
 

 
 

 
  
 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

（注）このガイドブックの情報は、令和4年3月14日時点における各機関のHP等の情報を基に、当セン

ターが作成したものです。 

 

 

 

 

  

総務省 鳥取行政監視行政相談センター 

〒680－0845 

鳥取市富安 2 丁目 89－4 鳥取第 1 地方合同庁舎 3 階 

電話：0857-26-1100 

F A X：0857-24-5942 

新型コロナウイルス感染症関連 

支援窓口案内（ガイドブック） 

＜鳥取県版＞ 

総務省鳥取行政監視行政相談センターは、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ご相談を受け付けております。  

この度、皆様への生活支援に関する情報を提供しますので、お困りになって

いることがありましたら、どうぞお気軽にご利用ください。 

 

● 電話による相談受付：平日８：３０～１７：１５ 

     ＴＥＬ：０８５７－２６－１１００（要通話料） 

● インターネットによる相談受付 

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

● ＦＡＸによる相談受付 

ＦＡＸ：０８５７－２４－５９４２ 

● 来所・手紙による相談受付：  

住所：〒680－0845 鳥取市富安 2 丁目 89－4 鳥取第 1 地方合同庁舎 3 階 

きくみみ鳥取 （鳥取行政監視行政相談センター） 
 

 

※ 来所（対面）による行政相談をご利用される方は、手指の消毒やマス

クの着用等、新型コロナウイルス感染拡大防止の取組にご協力をお願い

します。 

《第 19 版》令和 4 年 3 ⽉ 14 ⽇時点 
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◆ 発熱等の症状がある場合は、次のとおり、まずは事前にかかりつけ医に相談してください。 
 
1 発熱等の症状がある場合 → まずは事前にかかりつけ医にご連絡を 

・受診の際は、事前に受診⽅法等を確認しましょう。 
・医療機関によっては、感染防⽌対策として発熱患者を特定の時間帯や別の場所で診療する
ところもあります。事前に受診時の注意事項を確認してから受診しましょう。 

 
 

2 かかりつけ医がいないなど相談先に迷う場合 → 受診相談センターへ 
かかりつけ医がいないなど相談先に迷う場合は、「受診相談センター」にご相談ください。お近くの

医療機関や受診の⽅法などをご案内します。 
受付時間 区分 連絡先 

9時〜17時15分 
※⼟⽇祝⽇含む 
※年末年始 
(12⽉29⽇〜1⽉
3⽇)を除く 

電話 0120－567－492 

FAX 
0857－50－1033 

※⼟⽇祝⽇や夜間も送信できますが、 
返事は翌営業⽇以降になります。 

上記以外の時間 地区 東部 中部 ⻄部 
電話 0857-22-8111 0858-23-3135 0859-31-0029 

【聴覚や発話の障がい等により⾳声通話が困難な⽅】 
専⽤の相談フォームURLでご相談ください。 
QRコードからも開けます。 
https://www.pref.tottori.lg.jp/295491.htm 

 
 

3 陽性者との接触歴や接触した可能性があるなどご⼼配な場合 
 → 保健所(接触者等相談センター)へ 

地区 管轄区域 
電話番号 

8:30〜17:15 
FAX番号※ 

平⽇8:30〜17:15 
東部 

(⿃取市保健所内) 
⿃取市、岩美町、若桜町、 
智頭町、⼋頭町 

0857ｰ22ｰ5625 0857-20-3962 

中部 
(倉吉保健所内) 

倉吉市、三朝町、湯梨浜町、
琴浦町、北栄町 

0858ｰ23ｰ3135 0858ｰ23ｰ4803 

⻄部 
(⽶⼦保健所内) 

⽶⼦市、境港市、⽇吉津村、
⼤⼭町、南部町、伯耆町、 
⽇南町、⽇野町、江府町 

0859ｰ31ｰ0029 0859ｰ34ｰ1392 

（注）上記以外の時間は受診相談センターにご相談ください。 

 1 新型コロナウイルス感染の疑いがある場合について 
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※FAX相談票の様式は、次の⿃取県HPからダウンロードしてください。（⾳声通話が困難な⽅向け） 
https://www.pref.tottori.lg.jp/289705.htm 

 
４ 外国⼈のための相談窓⼝（⿃取県国際交流財団） 

外国⼈の⽅で、発熱等の症状がある場合や陽性者と接触した可能性があるなど、⼼配なことが
ある場合は、⿃取県国際交流財団にご相談ください。 

ＴＥＬ︓0857-51-1165 
ＦＡＸ︓0857-51-1175 
※受付時間︓（平⽇）9時〜18時、（⼟⽇）9時〜17時30分 
⿃取県国際交流財団URL 
http://www.torisakyu.or.jp/ja/1/g730/ 

 
５ 感染不安がある県⺠や県内に帰省された⽅への無料のＰＣＲ検査 

   ⿃取県は、県内でもオミクロン株の感染事例が確認されたことを受け、無症状の県⺠及び⿃取県への帰
省者を対象に無料のＰＣＲ検査を実施しています（令和4年3⽉31⽇まで）。 

   無料のＰＣＲ検査等受検可能場所（⿃取県ＨＰ） 
https://www.pref.tottori.lg.jp/301897.htm 

 
 

 
◆ 厚⽣労働省及び⿃取県は、新型コロナウイルス感染症に関する相談を受け付けています。 

＜問合せ先＞ 
○厚⽣労働省の相談窓⼝ 

TEL︓0120ｰ565-653（フリーダイヤル） 
＜受付時間（休⽇も対応）＞ 

⽇本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語︓9:00〜21:00  
タイ語︓9:00〜18:00 
ベトナム語︓10:00〜19:00 

