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１ 感染が疑われる場合等の相談窓口 
 

(１)新型コロナウイルス感染症が心配 
かかりつけ医がいる方は、まずはかかりつけ医に電話でご相談ください。 
 ・発熱等の症状がある場合 

・民間検査機関等で陽性と判定され、医師の診断が必要な場合 

（２）発熱等の症状がある（かかりつけ医がいない、相談先に迷っている場合） 

➀東京都  発熱相談センター                                    

電話番号： 03-5320-4592  又は  03-6258-5780 

受付時間： ともに２４時間、土日祝日を含む毎日 

 

➁東京都 発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤル                       

電話番号： 03-6630-3710  又は  03-6636-8900  又は  03-6732-8864 

受付時間： 24時間 
＊一般オペレーターが対応します。 

（３）新型コロナウイルス感染症で自宅療養 

うちさぽ東京 自宅療養サポートセンター                         

電話番号： 0120-670-440 

受付時間： 24時間、土日祝日を含む毎日 

対応言語： 英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、ミャンマー語、 

フランス語、タイ語、タガログ語 
＊自宅療養者本人が体調変化に気づいた際の相談や困りごと、食料の調達が困難な場合等に対応します。 

 

 

 

 ２ 一般的な相談窓口 

 

（１）新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談をしたい 

➀厚生労働省 新型コロナウイルス感染症電話相談窓口                                
電話番号： 0120-565-653（フリーダイヤル） 

受付時間： 下記参照（土日、祝日も実施）） 

対応言語： 日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語 （各９時～21時）    

タイ語（９時～18時）、ベトナム語（10時～19時） 

 

➁東京都 新型コロナ・オミクロン株コールセンター                                     

電話番号： 0570-550-571 

受付時間： ９時～22時、土日祝日を含む毎日 

  対応言語： 日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、ミャンマー語、タイ語 

フランス語、ポルトガル語、スペイン語 
＊感染の予防に関することや、心配な症状が出た時の対応など、新型コロナウイルス感染症に関する相談、オ

ミクロン株に関する相談を受け付けています。 

 

➂お住まいの区市町村 保健所                                                     

＊お問い合わせは、14～15ページをご覧ください。 



 

2 

 

  

 

（２）新型コロナウイルス感染症に関する情報がほしい 

東京都 新型コロナ対策パーソナルサポート＠東京                    

https://lin.ee/dCynj8n 
＊LINE 公式アカウント「新型コロナ対策パーソナルサポート＠東京」を友だちに追加し、ご自身の健康状態等を

入力いただくことで、一人ひとりに応じた新型コロナウイルス感染症に関する情報をお知らせします。利用に

は LINE アプリへの登録が必要です。 

（３）店舗の従業員と利用者を対象とした相談がしたい、情報提供してほしい 

東京都 もしサポコールセンター                           
電話番号： 0570-057-565 

受付時間： ９時～22 時（土曜日、日曜日、祝日を含む） 

対応言語： 日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、ミャンマー語、タイ語

フランス語、ポルトガル語、スペイン語 
＊接待を伴う飲食店等で新型コロナウイルスの患者が発生していることを踏まえ、店舗の従業員と利用者の

みを対象とした相談、情報提供サービスです。 

   

 

３ 後遺症に関する相談窓口 
 

➀東京都 後遺症対応医療機関マップ                         

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/link/iryokikan.html 

＊後遺症について相談できる、お住いの近くの病院を探すことができます。詳しくは、東京都ホームページで

ご確認ください。 

 

➁都立・公社病院の後遺症相談窓口                          
  ＊新型コロナウイルス感染症と診断（PCR 検査等で陽性）されてから、１～２か月以上経過し、何らかの症状があ

る方を対象として、電話で症状等の相談を受け付け、症状に応じて医療機関等の受診につなげるなどの支援

をしています。相談は無料です。お問い合わせは、16 ページをご覧ください。 

 

 

４ 新型コロナウイルスワクチンに関する情報 
 

➀首相官邸ホームページ                                                           

  https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html 
＊ワクチン接種についての状況、Q&A 等が掲載されています。 

 

➁厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター                                      

電話番号： 0120-761770（フリーダイヤル）  

受付時間： ９時～21時（土日・祝日も実施） 

対応言語： 日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、タイ語（９時～18時）、 

ベトナム語（10時～19時） 

 

➂厚生労働省 コロナワクチンナビ                                                   
https://v-sys.mhlw.go.jp/ 
＊ワクチン接種会場を探せたり、どうやって接種を受けるか等の情報を提供しています。 
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➃東京都 新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター                             

