿屋市、垂水市、肝属郡 ０９９４－４２－３１２７ 

大島税務署 奄美市、大島郡 ０９９７－５２－４３２１ 

出水税務署 阿久根市、出水市、出水郡 ０９９６－６２－０２００ 

指宿税務署 指宿市 ０９９３－２２－２５４８ 

種子島税務署 西之表市、熊毛郡 ０９９７－２２－０４４０ 

知覧税務署 枕崎市、南さつま市、南九州市 ０９９３－８３－２４１１ 

伊集院税務署 日置市、いちき串木野市 ０９９－２７３－２５４１ 

加治木税務署 霧島市、伊佐市、姶良市、姶良郡 ０９９５－６２－２１６１ 

大隅税務署 曽於市、志布志市、曽於郡 ０９９－４８２－０００７ 

 

 

 

 

◆ 国民年金保険料の免除に関する相談窓口 

 ・日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」０５７０－００３―００４ 

  （月曜日～金曜日8:30～19:00、第2土曜日9：30～16：00） 

 ・お近くの年金事務所（次ページの「鹿児島県内の年金事務所」参照） 

 ※ 臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の

２点をいずれも満たした方が対象になります。 

   ① 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し 

たこと 

   ② 令和2年以降の所得等の状況からみて、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 

  免除の申請書を必要な添付書類とともに、住民登録をしている市町村又は年

金事務所へ提出してください（できるだけ郵送で）。 

（国民年金保険料免除についての日本年金機構のホームページ） 

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html 

26 所得税等の納税の猶予 
 

 

27 国民年金保険料の免除、厚生年金保険料の納付の猶予 
 

 

役所の手続や公共料金に関すること 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
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◆ 納付猶予特例を受けていた事業主の方など、納付猶予特例終了後も、厚生年金保

険料等の納付が困難な場合は、猶予制度を受けられることがありますので、お早め

に管轄の年金事務所へご相談ください（ご相談は電話でも受付）。 

 

※ 納付猶予特例とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収

入に相当の減少があった場合に、無担保・延滞金なしで、1年間納付を猶予する仕

組み（令和2年1月分～令和2年12月分までの厚生年金保険料等が対象） 

（厚生年金保険料等の納付の猶予についての日本年金機構のホームページ） 

  https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-02.html 

 

  鹿児島県内の年金事務所 

年金事務所名 
管轄区域 

電話番号 
厚生年金保険・健康保険 国民年金 

鹿児島南 
鹿児島市、枕崎市、指

宿市、南さつま市、南

九州市 

枕崎市、指宿

市、南さつま

市、南九州市 
０９９-２２５-３１１１ 

鹿児島北 
鹿児島市の一部、西之

表市、日置市、鹿児島

郡、熊毛郡 

鹿児島市、西

之表市、日置

市 、 鹿 児 島

郡、熊毛郡 

０９９-２５１-５３１１ 

川内 

薩摩川内市、阿久根

市、出水市、いちき串

木野市、薩摩郡、出水

郡 

同左 ０９９６-２２-５２７６ 

加治木 
霧島市、伊佐市、姶良

市、姶良郡 
同左 ０９９５-６２-３５１１ 

鹿屋 
鹿屋市、垂水市、曽於

市、志布志市、曽於

郡、肝属郡 

同左 ０９９４-４２-５１２１ 

奄美大島 奄美市、大島郡 同左 ０９９７-５２-４３４１ 

 

 

 

 

 

◆ 鹿児島労働局 総務部労働保険徴収室 

０９９－２２３－８２７６  

 

◆ 県内の各労働基準監督署 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により労働保険料等の納付が困難な場合に

は、労働保険料等の猶予制度が受けられる場合があります。猶予制度が認めら

れた場合には、猶予期間中の延滞金の免除や、財産の差押えの猶予又は解除と

いった効果を受けられます。 

要件は、①労働保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難に

するおそれがあると認められること、②労働保険料等の納付について誠実な意思

を有すると認められること、③納付すべき労働保険料等の納期限から6か月以内

28 労働保険料の納付の猶予 
 

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-02.html
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に申請されていること、④換価の猶予を受けようとする労働保険料等のほかに滞

納又は延滞金がないこととなっています。 

お早めに鹿児島労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 

  （厚生労働省のホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html 

 