FAX︓03ｰ3595ｰ2756 
メールアドレス︓corona-2020@mhlw.go.jp 

 
   ○⿃取県の相談窓⼝ 
      ・ ⿃取県新型コロナウイルス感染症相談窓⼝ 

TEL︓0857ｰ26ｰ7799、0857-26-7958 
FAX︓0857ｰ26ｰ8143 
メールアドレス︓cov19-taisaku@pref.tottori.lg.jp 
受付時間︓8:30〜17:15（平⽇のみ） 
受付内容︓新型コロナウイルスに関する各種お問合せ 
 

      ・ 家族まるごと相談窓⼝ 
TEL︓0857-26-7688 

 2 ⼀般的な相談について 
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受付時間︓平⽇ 8:30〜17:15、⼟⽇祝 10︓00〜17︓15 
受付内容︓新型コロナウイルスの影響による⽣活困窮、⼊院患者家族⽀援、学校休

業など、家庭におけるさまざまな相談 
 

 
 

◆ 厚⽣労働省及び⿃取県は、新型コロナワクチンに関する電話相談を受け付けるコールセンターを
開設しています 
＜問合せ先＞ 

○ 厚⽣労働省新型コロナワクチンコールセンター 
TEL︓０１２０－７６１７７０（フリーダイヤル） 
FAX︓０３－３５８１―６２５１ 
メールアドレス︓corona-2020@mhlw.go.jp 
受付時間︓9:00〜21:00（休⽇も対応） 

     
○ ⿃取県新型コロナワクチン相談センター 

（副反応や効果、接種にあたっての注意事項など、ワクチンに関する専⾨的な相談に対応） 
TEL︓０１２０－０００－４０６（フリーダイヤル） 
FAX︓０８５７－５０－１０３３ 
受付時間︓9:00〜17:15（休⽇も対応） 
※接種⽅法や接種場所については、お住いの市町村にお問い合わせください。 
 

◆⿃取県は、県内市町村の新型コロナワクチンセンターの情報も含め、⿃取県の緊急⽀援策の情
報を提供しています。 

○ ⿃取県の緊急⽀援策（市町村新型コロナワクチンセンター情報を含む） 
    https://www.pref.tottori.lg.jp/291493.htm 
       ⿃取県新型コロナウイルス感染症特設サイト 
 
◆厚⽣労働省は、新型コロナウイルスワクチンの接種会場や、どうやって接種を受けるかなどの情報を
提供しています。 

○ コロナワクチンナビ（厚⽣労働省）  
https://v-sys.mhlw.go.jp/ 

 
◆65歳以上の⽅への追加接種（3回⽬）のスケジュールなどについては、お住まいの各市町村ホー
ムページ等をご確認ください。 

 
 
 
 
 
 

 3 ワクチンについて 
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◆ ⿃取労働局は、新型コロナウイルス感染症の影響による相談を受け付ける「特別労働相談窓

⼝」を設置しています。 
 ＜問合せ先＞ 

○ ⿃取労働局 雇⽤環境・均等室 総合労働相談コーナー 
所在地︓⿃取市富安2丁⽬89ｰ9 
TEL︓0857ｰ22ｰ7000 
受付時間︓8:30〜17:15（平⽇のみ） 

   受付内容︓新型コロナウイルス感染症の影響による解雇、休業、雇⽤調整助成⾦等に
関する労働相談（企業が有給の特別休暇を導⼊してくれない等） 

※ 新型コロナウイルスに関連した特別休暇制度の導⼊に関する電話相談、企
業訪問によるコンサルティング（無料）を実施しています。 

 
○ 倉吉労働基準監督署 総合労働相談コーナー 

所在地︓倉吉市駄経寺町2ｰ15 倉吉地⽅合同庁舎３階 
TEL︓0858ｰ22ｰ5640 
受付時間︓8:30〜17:15（平⽇のみ） 
受付内容︓新型コロナウイルス感染症の影響による解雇、休業等に関する労働相談 

 
 

○ ⽶⼦公共職業安定所 助成⾦担当部⾨ 
所在地 ︓⽶⼦市末広町311 イオン⽶⼦駅前店４階 
TEL︓0859ｰ33ｰ3911 
受付時間︓8:30〜17:15（平⽇のみ） 
受付内容︓新型コロナウイルス感染症の影響による雇⽤調整助成⾦に関する労働相談 

 
◆ 厚⽣労働省は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防⽌の措置により休業させられた中

⼩企業の労働者のうち、休業中に賃⾦（休業⼿当）を受けることができなかった⽅に対して、当
該労働者の申請により、⽀援⾦・給付⾦を⽀給します。詳細は、以下のＵＲＬをご確認ください。 

  ※休業した期間に応じて、申請期限が設けられています。 
  〇 新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付⾦（厚⽣労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 
＜問合せ先＞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 

TEL︓0120－221－276（平⽇8:30〜20:00、休⽇8:30〜17:15） 
 
◆ 厚⽣労働省は、新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を 

設け、家族の介護を⾏う労働者が休みやすい環境を整備した中⼩企業事業主が⽀給要件を満
たした場合、⽀援を⾏います。 

○ 令和３年度 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」  
＜申請先・問合せ先＞⿃取労働局雇⽤環境・均等室 TEL:0857-29-1701 
＜詳しい⽀給の要件や⼿続＞厚⽣労働省ホームページ 両⽴⽀援等助成⾦を参照 

  

 4 解雇・休業について 
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◆ 健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、⼜は発熱等の症状があり感染
が疑われ、療養のために会社等を休み、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。 
＜問合せ先＞加⼊している健康保険の保険者 
           ※ 国⺠健康保険に加⼊されている⽅はお住まいの市町村です。 
              協会けんぽに加⼊されている⽅は、協会けんぽ⿃取⽀部 業務グループ

（TEL︓0857ｰ25ｰ0052）にご相談ください。 
 

 
 