電話番号： 03-6258-5802 

受付時間： 24時間（土日祝日も実施） 

対応言語： 日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、 

ビルマ語（ミャンマー語）、タイ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語 
＊ワクチン接種後に副反応と思われる症状（痛み、倦怠感、頭痛、筋肉痛、悪寒、発熱等）が出た方に、看護師、保

健師等が電話で相談に対応します。 

 

＊電話での相談が難しい方（聴覚に障害のある方等）向けファクシミリでの相談   

FAX番号： 03-5388-1396 

相談方法： FAX相談票（東京都ホームページにて公開）に記入して送付 
  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronavaccine/for_tomin.html#cms44FAF 

 

➄お住いの区市町村 新型コロナワクチンに関する窓口                                 

＊お問い合わせは、16～18ページをご覧ください 

 

 

 ５ 生活にお困りの方向けの相談窓口  
 

（１）生活資金に困っている 

➀厚生労働省 生活福祉資金貸付相談コールセンター                                  

電話番号： 0120-46-1999 

受付時間： ９時～17 時（平日のみ） 
＊一般的なお問い合わせ先です。個別のご相談や申し込みは、お住いの地域の社会福祉協議会にお問い合わ

せください。お問い合わせは、18～20ページをご覧ください。 

 

➁厚生労働省 新型コロナウイルス感染症 生活困窮者自立支援金相談                  

電話番号： 0120-46-8030  

受付時間： ９時～17 時（平日のみ）  
＊緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付について、再貸付を終了した世帯や、貸付について不承認とされた

世帯等に対して、支援金が支給される場合があります。 

 

➂お住いの区市（町村は東京都） 生活困窮者自立支援の相談窓口                       
＊収入が減って生活が苦しい、失業して家賃が払えない、求職活動がうまくいかないなど、生活のことでお悩 

みの方向けの相談を受け付けています。お問い合わせは、20～22 ページをご覧ください。 

＊「厚生労働省 住まいの困りごと相談窓口」（0120-050-593）に、お住いの相談窓口を問い合わせることもで

きます。 

 

➃東京都 TOKYOはたらくネット 中小企業従業員融資（新型コロナウイルス感染症緊急対策） 
＊中央労働金庫都内本支店・ローンセンターでお申込できます。事前にお近くの店舗に電話でご相談ください。 

＊正規、非正規雇用の方問わずご利用いただけます。個人事業主の方は対象となりません。 

 

➄東京都福祉保健局 受験生チャレンジ支援貸付                                      
＊お住いの区市町村の窓口が掲載されています。 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/teisyotokusyataisaku/jukenseichallenge.file

s/R40415madoguchi.pdf 
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（２）生活保護を受けたい 

お住いの区市（町村は都） 福祉事務所                                               
＊お住いの地域を所管する福祉事務所にお問い合わせください。 

 

（３）住宅の確保に困っている 

➀厚生労働省 住宅確保給付金相談コールセンター                                    

電話番号： 0120-23-5572 

受付時間： ９時～１７時（平日のみ） 
＊制度に関して紹介します。申請やご相談は、お住いの自立相談支援窓口にお問い合わせください。お問い合

わせは、20～22 ページをご覧ください。 

 

➁JKK 東京（東京都住宅供給公社） 都営住宅募集センター                              

 電話番号： 03-3498-8894 
＊低額な家賃でお貸しする都営住宅の入居者募集を実施しています。 

 

➂東京都 TOKYOチャレンジネット                                                    
電話番号： 0120-874-225、  0120-874-505（女性専用ダイヤル） 

受付時間： 月・水・金・土 10時～17時、火・木 10時～20時 
＊住まいを失い、ネットカフェ等で寝泊まりしながら就労している方等の生活支援、居住支援を実施していま

す。 

 

（４）保険料（国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料、後期高齢者医療制度の保険料）を猶予 

してほしい 

お住いの区市町村 保険料の担当窓口                                               
＊減免や徴収猶予が認められる場合があります。お住いの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。 

 

（５）都税を猶予してほしい 

➀東京都 都税事務所徴収課又は支庁総務課                                         

＊通常の申請の場合です。徴収猶予又は換価の猶予が認められる場合があります。お問い合わせは、22 ペー

ジをご覧ください。 

 

➁東京都 都税総合事務センター総務課                                             

電話番号： 03-3525-4066 

受付時間： 平日９時～17時 
＊自動車税種別割について納付期限前に徴収猶予を申請する場合です。 

 

➂東京都 主税局徴収部納税推進課                                                 

電話番号： 03-3252-00955 

受付時間： 平日９時～17時 
＊換価の猶予の申請（猶予を受けようとする金額が 1件 50 万円未満かつ総額 100 万円未満のものに限

る）の場合です。 

 

（６）区市町村民税を猶予してほしい 

お住いの区市町村 区市町村民税の担当窓口                                         
＊区市町村税（区市町村民税、固定資産税、軽自動車税など）の納付期限の延長や納付の猶予が可能となる場 