鹿児島県内の労働基準監督署 

労働基準監督署名 管轄区域 電話番号 

鹿児島 

鹿児島市、いちき串木野市、指宿市、

西之表市、日置市、南さつま市、 

南九州市、枕崎市、鹿児島郡、熊毛郡 

０９９－２１４－９１７５ 

川 内 
薩摩川内市、阿久根市、出水市、 

薩摩郡、出水郡 
０９９６－２２－３２２５ 

鹿 屋 
鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、

肝属郡、曽於郡 
０９９４－４３－３３８５ 

加治木 伊佐市、霧島市、姶良市、姶良郡 ０９９５－６３－２０３５ 

名 瀬 奄美市、大島郡 ０９９７－５２－０５７４ 

 

 

 

 

 

◆ 県内の各県税事務所 

 新型コロナウイルス感染症の影響等により、事業の売上や給与収入等に相当な減

少があり、県税を一時的に納付できない事情がある方については、県税の納付を猶

予することができます。 

詳しくは、最寄りの地域振興局・支庁県税担当課にご相談ください。 

 

  （最寄りの地域振興局・支庁県税担当課(受付時間：平日8:30～17:15）） 

鹿児島地域振興局 納税課 
鹿児島市、日置市、いちき

串木野市、鹿児島郡 
０９９－８０５－７２４１ 

南薩地域振興局 県税課 
枕崎市、指宿市、南さつま

市、南九州市 
０９９３－５２－１３１５ 

北薩地域振興局 県税課 
阿久根市、出水市、薩摩川

内市、薩摩郡、出水郡 
０９９６－２５－５２０２ 

姶良・伊佐地域振興局 

県税課 

霧島市、伊佐市、姶良市、 

姶良郡 
０９９５－６３－８１１４ 

大隅地域振興局 県税課 
鹿屋市、垂水市、曽於市、 

志布志市、曽於郡、肝属郡 
０９９４－５２－２０９３ 

熊毛支庁 県税課 西之表市、熊毛郡 ０９９７－２２－００６３ 

大島支庁 県税課 奄美市、大島郡 ０９９７－５７－７２２５ 

 

 

 

29 県税の徴収の猶予 
 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
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◆ 新型コロナウイルス感染症の影響により、市町村税を一時に納付することができ

ない場合、申請に基づき、一定の要件に該当すれば納付が猶予される場合がありま

すので、お住まいの市町村の税務担当課にお問合せください。 

（総務省のホームページ） 

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html 

 

◆ 国民健康保険制度・後期高齢者医療制度・介護保険制度に加入されている方々で、

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は、保険料

（税）の減免を受けられる場合があります。詳しい条件や手続については、お住ま

いの市町村の医療保険、介護保険担当課（組合員にあってはご加入の国保組合、後

期高齢者医療制度にあっては後期高齢者医療広域連合）にお問合せください 

 

 

 

 

◆ 電気料金（九州電力） 

新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、一時的に料金のお

支払いが困難となった方は、令和2年3月分（3月料金計算分は、検針日が3月19日以

降のものに限る。）から令和5年2月分の料金の支払期日がそれぞれ5か月間～1か月

間延長されていますので、最寄りの営業所にお問合せください。 

 

◆ ＮＨＫ受信料 

期日までに受信料の支払が難しい場合や、口座振替等ではなく払込用紙での支払

を希望される場合等の相談窓口 

鹿児島放送局（経営管理企画センター） 

０９９－８０５－７０７７（平日 10:00～17:00） 

  ※ 事業所契約に関する受信料免除やその他の特例措置については、上記相談窓

口にお問合せください。  

31 電気料金・NHK受信料の支払についての相談 
 

30 市町村税、国民健康保険料（税）、介護保険料の減免、猶予 
 

 

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
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◆ 令和4年12月から全国旅行支援「今こそ鹿児島の旅 第4弾」が開始されました。 

販売期間：令和4年12月21日（水）～令和5年3月31日（金）（予定） 

 ※予算がなくなり次第、終了となります。 

割引期間：令和5年1月10日（火）～3月31日（金）(4月1日（土）チェックアウト)予定 

   詳しくは、下記事務局にお問合せください。   
   「今こそ鹿児島の旅 第4弾」 鹿児島県地域観光事業支援事務局  

０５０－３８５０－８１７５（9：00～19：00、土曜日・日曜日・祝日も受付） 
 （全国旅行支援に関する鹿児島県のホームページ） 

https://www.kagoshimakankou.jp/ 
 

 