◆ ⿃取県社会福祉協議会は、新型コロナウイルス感染症を踏まえた⽣活福祉資⾦貸付制度に

よる緊急⼩⼝資⾦及び総合⽀援資⾦の特例貸付（初回貸付）を実施しています。 
 ＜問合せ先＞住所を有する市町村の社会福祉協議会 

       ⼜は個⼈向け緊急⼩⼝資⾦・総合⽀援資⾦相談コールセンター 
TEL:0120-46-1999（9:00〜17:00※平⽇のみ） 

＜申請期限＞令和４年３⽉末⽇まで 
 
◆緊急⼩⼝資⾦等の特例貸付について、総合⽀援資⾦の再貸付を終了した世帯や、再貸付につ
いて不承認とされた世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症⽣活困窮者⾃⽴⽀援⾦」を⽀給
します。また、当該⽀援⾦の受給期間が終了した世帯に対する再⽀給も可能です。⽀給には、所
定の収⼊要件、資産要件、求職等要件をすべて満たす必要があります。 
＜問合せ先＞住所を有する市町村の⽣活保護担当窓⼝等 

       ⼜は新型コロナウイルス感染症⽣活困窮者⾃⽴⽀援⾦相談コールセンター 
TEL:0120-46-8030（9:00〜17:00※平⽇のみ） 

＜申請期限＞令和４年３⽉末⽇まで 
 
 
 
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収⼊減少により、離職や廃業と同程度

の状況にあり、住居を失うおそれが⽣じている⽅に対して住宅確保給付⾦を⽀給します。当給
付⾦については、３か⽉間の再⽀給の申請期間が令和４年３⽉末⽇まで延⻑となりました。 

 
＜問合せ先＞住宅確保給付⾦相談コールセンター 

          TEL︓0120-23-5572（9:00〜17:00※平⽇のみ）⼜は 
お住まいの市町村の⽣活困窮者⾃⽴相談⽀援窓⼝（以下の⼀覧参照） 

市町村名 窓⼝名 電話番号 
⿃取市 ⿃取市パーソナルサポートセンター 0857-20-4888 

⽶⼦市 よなご暮らしサポートセンター（⽶⼦市社会福祉協議会） 0859-35-3570 
 ⽶⼦市役所福祉課 0859-23-5151 

倉吉市 あんしん相談⽀援センター（倉吉市社会福祉協議会） 0858-24-6265 

 5 ⽣活資⾦について 

 6 住まいについて 
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境港市 境港市社会福祉協議会 0859-45-6116 

岩美町 岩美町社会福祉協議会 0857-72-2500 
若桜町 ⽣活総合相談窓⼝（若桜町社会福祉協議会） 0858-82-0254 

智頭町 智頭町役場福祉課 0858-75-4102 

⼋頭町 ⼋頭町福祉相談⽀援センターほっと（⼋頭町社会福祉協議会） 0858-71-0100 

三朝町 パーソナルサポートセンターみささ（三朝町社会福祉協議会） 0858-43-3388 

湯梨浜町 暮らしサポートセンターゆりはま（湯梨浜町社会福祉協議会） 0858-35-2351 

琴浦町 琴浦町役場福祉あんしん課 0858-52-1715 

北栄町 北栄町役場福祉課 0858-37-5852 

⽇吉津村 ⽇吉津村役場福祉保健課 0859-27-5952 

⼤⼭町 パーソナルサポートセンターだいせん（⼤⼭町社会福祉協議会） 0859-54-2200 

南部町 ⽣活サポートセンターなんぶ（南部町社会福祉協議会） 0859-66-2900 

伯耆町 伯耆町社会福祉協議会 0859-21-0608 

⽇南町 ⽇南町役場福祉保健課福祉推進室 0859-82-0374 

⽇野町 ⽇野町役場健康福祉課 0859-72-0334 

江府町 江府町社会福祉協議会 0859-75-2942 

 
◆ 住宅⾦融⽀援機構では、これまでどおりの住宅ローン返済が困難となった⽅に対し、返済⽅法 

の変更メニューを⽤意しています。また、要件を満たせば返済期間の延⻑等の特例措置を利⽤ 
できます。 

＜問合せ先＞返済中の⾦融機関、または住宅⾦融⽀援機構各⽀店 
住宅⾦融⽀援機構中国⽀店 
TEL︓082-221-8694（平⽇9:00〜17:00） 
 

 
 

【電気料⾦】 
◆ 中国電⼒は、新型コロナウイルス感染症の影響により⼀時的に電気料⾦の⽀払いが困難であ

ると申し出た⽅を対象（※）に、電気料⾦の⽀払期限を延⻑する措置を講じています。最新の
措置状況は、下記問合せ先にご確認ください。 
※ ①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都道府県社会福祉協議会よ

り⼀時的な資⾦の緊急貸付を受けている（⼜は受けようとしている）⽅ 
②新型コロナウイルス感染症の影響により⼀時的に電気料⾦の⽀払いが困難と認められる⽅ 

＜問合せ先＞中国電⼒受付専⽤フリーダイヤル 
TEL︓0120-715-303（平⽇9:00〜17:00） 

 
 
 

 7 公共料⾦について 
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【⽔道料⾦】 
◆ ⽔道料⾦・下⽔道使⽤料の⽀払いが困難な⽅については、お住まいの地域の⽔道局にお問い

合わせください。 
＜問合せ先＞ お住まいの地域の⽔道局  

 
【ＮＨＫ受信料】 
◆ ＮＨＫは、新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤の影響を受けた⽅からの受信料のお⽀払い

に関する相談窓⼝を開設しています。 
＜問合せ先＞ ⿃取放送局（営業） 

TEL: 0857-29-9210（平⽇10:00〜17:00）  
 

 
 

 

◆ 警察庁は、新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の更新⼿続を受け
ることができない⼜はできなかった⽅に対し、以下のとおり対応しています。 

① 更新期間を3か⽉間延⻑するための申請受付は、令和3年12⽉28⽇をもって終了しました。運
転免許証の有効期間が12⽉29⽇以降の⽅は、延⻑することはできません。 