合があります。お住いの区市町村の担当課にお問い合わせください。 
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（７）電気、ガス、水道・下水道、電話料金、NHK受信料の支払いを猶予してほしい 

ご契約の各事業者                                                                 
＊ご契約の各事業者にご相談ください。 

 

（８）住民税非課税世帯、子育て世帯、ひとり親世帯である 

➀内閣府 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター                  

電話番号： 0120-526-145 

受付時間： ９時～20時（土日祝日を除く） 

https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html 
＊家計急変世帯分の申請は、終了しています。詳しくは、お住まいの区市町村にお問い合わせください。 

 

➁内閣府 子育て世帯への臨時特別給付コールセンター                                

電話番号： 0120-526-145 

受付時間： ９時～20時（土日祝日を除く） 

https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.html 
＊詳しくは、お住まいの区市町村にお問い合わせください。 

 

➂厚生労働省 コールセンター（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）               

電話番号： 0120-811-166 

受付時間： ９時～18時（平日のみ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage 18013.html 

  

➃厚生労働省 コールセンター（ひとり親世帯分）                                      

電話番号： 0120-400-903 

受付時間： ９時～18時（平日のみ） 
＊申請方法の詳細については、お住まいの区市町村の「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）」

担当窓口までお問い合わせください。 

 

➄東京都 社会福祉協議会 高等職業訓練促進給付金（ひとり親世帯）                   

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062967 00005.html 

＊お住いの地域の社会福祉協議会が申請窓口です。18～20ページをご確認ください。 

 

➅東京都 社会福祉協議会 償還免除付きのひとり親家庭住宅支援資金貸付（ひとり親世帯） 

電話番号： 03-3268-7189 
＊制度に関するお問い合わせ先です。借り入れは、お住まいの区市町村に相談後、社会福祉協議会に申し込み

となります。18～20 ページをご確認ください。 

 

➆東京都 シングルママ・シングルパパくらし応援ナビ Tokyo                             
＊東京都保健福祉局がひとり親家庭向けの相談窓口をまとめています。 

https://www.single-ouen-navi.metro.tokyo.lg.jp/consultation-services/ 
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   ６ 事業者向け相談窓口 

 

（１）感染拡大防止に協力している 

➀東京都 緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター                           
電話番号： 03-5388-0567  

受付時間： ９時～19時（土日祝日含む毎日）  

 

➁東京都 感染拡大防止協力金等コールセンター                                      

電話番号： 0570-0567-92（ゼロコロナ キュウフ（給付）） 

受付時間： ９時～19時（土日祝日含む毎日） 

 

（２）各種相談窓口（実施主体別） 

➀金融庁関連 

・金融機関等への配慮要請に関する問合せ窓口 

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                                

電話番号： 0120-156811  I P電話からは03-5251-6813 

受付時間： 10時～17時（平日） 
＊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。 

 

➁厚生労働省関連 

・雇用調整助成金・産業雇用安定助成金に関する問合せ窓口 

厚生労働省 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター                       

電話番号： 0120‐60‐3999  

受付時間： ９時～21時（土日祝日を含む） 
＊各ハローワークでも受け付けています。 

＊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。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 

 

＊産業雇用安定助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主

が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃

金や経費の一部を助成します。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html 

 

・労務管理に関する特別労働相談窓口  

厚生労働省 東京労働局 総合労働相談コーナー                                      

電話番号： 03-3512-1608 

受付時間： ９時～17時（土日祝日を除く平日） 

所在地： 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎14階 

 

厚生労働省 中央労働基準監督署                                                   

電話番号： 03-6866-0008 

受付時間： ９時～17時（土日祝日を除く平日）  
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所在地： 東京都文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎６・７階 

＊各労働基準監督署でも受け付けています。 

 

ハローワーク助成金事務センター 特別労働相談窓口                                  

電話番号： 03-5337-7418 

受付時間： いずれも９時～17時（土日祝日を除く平日） 
＊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

談に応じています。 

 

・トライアル雇用助成金（新型コロナウイルス感染症対応（短時間）トライアルコース）に関する相談窓口 

東京労働局 又は 各ハローワーク                                                 
＊「トライアル雇用助成金（新型コロナウイルス感染症対応（短時間）トライアルコース）」は、新型コロナウイルス

感染症の影響で離職し、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者を、無期雇用へ移行する

ことを前提に、原則３か月間試行雇用する制度です。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou roudou/koyou/newpage 16286.html 

 

・小学校等の臨時休業に対応する保護者支援等に関する助成金  

厚生労働省 小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター                           

電話番号： 0120-876-187 

受付時間： ９時～21時（土日・祝日含む） 
＊小学校休業等対応助成金は、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざ

るをえない保護者を支援するための助成金です。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html 

 

・職場における感染防止対策について知りたい 

東京労働局 職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー             

電話番号： 03-3512-1616 

受付時間： 午前８時30分～17時15分(平日) 
＊厚生労働省ホームページに掲載されているＱ＆Ａやチェックリストのご案内や職場における感染防止のため

の具体的実践例のご紹介などを行います。 

 

➂農林水産省関連 

・農業者や食品事業者等からの相談窓口 

農林水産省 関東農政局企画調整室                                                 
電話番号： 048-740-0311、 048-740-0016 

受付時間： ９時～17時（平日） 
＊新型コロナウイルス感染症に係る農業者や食品事業者等からの相談に対応するため、各地方農政局に設

置された窓口です。 

 

  

➃経済産業省関連 

・資金繰り支援に関する問合せ窓口 

経済産業省 中小企業 金融相談窓口                                                

電話番号： 0570-783-183 

受付時間： ９時～19時（平日、土日祝日） 
＊新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象とて、資金繰り支援全般の相談窓口

を設置しています。 
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・中小企業の経営相談窓口 

関東経済産業局 産業部中小企業課                                                  

電話番号： 048-600-0321 

 

・事業再構築補助金に関する問合せ窓口 

中小企業庁 事業再構築補助金事務局コールセンター                                  

電話番号： 0570-012-088   I P電話専用回線は03-4216-4080 

受付時間： ９時～1８時（日祝日を除く） 
＊事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が 期待

しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を

支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。詳細については、中小企業庁ホーム

ページをご覧ください。 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ 

 

➄国土交通省関連 

・運輸・観光関係の経営への影響対策相談窓口 

関東運輸局 各種相談窓口                                                         
＊関東運輸局では、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受けている観光、公共交通な

どの所管業界に向けて相談窓口を設置しています。詳細については、関東運輸局ホームページをご覧くださ

い。 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/kansensho/coronavirus.html 

＊行政手続の特別措置や緊急支援策の申請先などの相談、問合せをお受けしています。 

 

➅日本年金機構 

日本年金機構 管轄の年金事務所                                                   
＊新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等の納付が困難であれば、猶予が認められる場合

があります。管轄の年金事務所へご相談ください。 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/koronayuyo.files/123.pdf 

 

➆日本政策金融公庫 

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル                                            

電話番号： 0120-154-505（音声ガイダンスが流れます） 

受付時間： 平日９時～17時 

＊ご相談は、各支店でも承っております。 

 

➇東京都関連、その他 
＊東京都では、新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受ける又はその恐れがある中小企業フリーランスを含

む個人事業主を支援するため、以下の相談窓口を設置しています。 

・資金繰りに関する相談 

産業労働局 金融部金融課                                                         

電話番号： 03-5320-4877 

受付時間： 平日９時～17時 

所在地： 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎19階北側 
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・経営に関する相談 

公益財団法人東京都中小企業振興公社 中小企業者等特別相談窓口                     

電話番号： 03-3251-7881 

受付時間： ９時～11時30分、13時～16時30分（平日。火のみ夜間相談～19時まで）  

メール相談： sien@tokyo-kosha.or.jp 

所在地：千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎5階 
＊事業活動に影響を受けるまたはその恐れがある中小企業者、フリーランスを含む事業主等を支援する窓口で

す。 

 

・下請け取引配慮要請に関する問合せ窓口 

公益財団法人 全国中小企業振興機関協会 下請かけこみ寺下請かけこみ寺              

電話番号： 0120-418-618 

受付時間： ９時～17時(平日。12時～13時は除く) 
＊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相談員や弁護士が受け付けています。 

 

・中小・小規模事業者やその他企業経営者の方向けの経営相談窓口 

一般社団法人 全国信用保証協会連合会                                                   
＊東京信用保証協会の各支店にお問い合わせください。 

 

東京都 商工会連合会                                                             

電話番号： 042-500-1140 
＊東京都内の商工会は、商工会連合会のホームページをご覧ください。 

https://www.shokokai-tokyo.or.jp/aboutus/list 

 

東京都 中小企業団体中央会                                                       

東京都中小企業団体中央会  

電話番号： 03-3542-0386 

東京都よろず支援拠点    

電話番号： 03-6205-4728 

 

中小企業基盤整備機構 関東本部企業支援部企業支援課 

新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓口                                                                

電話番号： 03-5470-1620 
＊新型コロナウイルス感染症により影響を受ける又はその恐れがある中小企業や小規模企業者を対象として、

経営上の相談に対応しています。 

 

 

 

 ７ 労働者向け相談窓口 
 

（１）休業に対する給付金を受け取りたい 

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター            

電話番号： 0120-221-276 

受付時間： 月～金８時30分～20時、土日祝８時30分～17時15分 
＊新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のう