 

◆ みんなの人権１１０番（全国共通人権相談ダイヤル） 

０５７０－００３－１１０ 

（ナビダイヤル、8:30～17:15、土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

（人権相談についての鹿児島地方法務局のホームページ） 

https://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/page000146.html 

◆ 子どもの人権１１０番  

  ０１２０－００７－１１０ 

（フリーダイヤル、8:30～17:15、土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

◆ 内閣官房 孤独・孤立対策担当室のホームページ 

 ※ 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、状況に合った支援をチャットポットで探すことができます。 

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

 

 

 

◆ 消費者ホットライン 

１８８（お近くの消費生活センターにつながります。） 

◆ 国民生活センター新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン 

  ０１２０―７９７－１８８ 

  （フリーダイヤル、10:00～16:00、土曜日・日曜日・祝日を除く。）  

◆ 鹿児島県消費生活センター 

０９９－２２４－０９９９（月曜日～金曜日9:00～17:00 、土曜日10:00～16:00） 

◆ 大島消費生活相談所 

  ０９９７－５２－０９９９（平日9:00～17:00、12月29日～1月3日を除く。） 

◆  警察相談専用電話番号（給付金等の詐欺についての相談） 

＃9110（最寄りの警察本部などの相談窓口につながります。）  

 

34 新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブルについての相談 
 

33 不当な差別やいじめ、孤立・孤独等についての相談 

ご家庭に関することやその他の情報 

32 全国旅行支援について 
 

https://www.kagoshimakankou.jp/
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/page000146.html
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
https://notalone-cas.go.jp/
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◆ ＤＶ相談ナビ  

♯８００８  

（全国共通番号。お近くの配偶者暴力相談支援センターにつながります。） 

◆  ＤＶ相談＋（プラス）  

０１２０－２７９－８８９（24時間受付） 

ホームページ（https://soudanplus.jp/）から、メール、チャット(12:00～ 

22:00)での相談も受け付けています。 

◆ 鹿児島県男女共同参画センター相談室 

０９９－２８１－６６３０（9:00～17:00、原則、月曜日を除く。） 

◆ 鹿児島県女性相談センター 

  ０９９－２２１－６６３１ 

◆ 全国共通の児童相談所虐待対応ダイヤル 

  １８９（無料、お住まいの地域の児童相談所につながります。） 

◆ 鹿児島県内の児童相談所 

・中央児童相談所 ０９９－２６４－３００３ 

・大隅児童相談所 ０９９４－４３－７０１１ 

・大島児童相談所 ０９９７－５３－６０７０ 

 

 

 

◆ 鹿児島県弁護士会 

０９９－２２６－３７６５(要予約、受付：平日 9:00～12:00、13:00～17:00） 

 

 

 

◆ 解雇、サービス残業、賃金支払、労働時間、保険制度など労働に関するさまざま

なトラブル等の相談（無料）窓口 

総合労働相談室 

０９９－２５７－４８２７ 
（毎週火・木曜日 17:00～19:00、毎月第3土曜日 13:00～17:00、祝日を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 配偶者等からの暴力（DV）についての相談、児童虐待についての相談 
 

37 県社会保険労務士会の相談窓口 
 

36 法律相談の窓口 
 

https://soudanplus.jp/
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◆ 新型コロナウイルス お役立ち情報 

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

 
 

◆ 新型コロナウイルス感染症対策 

https://corona.go.jp/ 
 
 

 

 

◆ 新型コロナウイルス感染症について 

     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
 
 

 

 

◆ 新型コロナウイルス感染症関連 

      https://www.meti.go.jp/covid-19/ 
 
 

 

 

◆ 新型コロナウイルス感染症総合サイト 

http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/covid19/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お役立ち情報ウェブサイト 

38 首相官邸 
 

39 内閣官房 
 

40 厚生労働省 
 

41 経済産業省 
 

42 鹿児島県 
 

https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_info.html
https://corona.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/
http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/covid19/index.html
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◆ 厚生労働省の外国人
がいこくじん