② 有効期間の末⽇までに更新⼿続を⾏うことができずに運転免許を失効させた場合は、運転免
許の失効から最⻑3年以内かつ新型コロナウイルス拡⼤の終息から1か⽉以内であれば、学科試
験・技能試験が免除され、運転免許の再取得が可能です。また、この場合再取得に必要な⼿数
料が減額されます 
＜問合せ先＞ 

東部地区運転免許センター TEL︓0857-36-1122 
中部地区運転免許センター TEL︓0858-35-6110 
⻄部地区運転免許センター TEL︓0859-22-4607 

 
 
 
【国税】 
◆ 令和3年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和4年3⽉15⽇までです

が、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な⽅については、同年４⽉15⽇までの
間、簡易な⽅法により申告・納付期限の延⻑を申請することができます。 

   詳しくは、以下の国税庁ホームページをご覧ください。 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf 
※ 確定申告会場への来場を検討されている⽅へ  

・ 確定申告会場への⼊場には、「⼊場整理券」が必要です。  
・ スマホ・タブレットからも申告書が作成できます。 

 
◆ 国税徴収法により、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でき

ない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限
り、換価の猶予が認められます。 

 8 運転免許証について 

 9 税⾦について 
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 11 年⾦等について 

また、国税通則法により、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場
合は、納税の猶予が認められる場合があります。 

＜問合せ先＞管轄の税務署（平⽇8:３0〜17:00） 
名称 管轄区域 所在地 電話番号 
⿃取税務署 ⿃取市、岩美郡、⼋頭郡 ⿃取市富安2丁⽬89番地4 

⿃取第⼀地⽅合同庁舎 
0857-22-2141 

倉吉税務署 倉吉市、東伯郡 倉吉市上井587番1号 0858-26-2721 
⽶⼦税務署 ⽶⼦市、境港市、 

⻄伯郡、⽇野郡 
⽶⼦市東町124番16号 
⽶⼦地⽅合同庁舎 

0859-32-4121 

 
【地⽅税】 
◆ 総務省は、地⽅税（⾃動⾞税や個⼈住⺠税等）における申告期限・納付期限の延⻑につい

て、各都道府県・市区町村に対して適切に運⽤するよう求めています。各地⽅公共団体における
取扱いについては、県税事務所、お住まいの市町村にお問い合わせください。 

 ＜問合せ先＞県税事務所、お住まいの市町村 
 
 

 
◆ 転⼊届は、住⺠基本台帳法により、住み始めてから14⽇以内に届け出る必要があります。これ

について総務省は、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のために、役所への来庁を避けたことにより
届出期間を経過してしまった場合、これを「正当な理由」とみなす通知を各市区町村に対し⾏って
います。詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。 

  なお、転出届をせずに他の市区町村に転⼊したときは、転出元の市区町村に対し、転出証明書
を郵便で請求することもできます。 

 ＜問合せ先＞お住まいの（⼜は住んでいた）市町村 
 
 
 
◆ ⽇本年⾦機構は、以下の対応を実施しています。 
 
【国⺠年⾦保険料】 
◆ 新型コロナウイルスの感染症の影響により、収⼊源となる業務の喪失や売り上げの減少などによ

り収⼊が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本⼈申告の所得⾒込額を⽤いた
簡易な⼿続きにより、国⺠年⾦保険料免除の⼿続きが可能になります。 

また、学⽣についても、収⼊が相当程度まで下がった場合は、同様に本⼈申告の所得⾒込額
を⽤いた⼿続きにより、国⺠年⾦保険料学⽣納付特例申請が可能となります。 

 
【標準報酬⽉額の特例改定】 
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響による事業主からの指⽰等で休業し、報酬が著しく下がった⽅

は、⼀定の要件を満たした場合に、健康保険・厚⽣年⾦保険料の標準報酬⽉額を、通常の随
時改定（４か⽉⽬に改定）によらず、特例により急減となった⽉の翌⽉から改定することが可能
です。届出は事業主が⾏います。詳細は、以下のＵＲＬをご確認ください。 

 10 住⺠票の転出・転⼊届について 
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〇 【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場
合における標準報酬⽉額の特例改定の延⻑等のご案内（⽇本年⾦機構） 
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html 
 

＜問合せ先＞管轄の年⾦事務所 
名称 管轄区域 所在地 電話番号 
⿃取年⾦事務所 ⿃取市、岩美郡、 

⼋頭郡   
⿃取市扇町176 0857-27-8311 

倉吉年⾦事務所 倉吉市、東伯郡 倉吉市⼭根619-1 0858-26-5311 
⽶⼦年⾦事務所 ⽶⼦市、境港市、 

⻄伯郡、⽇野郡 
⽶⼦市⻄福原2-1-34 0859-34-6111 

 
 
 
【⽇本学⽣⽀援機構の奨学⾦】 
◆ ⽇本学⽣⽀援機構は、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した⽅に対し、給付

奨学⾦・貸与奨学⾦による⽀援を⾏っています（⼤学等に在学している⼈が対象）。 
 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、勤務先の業績悪化や出勤停⽌等に伴う減収、 
失業、内定取消等が⽣じ、奨学⾦の返還が困難となった者は、減額返還や返還期限猶予を願
い出ることができます。 
＜問合せ先＞独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦相談センター 

TEL︓0570-666-301（平⽇9:00〜20:00） 
 

【学⽣等の学びを継続するための緊急給付⾦】 
◆ ⽂部科学省は、新型コロナウイルスの影響でアルバイト収⼊の減少等のより⼤学等での修学の

継続が困難となっている者に対し、現⾦を⽀給することで⽀援を⾏うため、学⽣等の学びを継続
するための緊急給付⾦による⽀援を⾏っています（⼤学等に在学している⼈が対象）。 