ち、休業中に賃金 （休業手当）を受けることができなかった方を対象としています。 
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（２）賃金等労働条件に関する相談、退職、解雇、労働条件引下げ等に関する相談がしたい 

➀東京労働局 総合労働相談コーナー                                                

電話番号： 03-3512-1608 

所在地： 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎14階 

 

➁中央労働基準監督署                                                             

  電話番号： 03-6866-0008  

所在地： 東京都文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎６・７階 
＊各労働基準監督署でも受け付けています。勤務先の所在地を管轄している署へ、お問い合わせください。 

 

（３）新型コロナウイルス感染拡大の影響による、労働者派遣契約の契約解除、労働契約の解除に関す

る相談がしたい 

東京労働局 需給調整事業                                                          

  電話番号： 03-3452-1474 

受付時間： ９時～17時（土日祝を除く平日） 

所在地： 東京都港区海岸3-9-45 

 

（４）新型コロナウイルス感染症に関する解雇、雇止め、内定取消し、休暇や休業とそれに伴う賃金の取

扱い、職場のハラスメント等の相談がしたい 

東京都 TOKYOはたらくネット 東京都労働相談情報センター  

新型コロナウイルスに関する緊急労働相談ダイヤル 

 電話番号： 0570-00-6110(東京都ろうどう110番) 

 受付時間： 平日９時～20時、土曜９時～17時 
＊「新型コロナウイルス関連の相談」とお伝えください。 

   

（５）新型コロナウイルスの影響により解雇や雇止め、内定取消し等の相談がしたい 

東京しごとセンター 緊急就職相談ダイヤル・相談窓口                                 

 電話番号： 03-5213-5013 

受付時間： 平日９時～20時、土曜９時～17時 

 

（６）新型コロナウイルス感染症に感染したことによる手当 

加入している健康保険の保険者団体                                                  
＊新型コロナウイルス感染症に感染したため労務に服することができない場合、傷病手当を受け取ることがで

きる場合があります。詳細は、ご加入の健康保険者団体にお問い合わせください。 

 

 

 

８ 学生向け相談窓口 
 

（1）授業料等減免や給付型奨学金を利用したい、情報がほしい 

➀文部科学省ホームページ                                                         

https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm 
＊高等教育の就学支援新制度や経済的に困難な学生の支援策等が紹介されています。詳細は、文部科学省ホ

ームページをご覧ください。 
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➁東京都ホームページ                                                             
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/tuition/tuition/enrollment_support.html 
＊東京都や区市町村で、経済的に困難な家庭に対し、児童や生徒のための学業支援事業を進めています。事

業ごとに、目的や貸付けの条件が異なります。詳細は、東京都教育委員会のホームページをご覧ください。 

 

➂独立行政法人 日本学生支援機構 奨学金相談センター                             

電話番号： 0570-666-301   IP電話専用回線は 03-6743-6100 

受付時間： ９時～20時（土日祝日及び年末年始を除く） 

 

➃在籍している大学や専門学校等 学生支援や奨学金の担当窓口                       
＊在籍している大学や専門学校等の学生支援や奨学金の担当課等にもご相談ください。 

 

（２）大学等に修学するための資金を貸してほしい 

お住いの区市町村 社会福祉協議会                                                 

＊生活福祉資金貸付制度（教育支援資金）が利用できる場合があります。お問い合わせは、18～20ページを

ご覧ください。 

 

（３）新卒内定取消にあっている 

新卒応援ハローワーク 新卒者内定取消等特別相談窓口                               

・東京新卒応援ハローワーク 

電話番号： 03-5339-8609 

受付時間： 平日 10時～18時（第 1・３土１０時～１７時） 

・八王子新卒応援ハローワーク 

電話番号： 042-631-9505  

受付時間： 平日１０時～１８時 
＊最寄りのハローワークでも相談を受け付けています。 

 

 

９ 外国人向け相談窓口 
 

（１）生活に困っている 

➀一般財団法人東京都つながり創生財団 東京都多言語相談ナビ（TMC Navi）             

電話番号： 03-6258-1227 

受付時間： 10時～16時（平日） 

対応言語： やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、 

タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語 

＊東京都に住んでいる外国人向けに、多言語相談ナビを開設しています。生活で困っていることや知りたいこ

とについて、いろいろな言葉で相談でき、新型コロナウイルスで困ったときにも相談できるとしています。 

 

➁出入国在留管理庁 外国人在留支援センター FRESC（フレスク）ヘルプデスク            

電話番号： 0120-76-2029 ※フリーダイヤル お金はかかりません。  

受付時間： ９時～17 時（平日）） 

対応言語： 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、カンボジア語、 

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 

＊新型コロナウイルスの影響で生活に困っている外国人のために、ヘルプデスクを開設しています 
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（２）帰国が困難である、在留資格の相談がしたい 