向けの支援策をまとめたホームページ 
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html 

 

◆ 在留
ざいりゅう

資格
し か く

などについての相談
そうだん

 

福岡
ふくおか

出入国
しゅつにゅうこく

在留
ざいりゅう

管理局
かんりきょく

鹿児島
か ご し ま

出張所
しゅっちょうしょ

 

０９９－２２２－５６５８ 

 

◆ 日本
に ほ ん

政府
せ い ふ

観光局
かんこうきょく

（ＪＮＴＯ） 

病気
びょうき

、事故
じ こ

など緊急
きんきゅう

のときの案内
あんない

、災害
さいがい

のときの案内
あんない

、観光
かんこう

の案内
あんない

 

０５０－３８１６－２７８７（24時間
じ か ん

、365日対応
たいおう

） 

〈対応
たいおう

言語
げ ん ご

〉 英語
え い ご

、中国語
ちゅうごくご

、韓国語
かんこくご

、日本語
に ほ ん ご

 

 

◆ 外国語
がいこくご

人権
じんけん

相談
そうだん

ダイヤル 

０５７０－０９０－９１１ 

（ナビダイヤル、9:00～17:00、土曜日
ど よ う び

・日曜日
にちようび

・祝日
しゅくじつ

を除
のぞ

く。） 

 

※ 不当
ふ と う

な差別
さ べ つ

やいじめ等
とう

についての相談
そうだん

。 

お近
ちか

くの法務局
ほうむきょく

・地方
ち ほ う

法務局
ほうむきょく

につながります。 

 

〈対応
たいおう

言語
げ ん ご

〉 

英語
え い ご

、中国語
ちゅうごくご

、韓国語
かんこくご

、フィリピノ語
ご

、ポルトガル語
ご

、ベトナム語
ご

、ネパール 

語
ご

、スペイン語
ご

、インドネシア語
ご

、タイ語
ご

 

 

◆ ＤＶ相談
そうだん

＋（プラス）  

０１２０－２７９－８８９（24時間受付） 

 

※ あなたが配偶者
はいぐうしゃ

やパートナーから受
う

けている様々
さまざま

な暴力
ぼうりょく

（ＤＶ）の相談
そうだん

。

専門
せんもん

の相談員
そうだんいん

につながります。 

 

〈対応
たいおう

言語
げ ん ご

〉 

英語
え い ご

、中国語
ちゅうごくご

、韓国語
かんこくご

、フィリピノ語
ご

、ポルトガル語
ご

、ベトナム語
ご

、ネパール語
ご

、

スペイン語
ご

、インドネシア語
ご

、タイ語
ご

 

 

43 外国人
が い こ く じ ん

の情報
じょうほう

、相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

 
 

外国人向
が い こ く じ ん む

けの情報
じょうほう

、相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html
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お役立ち情報は、各関係機関・

団体等のホームページで日々更新

されています！ 

◆ 鹿児島県
か ご し ま け ん

の外国人
がいこくじん

総合
そうごう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

  ０７０－７６６２－４５４１ 

（火曜日
か よ う び

～日曜日
にちようび

、9:00～17:00、12/29～1/3を除
のぞ

く。） 

  メール相談
そうだん

：kiasoudan@gmail.com 

 

〈対応
たいおう

言語
げ ん ご

〉 

       日本語
に ほ ん ご

、英語
え い ご

、ベトナム語
ご

は相談
そうだん

窓口
まどぐち

で対応
たいおう

 

          その他
た

の言語
げ ん ご

（中国語
ちゅうごくご

、タガログ語
ご

、韓国語
かんこくご

、インドネシア語
ご

、 

ネパール語
ご

、クメール語
ご

、タイ語
ご

、ミャンマー語
ご

、ポルトガル語
ご

、 

スペイン語
ご

、マレー語
ご

、フランス語
ご

、ロシア語
ご

、ドイツ語
ご

、イタリア語
ご

、 

モンゴル語
ご

、シンハラ語
ご

、ヒンディー語
ご

、ベンガル語
ご

、ウクライナ語）は、 

多言語
た げ ん ご

コールセンターなどを活用
かつよう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kiasoudan@gmail.com