   本給付⾦の申請は、順次各⼤学等において受付を開始します。申請期間などについては、在
学する学校に問合せください。 

 ＜問合せ先＞ 
申請期間など、個別の問合せについて︓在籍する学校 

   制度⼀般について︓ 
【⼤学・短期⼤学・⾼等専⾨学校・⽇本語教育機関の学⽣】 

⽂部科学省⾼等教育局学⽣・留学⽣課 
      e-mail: kyuhugata-shien@mext.go.jp 
      ※ お問い合わせは、メールにてお願いします。 
      ※ メールの件名に【学校名】記載ください。 
   【専⾨学校⽣】 
    ⽂部科学省総合教育政策局⽣涯学習推進課 専修学校教育振興室 
    電話︓03-5253-4111（代表） 
    ※ お問い合わせの際は、交換⼿に「専⾨学校⽣への緊急給付⾦についての問合せ」と御説

明ください。 
  

 12 奨学⾦・授業料等について 
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＜参考＞ 
学⽣等の学びを継続するための緊急給付⾦ 
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html 

 
【⿃取県育英奨学資⾦】 
◆ 返還猶予 

⿃取県教育委員会は、新型コロナウイルス感染症の影響で収⼊が減少し、奨学⾦の返還が困
難になった⽅について、返還猶予の申請を受け付けています。猶予期間は最⼤１年間です。猶予
期間終了時の状況によっては再度申請できます。 
＜問合せ先＞⿃取県教育委員会⼈権教育課 

TEL︓0857-29-7145 
 

◆ 緊急貸与（⾼校分） 
  ⿃取県教育委員会は、新型コロナウイルス感染症の影響で、休業、離職、会社の倒産、売上
の減少等により家計が急変し、就学困難となった⾼等学校等の⽣徒を対象に育英奨学資⾦の緊
急貸与を⾏っています。 
＜問合せ先＞⿃取県教育委員会⼈権教育課 

TEL︓0857-29-7145 
 
【⿃取県⽴⾼等学校における授業料等の減免】 
◆ 授業料 
  ⿃取県教育委員会は、新型コロナウイルス感染症の影響で、家計が困窮し、授業料の⽀弁が
困難であると認められる場合、県⽴⾼等学校の授業料を減免します。 
＜問合せ先＞在籍の県⽴⾼校事務室 

⿃取県教育委員会⾼等学校課 TEL︓0857-26-7929 
 
◆ ⼊学料 
  ⿃取県教育委員会は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業、離職、会社の倒産、売
上の減少等があった場合、県⽴⾼等学校の⼊学料を減免します。 
＜問合せ先＞⼊学先の県⽴⾼校事務室 

⿃取県教育委員会⾼等学校課 TEL︓0857-26-7929 
 

 
 

◆ ⿃取労働局は、新型コロナウイルス感染症の影響による相談を受け付ける「特別労働相談窓
⼝」を設置しています。（4ページ再掲） 

 
 ＜問合せ先＞ 

○ ⿃取労働局 雇⽤環境・均等室総合労働相談コーナー 
所在地 ︓⿃取市富安2丁⽬89-9 
TEL︓0857-22-7000 
受付時間︓8:30〜17:15（平⽇のみ） 

   受付内容︓新型コロナウイルス感染症の影響による解雇、休業、雇⽤調整助成⾦等に
関する労働相談（企業が有給の特別休暇を導⼊してくれない等） 

 13 休業等について 
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※ 新型コロナウイルスに関連した特別休暇制度の導⼊に関する電話相談、企
業訪問によるコンサルティング（無料）を実施しています 

 
○ 倉吉労働基準監督署 総合労働相談コーナー 

所在地 ︓倉吉市駄経寺町2-15 倉吉地⽅合同庁舎３階 
TEL︓0858-22-5640 
開設時間︓8:30〜17:15（平⽇のみ） 
受付内容︓新型コロナウイルス感染症の影響による解雇、休業等に関する労働相談 

 
○ ⽶⼦公共職業安定所 助成⾦担当部⾨ 

所在地 ︓⽶⼦市末広町311 イオン⽶⼦駅前店４階 
TEL︓0859-33-3911 
開設時間︓8:30〜17:15（平⽇のみ） 
受付内容︓新型コロナウイルス感染症の影響による雇⽤調整助成⾦に関する労働相談 
 

◆ 厚⽣労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が、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
の⼀部を助成する雇⽤調整助成⾦の特例措置を講じています。 
※ 「新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付⾦」（4ページ参照）の⽀払いによって、

事業主の休業⼿当の⽀払義務が免除されるものではありません。まずは「雇⽤調整助成⾦」の
活⽤をご検討ください。 

 
＜問合せ先＞⿃取労働局職業安定部職業対策課 

TEL︓0857ー29ー1708 
雇⽤調整助成⾦等コールセンター 
TEL︓0120ｰ60ｰ3999（9:00〜21:00（フリーダイヤル※休⽇も対応）） 

 
◆ ⿃取県では、県内の中⼩企業、飲⾷・宿泊業等に対し、様々な⽀援策を実施しています。 
  詳細は、以下のホームページでご確認ください。 
  ⿃取県ホームページ（【事業者の皆様】新型コロナウイルス感染症への対応） 

https://www.pref.tottori.lg.jp/290044.htm 
 
⿃取県新型コロナ克服くらしの安⼼相談・応援窓⼝ 

新型コロナウイルス感染拡⼤予防対策に関する次のような内容の相談を受け付けています。 
<相談内容> 
○新型コロナ安⼼対策認証店等への⽀援 

   ・認証取得を希望する事業所へ、マニュアル作成⽀援、現地で感染拡⼤予防対策の助⾔ 
 ○飲⾷店、宿泊施設、販売店といった各種事業所及び団体等における具体的な予防対策 
   ・イベント開催申出書の受付、各種イベントの感染予防対策 
 ○新型コロナウイルス感染拡⼤予防対策県版ガイドラインの相談 
   ・業界団体からの⿃取県版ガイドライン作成の相談 
   ・オーダーメイド型感染対策マニュアルの作成⽀援 
＜連絡先＞ （平⽇8:30~17:15） 