Japan Visitor Hotline                                                                

電話番号： 050-3816-2787 

受付時間： 24時間365日 

対応言語： 英語、中国語、韓国語、日本語 

対応範囲： 緊急時案内（病気・事故等）、災害時案内、一般観光案内 
＊非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のため、365日、24時間、多言語で対応するコールセンターを開設しており、

新型コロナウイルス関連の問合せにも対応するとしています（観光庁情報）。 

 

（３）新型コロナウイルス感染症に関する情報がほしい 

➀NHK ワールド JAPAN                                                              
＊詳しくは、NHK ワールド JAPAN のホームページをご覧ください。 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/multilingual_links/ 

 

➁「Links for Multilingual News & BOSAI Info（20 の言葉のニュースと防災情報）」         

対応言語： 英語、アラビア語、ベンガル語、ビルマ語、中国語、フランス語、ヒンディー語、 

インドネシア語、ハングル、ペルシャ語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スワヒリ語、 

タイ語、トルコ語、ウルドゥー語、ベトナム語、日本語 
＊インターネット上で提供しており、対応言語を選択して、災害や新型コロナウイルスの情報を入手するこ 

とができます。ワクチンに関する情報や困ったときに外国語で相談できる窓口が掲載され 

ています。 

 

 

 

 

１０ その他 
 

（１）通知アプリ 

厚生労働省 ＣＯＣＯＡ                                                             

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 
＊厚生労働省が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、新型コロナウイルス感染症対策テ 

ックチームと連携して開発した、新型コロナウイルス接触確認アプリです。2022年末をもって利用停止 

となります。 

 

（２）消費者相談がしたい 

➀国民生活センター 新型コロナ関連詐欺 消費者ホットライン                          

電話番号： 0120-797-188（なくな いやや） 

受付時間： 10時～16時（土日祝日を含む） 

 

➁お住いの市町村、都 消費生活センター等                                          

電話番号： 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桁の電話番号です。 

（３）人権相談（いじめ、差別、虐待等の相談）がしたい 

➀お住いの地域の教育委員会の相談機関 24 時間子供ＳＯＳダイヤル                        

電話番号： 0120-0-78310（フリーダイヤル） 
＊原則として電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続します。 
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➁法務省 みんなの人権 110 番（全国共通人権相談ダイヤル）                               

電話番号： 0570-003-110  

受付時間： ８時30分～17時15分（平日） 

 

➂法務省 子どもの人権 110番                                                     

電話番号： 0120-007-110（フリーダイヤル） 

受付時間： ８時30分～17時15分（平日） 

 

➃法務省 外国語人権相談ダイヤル                                                 

電話番号： 0570-090911 

受付時間： ９時～17 時（平日） 

 

➄東京都 人権プラザ                                                             

電話番号： 03-6722-0118 

受付時間： 平日９時 30分～17 時 30分（祝日及び年末年始を除く） 

（４）DV相談 

➀内閣府 DV相談＋（プラス）                                                      

電話番号： 0120-279－889 

受付時間： 24時間対応 

 

➁内閣府 DV相談ナビ                                                             

電話番号： ♯8008（全国共通） 
＊最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。 

 

➂法務省 女性の人権ホットライン                                                   

電話番号： 0570-070-810 

受付時間： 平日８時 30分～17 時 15分 

（５）こころの相談 

東京都 自殺相談ダイヤル                                                         

電話番号： 0570-087478 

受付時間： 正午～午前５時 30分 

（６）法律相談 

日本司法支援センター 法テラスサポートダイヤル                                    

電話番号： 0570-078374 

受付時間： 平日９時～21時、土９時～17 時 
＊新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの方に対し、弁護士や司法書士による無料法律相談（条件あり）、

法的問題の解決に役立つ法制度や相談窓口等の情報提供を行っています。 
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センター 