○くらしの安⼼推進課 電話︓0857-26-7982 
○中部総合事務所環境建設局 電話︓0858-23-3982 
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 14 資⾦繰りについて 

○⻄部ワンストップセンター（⻄部総合事務所内）電話︓0859-31-9637 
 
◆ 国の⾏政機関は、各業種の事業者向け相談窓⼝を開設しています。 

対象業種 相談窓⼝ 電話番号 
農業・⾷品事業者 中国四国農政局企画調整室 086-224-9400 
中⼩企業・⼩規模事業者 中国経済産業局産業部中⼩企業課 082-224-5661 
⾃動⾞関連取引事業者 中国経済産業局地域経済部⾃動⾞担当 082-224-5760 
旅⾏業者、宿泊事業者 中国運輸局観光部観光企画課 082-228-8701 
鉄道事業者 中国運輸局鉄道部計画課 082-228-8797 
バス事業者 中国運輸局⾃動⾞交通部旅客第⼀課 082-228-3436 
タクシー事業者 中国運輸局⾃動⾞交通部旅客第⼆課 082-228-3450 
トラック事業者 中国運輸局⾃動⾞交通部貨物課 082-228-3438 
⾃動⾞整備業者 中国運輸局⾃動⾞技術安全部整備・保安課 082-228-9142 
旅客船事業者 中国運輸局海事振興部旅客課 082-228-3679 
貨物船・港湾運送事業者 中国運輸局海事振興部貨物・港運課 082-228-3690 
造船・舶⽤⼯業事業者 中国運輸局海事振興部船舶産業課 082-228-3691 

（参考） 
経済産業省は、新型コロナウイルスによる事業者への影響緩和、⽀援のための施策をまとめた

「⽀援策パンフレット」を公表しています。 
  〇 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ（経済産業省） 
     https://www.meti.go.jp/covid-19/ 
 
 
 
 
◆ 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により、⼤きな影響を受ける中堅・中⼩・⼩規模事

業者、フリーランスを含む個⼈事業主に対して、事業規模に応じた給付⾦（事業復活⽀援⾦）
を⽀給します。 

  〇 事業復活⽀援⾦事務局ホームページ（経済産業省）  
     https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ 
    ＜問合せ・電話予約＞事業復活⽀援⾦相談窓⼝  
                  TEL︓0120ｰ789ｰ140（8:30〜19:00※休⽇も実施）  
                  TEL︓03-6834-7593（IP電話等）  
（参考）  
   事業復活⽀援⾦の電⼦申請を⾏うことが困難な⽅のための「申請サポート会場」が開設されて

います。 
   ご利⽤は、完全事前予約制です。 事業復活⽀援⾦事務局ホームページからご予約ください 
   ・申請サポート会場︓⿃取市福祉⽂化会館3F（⿃取市⻄町2-311） 
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◆ ⿃取県では、⻑期化するコロナ禍で経営上の影響を受けた事業者への⽀援策として、以下の
応援⾦を創設しています。 

名称 内容 
コロナ禍再⽣応援⾦  認証店登録事業者に対し、感染対策の徹底を図りつつ、コロナ禍か

らの回復を⾒据えた事業継続や本格的な事業再開を応援するための
応援⾦ 

オミクロン株影響対策
緊急応援⾦ 

 オミクロン株による感染急拡⼤、第6波による県内外における⾏動抑
制など、新型コロナ感染急拡⼤に伴う経営上の影響を受けた県内中
⼩企業などの事業継続を下⽀えするための応援⾦ 

  詳細は、以下のホームページでご確認ください。 
  ⿃取県ホームページ（商⼯政策課ページ） 

https://www.pref.tottori.lg.jp/shoukouseisaku/ 
＜問合せ先＞ 
 ○コロナ禍再⽣応援⾦ 

 TEL︓0857-26-7971（平⽇8︓30〜17︓15） 
 e-mail: shoukou-ouenkin@pref.tottori.lg.jp 

 ○オミクロン株影響対策緊急応援⾦ 
 TEL︓0857-26-8634（平⽇8︓30〜17︓15） 
 e-mail: shoukou-taisaku@pref.tottori.lg.jp 
 

◆ ⿃取県では、県内事業者による新型コロナウイルスに関する国・県経済対策の補助⾦等の相
談・申請について、社会保険労務⼠・⾏政書⼠等がサポートする相談窓⼝を開設しています
（完全予約制による無料個別相談）。  

 

＜問合せ先＞ 
 コロナに打ち克つ︕経済対策予算ワンストップ予約窓⼝ 

区分 予約窓⼝（平⽇8:30〜17:15） 電話番号 
東部 東部ワンストップセンター 

(⿃取県商⼯労働部内) 
0857-26-7229（社会保険労務⼠の予約） 
0857-26-7538（⾏政書⼠・税理⼠の予約） 

中部 中部ワンストップセンター 
(⿃取県中部総合事務所内) 

0858-23-3985 

⻄部 ⻄部ワンストップセンター 
(⿃取県⻄部総合事務所内) 

0859-31-9637 

 
 企業・事業者向け相談窓⼝（コロナ禍克服相談窓⼝）（平⽇9:00〜17:00） 

相談機関 電話番号 所在地 
⿃取商⼯会議所 0857-32-8006 ⿃取市本町3丁⽬201 
⽶⼦商⼯会議所 0859-22-5131 ⽶⼦市加茂町2丁⽬204 
倉吉商⼯会議所 0858-22-2191 倉吉市明治町1037-11 
境港商⼯会議所 0859-44-1111 境港市上道町3002 
⿃取県商⼯会連合会 0857-31-5555 ⿃取市湖⼭町東4丁⽬100 
⿃取県中⼩企業団体中央会 0857-26-6671 ⿃取市富安1丁⽬96 
⿃取県信⽤保証協会 0857-26-6631 ⿃取市本町3丁⽬201 
⿃取県経営サポートセンター 0857-20-0071 ⿃取市本町1丁⽬101 
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◆ 中国財務局は、新型コロナウイルス感染症に関連し、⾦融機関の窓⼝のお問い合わせや、⾦