中野区新型コロナワクチン接種コールセンター 0120-76-4040 ９:00-19:00（土日祝含む） 

杉並区新型コロナワクチン接種コールセンター 0120-023-015 ９:00-17:00（土日祝含む） 

豊島区新型コロナウイルスワクチンコール 

センター 
0120ｰ567ｰ153 ９:00-18:00（土日祝含む） 

北区新型コロナウイルスワクチン接種コール 

センター 
0120ｰ801ｰ222 

9:00-19:00（平日） 

9:00-17:00（土日祝） 

荒川区新型コロナワクチン相談センター 0800-666-7777 8:30-17:15（土日祝含む） 

板橋区新型コロナワクチンコールセンター 0120-985-252 ９:00-18:00（土日祝含む） 

練馬区新型コロナウイルスワクチン接種コール

センター 
03ｰ5984ｰ1633 9:00-17:00（平日） 

足立区コロナワクチン予約・相談ダイヤル 0120-230-377 8:00-20:00（土日祝含む） 

葛飾区新型コロナワクチンコールセンター 03-6625-7453 ９:00-18:00（土日祝含む） 

江戸川区新型コロナウイルスワクチン接種 

コールセンター 

03-6633-3380 

050-8881-8187 

050-8881-8190 

９:00-18:00（土日祝含む） 

八王子市新型コロナワクチン接種コール 

センター 
0120-383-183 ９:00-17:00（土日祝含む） 

立川市新型コロナウイルスワクチン接種予約 

センター（コールセンター） 
0120-741-567 8:30-17:30（平日） 

武蔵野市新型コロナウイルスワクチン接種 

コールセンター 
0570-666-852 8:30-17:15（平日） 

三鷹市新型コロナワクチン接種コールセンター 0570-026-567 9:00-17:00（平日） 

青梅市新型コロナウイルスワクチン接種担当

（コールセンター） 
0120-840-085 9:00-17:00（月～土） 

府中市新型コロナワクチンコールセンター 0570-042-567 
9:00-17:00（平日） 

9:00-12:00（第二,四土曜） 

昭島市新型コロナウイルスワクチンコール 

センター 
0120-201-432 ９:00-17:00（土日祝含む） 

調布市新型コロナワクチンコールセンター 0120-139-710 9:00-17:00（平日） 

町田市新型コロナワクチン接種相談コール 

センター 
042-732-3563 8:30-19:00（土日祝含む） 

新型コロナウイルス感染症対策小金井市コール

センター 
042-316-7666 ９:00-17:00（土日祝含む） 

小平市コロナワクチンコールセンター 

予約手続 

0120-985-365 

予約以外の問い

合わせ 

042-312-1289 

予約手続 

9:00-18:00（月～土） 

 

予約以外の問い合わせ 

8:30-17:00（平日） 

日野市コロナウイルスワクチン接種相談・予約 

センター 

予約の受付・変

更・キャンセル 

0120-950-391 

上記以外のお問

い合わせ・相談 

0120-950-734 

９:00-18:00（土日祝含む） 

東村山市コールセンター 0120-103-567 8:30-17:00（平日） 

国分寺市新型コロナワクチン接種コール 

センター 
042-320-3020 8:30-17:00（月～土、祝含む） 
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2階 

品川区 03-5718-7171 品川区大井1-14-1 大井１丁目共同ビル2階 03-5718-7170 

目黒区 03-3711-4995 目黒区上目黒2-19-15 目黒区総合庁舎別館

３階 

03-3719-8715 

大田区 03-3736-2026 大田区西蒲田7-49-2 大田区社会福祉センタ

ー内 

03-3736-2030 

世田谷区 03-3419-2611 世田谷区太子堂1-12-40 グレート王寿ビル６

階 

03-5431-5357 

渋谷区 03-5457-2200 渋谷区宇田川町1-1 渋谷区役所新庁舎内 03-3476-4904 

中野区 03-5380-5775 中野区中野5-68-7 スマイルなかの４階 03-5380-0750 

杉並区 03-5347-3134 杉並区天沼3-19-16 ウェルファーム杉並２階 03-5347-2061 

豊島区 03-6388-0055 豊島区東池袋1-39-2 豊島区役所東池袋分

庁舎4階 総務課 

03-5954-7105 

北区 03-3907-9494 北区岸町1-6-17 03-5948-6041 

荒川区 03-3802-3155 荒川区南千住1-13-20 03-5615-3441 

板橋区 03-3964-0556 板橋区板橋2-65-6 板橋区情報処理センター

内６階 

03-3964-1176 

練馬区 03-3991-5560 練馬区豊玉北5-14-6 新練馬ビル５階 03-3994-1224 

足立区 03-3880-5740 足立区中央本町1-17-1 区役所中央本町庁舎

内 

03-3880-5697 

葛飾区 03-5698-2457 葛飾区堀切3-34-1 地域福祉・障害者センタ

ー3階 

03-5698-2513 

江戸川区 03-5662-5587 江戸川区松島1-38-1 グリーンパレス１階 03-3654-2940 

八王子市 042-620-7282 八王子市元本郷町3-24-1 八王子市役所内 042-622-2701 

立川市 042-503-4308 立川市富士見町2-36-47 立川市くらし･し

ごとサポートセンター内 

042-526-6081 

武蔵野市 0422-23-0701 武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 0422-23-1180 