融機関とのお取引に関するご相談を受け付ける専⽤の⾦融相談ダイヤルを開設しています。 
 
＜問合せ先＞中国財務局⾦融相談ダイヤル（フリーダイヤル） 

TEL︓0120－99－0028 （平⽇9:00〜12:00、13:00〜17:00）  
◆ ⽇本政策⾦融公庫は、新型コロナウイルス感染症の発⽣により影響を受けた中⼩企業・⼩規

模事業者や農林事業者等からの融資や返済に関する相談を受け付けています。 
 
 ＜問合せ先＞⽇本政策⾦融公庫各⽀店（平⽇9:00〜17:00） 

営業⽀店名 国⺠⽣活事業 中⼩企業事業 農林⽔産事業 
⿃取⽀店 0857-22-3156 0857-23-1641 0857-20-2151 
⽶⼦⽀店 0859-34-5821 ― ― 

 
◆ 商⼯組合中央⾦庫は、新型コロナウイルス感染症の発⽣により影響を受けた中⼩企業や事業

協同組合等の融資や返済に関する相談を受け付けています。 
 
＜問合せ先＞商⼯中⾦各⽀店 

区分 
電話番号 

（平⽇9:00〜17:00） （⼟曜⽇9:00〜15:00） 
⿃取⽀店 0857-22-3171 

0120-542-711 
⽶⼦⽀店 0859-34-2711 

 
◆ 中⼩企業基盤整備機構は、⼩規模企業共済制度に契約している事業者が、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けて業績が悪化した場合における以下の特例措置を講じています。 
 ① 特例緊急経営安定貸付けの実施 
 ② 貸付けの延滞利⼦の免除 
 ③ 分割共済⾦受給者の⼀括⽀給（繰上⽀給）対応 
 

＜問合せ先＞中⼩企業基盤整備機構共済相談室(コールセンター)  
Tel:050-5541-7171（平⽇9:00〜18:00）  
 

◆ ⽇本政策投資銀⾏は、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業況が悪化した事業者
に対し、危機対応業務による資⾦繰り⽀援を実施します。 
 
＜問合せ先＞⽇本政策投資銀⾏事業資⾦相談ダイヤル 

0120-154-505（平⽇9:00〜17:00） 
⽇本政策投資銀⾏中国⽀店 
  082-247-4311（平⽇9:00〜17:00） 
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◆ ⽂部科学省は、新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏⾒などで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ダイヤルを開設しています。 

＜問合せ先＞24時間⼦供ＳＯＳダイヤル 
TEL︓0120-0-78310（フリーダイヤル、お近くの相談窓⼝に接続されます） 

 
 
◆ 法務省は、差別や虐待、パワーハラスメント等、様々な⼈権問題についての相談ダイヤルを開設

しています。 
＜問合せ先＞ 

・ みんなの⼈権110番 TEL︓0570-003-110（平⽇8:30〜17:15） 
・ こどもの⼈権110番 TEL︓0120-007-110 
                   （フリーダイヤル、平⽇8:30〜17:15） 

 
◆ 内閣府は、配偶者からの暴⼒に悩んでいる⽅のための相談ダイヤルを開設しています。 

また、メール、チャットによる相談も可能です。 
   ＜問合せ先＞ＤＶ相談＋ 

TEL︓0120-279-889（フリーダイヤル、24 時間受付） 
            ※１ 外国語による相談にも対応しています（10 か国語対応）。 

２ メール、チャットによる相談を希望する⽅は以下のホームページをご確
認ください。 

https://soudanplus.jp/ 
 
 

 
◆ AMDA国際医療情報センター（NPO団体）は、⽇本語の助けを必要とする在⽇・訪⽇外国

⼈のため、多⾔語による医療情報提供・電話医療通訳を⾏っており、新型コロナウイルス感染症
に関する多⾔語相談窓⼝も設置しています。 
【対応⾔語】英語、国語、韓国語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語、フィリピン語、ベトナム語 
（英語︓毎⽇対応、その他の⾔語︓指定曜⽇に対応） 
 ※「帰国者・接触者相談センター」や「帰国者・接触者外来」とは異なる独⾃の取組です。 

＜問合せ先＞AMDA国際医療情報センター 
         TEL︓03-6233-9266（平⽇10:00〜16:00） 
 
◆ 出⼊国在留管理庁は、新型コロナウイルスの感染拡⼤の影響により、本国等への帰国が困難

な外国⼈に対して、短期滞在（90⽇）の在留期間の許可や特定活動（6か⽉・就労可）へ
の在留資格の変更などを許可しています。 

外国⼈在留総合インフォメーションセンターでは、この他、⼊国・在留などの⼀般的な⼿続に
関する問合せも受け付けています。 

 ＜問合せ先＞外国⼈在留総合インフォメーションセンター 

 15 不当な差別やいじめ、ＤＶについて 

 16 外国⼈向け相談窓⼝について 
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           TEL︓0570ｰ013904（平⽇8:30〜17:15） 
 
◆ ⽇本政府観光局（JNTO）は、⾮常時の外国⼈旅⾏者の安全・安⼼確保のため、多⾔語で

対応するコールセンター「Japan Visitor Hotline」を設置しています。 
 【対応⾔語】英語、中国語、韓国語、⽇本語 
＜問合せ先＞Japan Visitor Hotline 

          TEL︓050ｰ3816ｰ2787（24時間、365⽇対応） 
 
◆ 法務省は、⽇本語を⾃由に話すことができない⽅からの⼈権相談を受け付ける相談ダイヤルを

開設しています。 
【対応⾔語】英語、中国語、韓国語、フィリピン語、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 
 