三鷹市 0422-46-1108 三鷹市新川6-37-1 元気創造プラザ３階 0422-49-8437 

青梅市 0428-22-1111 青梅市東青梅1-177-3 福祉センター内 0428-23-7165 

府中市 042-360-9996 府中市府中町1-30 ふれあい会館2階 042-362-9090 

昭島市 042-544-0388 昭島市昭和町4-7-1 保健福祉センター内２階 042-543-0003 

調布市 042-481-7693 調布市小島町2-47-1 総合福祉センター内 042-481-5115 

町田市 042-722-4898 町田市原町田4-9-8 町田市民フォーラム４階 042-723-4281 

小金井市 042-386-029５ 小金井市本町5-36-17 042-386-1294 

小平市 042-344-1217 小平市学園東町1-19-13 福祉会館内 042-341-6220 

日野市 042-586-3063 日野市日野本町7-5-23 中央福祉センター内 042-583-9205 

東村山市 042-394-6333 東村山市野口町1-25-15 東村山市地域福祉

センター１階 

042-393-0411 

国分寺市 042-324-8311 国分寺市戸倉4-14 国分寺市立福祉センター

内 

042-324-8722 

国立市 042-575-3226 国立市富士見台2-38-5 くにたち福祉会館内 042-575-3554 

福生市 042-552-2121 福生市南田園2-13-1 福生市福祉センター内 042-553-7532 

狛江市 03-3488-0294 狛江市元和泉2-35-1 あいとぴあセンター内 03-3430-9779 

東大和市 042-564-0012 東大和市中央3-912-3 042-564-3680 

清瀬市 042-495-5333 清瀬市下清戸1-212-4清瀬市コミュニティプ

ラザ２階 

042-495-5335 

東久留米市 042-420-9294 東久留米市滝山4-3-14 東久留米市わくわく

健康プラザ内 

042-476-4545 
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北区 北区くらしとしごと相談センター 03-6454-3104 

荒川区 
仕事・生活サポートデスク 

(福祉部生活福祉課) 

03-3802-3111 

内線2613/2624/2633 

板橋区 いたばし生活仕事サポートセンター 03-6912-4591 

練馬区 生活サポートセンター 03-3993-9963 

足立区 くらしとしごとの相談センター 03-3880-5705 

葛飾区 相談支援窓口 03-5654-8625 

江戸川区 

くらしごと相談室 中央 03-5662-0085 

くらしごと相談室 小岩 03-5876-7730 

くらしごと相談室 葛西 03-5659-6626 

八王子市 生活自立支援課 042-620-7462 

立川市 立川市くらし・しごとサポートセンター 042-503-4308 

武蔵野市 生活福祉課生活相談係 0422-60-1254 

三鷹市 
三鷹市生活・就労支援窓口 0422-45-1151 

内線2678/2679 

青梅市 生活自立支援窓口 0428-23-5888 

府中市 暮らしとしごとの相談コーナー 042-335-4191 

昭島市 昭島市くらし・しごとサポートセンター 042-519-2033 

調布市 調布ライフサポート 042-481-7693 

町田市 地域福祉部生活援護課生活・就労相談 042-724-4013 

小金井市 小金井市自立相談サポートセンター 042-386-0295 

小平市 こだいら生活相談支援センター 042-349-0151 

日野市 

健康福祉部 

セーフティネットコールセンター 

くらしの自立相談支援窓口 みらいと 

042-514-8574 

くらしの自立相談支援窓口みらいと 

多摩平6丁目サテライトセンター 

042-514-9855 

東村山市 
東村山市くらし・しごとサポートセンター 

ほっとシティ東村山 

042-306-3427 

国分寺市 自立生活サポートセンターこくぶんじ 042-324-8311 

国立市 

福祉総合相談ふくふく窓口 042-572-2111(直通) 

042-576-2111(代表) 

内線275・292 

福生市 福祉保健部 社会福祉課福祉総務係 042-551-1511 

狛江市 

こまYELL 03-3430-1111(代表) 

「こまYELL(エール)につな

いでください。」とお伝えく

ださい。 

東大和市 東大和市くらし・しごと応援センターそえる 042-563-2111(内線1081) 

清瀬市 きよせ生活相談支援センターいっぽ 042-495-5567 

東久留米市 生活困窮者自立支援相談窓口 042-470-7749 

武蔵村山市 
市民なやみごと相談窓口 042-565-1111 

(内線155・156) 

多摩市 しごと・くらしサポートステーション 042-338-6942 

稲城市 福祉くらしの相談窓口 042-378-2111(内線209) 

羽村市 生活自立相談窓口 042-555-1111(内線107) 

あきる野市 生活・就労相談窓口 042-558-1927 

西東京市 生活サポート相談窓口 042-420-2809 
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  参考１  「新しい生活様式」の実践例 
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参考２  ゼロ密を目指そう！ 
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参考３  感染リスクが高まる「５つの場面」 
 