＜問合せ先＞外国語⼈権相談ダイヤル 

          TEL︓0570ｰ090911（平⽇9:00〜17:00） 
 
 
◆ （公財）⿃取県国際交流財団は、外国⼈の⽅々の⽣活相談に対応しています。 

＜問合せ先＞ 
（公財）⿃取県国際交流財団 本所 TEL︓0857-51-1165 

FAX︓0857-51-1175 
Email︓tic@torisakyu.or.jp 
受付︓平⽇9時〜18時、 
      ⼟⽇9時〜17時30分（祝⽇を除く） 

（公財）⿃取県国際交流財団 倉吉事務所 TEL︓0858-23-5931 
FAX︓0858-23-5932 
Email︓tick@torisakyu.or.jp 
受付︓8時30分〜17時15分（⼟⽇祝を除く） 

（公財）⿃取県国際交流財団 ⽶⼦事務所 TEL︓0859-34-5931 
FAX︓0859-34-5955 
Email︓ticy@torisakyu.or.jp 
受付︓9時〜17時30分（⼟祝を除く） 

 
 

 
◆ 国⺠⽣活センターが設ける「消費者ホットライン」では、新型コロナウイルス感染症に関する消

費者トラブルについての相談を受け付けています。 
 （相談事例） 

・ 市役所職員を名乗った不審な電話がかかってきた。 
・ ⾃宅を訪問してきた⾒知らぬ⼈に「給付⾦の申請に必要」と⾔われ、銀⾏の通帳等を渡して

しまった。 
＜問合せ先＞消費者ホットライン（お近くの相談窓⼝に接続されます） 

         TEL:188（局番なし） 

 17 新型コロナに関する消費者トラブル等について 
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◆ 国⺠⽣活センターでは、新型コロナワクチン詐欺に関する相談を受け付けています。 

（相談事例） 
・ 「新型コロナワクチンが接種できる。後⽇全額返⾦されるので、10万円を振り込むように」との

不審な電話がかかってきた。 
＜問合せ先＞新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン 
         TEL︓0120-797-188（10:00〜16:00、休⽇も実施） 

※050から始まるIP電話からはつながりません。 
※⼤変多くの相談があり、電話がつながりにくい時間帯があります。相談は消費者 

ホットライン188（通話料有料）も併せてご利⽤ください。 
 

【ワクチン接種に便乗した詐欺やトラブルにご注意ください】 
◆ ⿃取県警察本部は、新型コロナウイルス感染症の発⽣に乗じた不審な電話やメールに関する
相談を受け付ける相談窓⼝を設置しています。 
＜問合せ先＞ 
○⿃取県警察総合相談室（⿃取県警察本部⽣活安全企画課内） 

TEL︓0857-27-9110（24時間対応） 
※携帯電話、PHS、プッシュ回線は局番なしの ♯9110（24時間対応） 

○最寄りの警察署  
 
 
 

◆ 厚⽣労働省は、新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌に資することを⽬的として、新型コロナウ
イルス接触確認アプリ（無料アプリ）を開発しました。アプリの利⽤者は、新型コロナウイルス感染
症の陽性者と接触した可能性が分かることで、検査の受診など保健所のサポートを早く受けること
ができます。 
※ アプリのインストール時と、新型コロナウイルス感染症の陽性者との接触の可能性の通知を受

ける場合等、携帯電話会社の通信網を利⽤する場合に通信費がかかります。 
※ ⽒名・電話番号・メールアドレス等、個⼈の特定につながる情報の⼊⼒を求められることはあ

りません。 
【アプリ名称】新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA) 
【インストール⽅法】「App Store」⼜は「Google Play」でアプリ名称を検索 
   ○厚⽣労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 
 

 
 
◆ 各種Go To キャンペーンに関する問合せ窓⼝は以下のとおり設置されています 
○ Go To トラベル事業 

  本事業は⼀時停⽌されており、再開は未定です。 
＜問合せ先＞Go To トラベル事務局コールセンター 

 18 新型コロナウイルス接触確認アプリについて 

 19 Go To キャンペーン事業について 
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・旅⾏者の⽅ TEL︓0570-002-442（10:00〜19:00※休⽇も実施） 
                  03-6636-9457（         〃         ） 
・事業者の⽅ TEL︓0570-017-345（         〃         ） 
              03-6747-3986（         〃         ） 

 
○ Go To Eatキャンペーン事業 

＜問合せ先＞Go To Eatキャンペーンコールセンター 
TEL︓0570－029-200（10:00〜17:00※休⽇も実施） 
     050-3734-1523（           〃          ） 

 
○ がんばろう︕商店街事業（旧 GO TO 商店街事業） 

＜問合せ先＞がんばろう︕商店街 事務局（旧︓Go To 商店街 事務局）お問合せ
窓⼝ 

TEL︓03－5544-7612（平⽇10:00〜18:00） 
 

 
 

◆ 厚⽣労働省は、国内の新型コロナウイルスの感染者発⽣状況や、同ウイルスに関するQ＆A等
を公表しています。 

URL︓https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
（参考） 

⾸相官邸「新型コロナウイルス感染症に備えて〜⼀⼈ひとりができる対策を知っておこう〜」 
URL︓https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

 
 
◆ ⾸相官邸は、 新型コロナワクチンに関する正確な情報を分かりやすくお届けするため、 特設ホ

ームページ及びツィッターアカウントを開設しています。 
   〇新型コロナワクチンについて（⾸相官邸） 
      URL︓https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html 
   〇ツイッターアカウント（⾸相官邸（新型コロナワクチン情報）） 

URL︓https://twitter.com/kantei_vaccine?s=09 

  

 20 政府・地⽅公共団体の情報発信について 
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- 19 - 
 

◆ ⿃取県内の地⽅公共団体は、新型コロナウイルスの感染者発⽣状況や⽀援策等、同感染症
に関する情報を発信しています。 

   ※ホームページの更新により、リンク切れが発⽣する場合があります。 




