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新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 
に関する相談窓口（ガイドブック） 

＜ 北 海 道 版 ＞ 
総務省行政相談センターきくみみ（北海道管区行政評価局及び管内の函館・旭川 

・釧路の各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、様々なお問い合わせやご相談を受け付けています。 

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口が分からないなど、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、対面、お手紙及びＦＡＸによる受付 
下表の担当区域に応じた行政相談センターの直通電話番号におかけください。   

 
 

 
 

 
※

※ 

※  

○ 
 

※ 

 

行政相談センター名・所在地 担当区域 直通電話番号 FAX 番号 

きくみみ北海道（北海道管区行政評価局） 
〒060-0808 
札幌市北区北 8 条西 2 丁目 
札幌第 1 合同庁舎 7 階 

石狩、空知、胆
振、日高、小樽市 
(北海道全域を管
轄) 

011-709-1100 011-709-1842 

きくみみ函館（函館行政監視行政相談センター） 
〒040-0032 
函館市新川町 25-18 
函館地方合同庁舎 6 階 

渡島、檜山、後志
（ 小 樽 市 を
く） 

 
除 0138-27-1100 0138-23-0919 

きくみみ旭川（旭川行政監視行政相談センター） 
〒078-8501 
旭川市宮前 1 条 3 丁目 3 番 15 号 
旭川合同庁舎西館 5 階 

上川、留萌、宗
谷、オホーツク 0166-39-1100 0166-38-3013 

きくみみ釧路（釧路行政監視行政相談センター）  
〒085-0022 
釧路市南浜町 5-9 
釧路港湾合同庁舎 3 階 

釧路、根室、十勝 0154-23-1100 0154-23-7137 

 

 また、次の全国共通の電話番号（ナビダイヤル）におかけいただくと、自動的
におかけになった地域を管轄する行政相談センターにつながります。 

全国共通の電話番号：０５７０－０９０１１０（ナビダイヤル）

 ナビダイヤルは、NTTコミュニケーションズ株式会社が定める通話料がかかります

ので、最初に流れるガイダンスをご確認ください。また、電話会社の通話料割引サ

ービスや、携帯電話の料金定額プランの無料通話は適用されませんのでご注意くだ

さい。一部のIP電話からは、ナビダイヤルがご利用できない場合があります。 
電話、対面による相談の受付時間は平日8:30～17:15です。 

上記の受付時間以外の時間帯は、留守番電話で受け付けています。

インターネットによる受付 
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html

右のＱＲコードからもアクセス可能です。 

 

 

 

総務省 北海道管区行政評価局 

総務行政相談部 首席行政相談官室 

〒060-0808 

札幌市北区北 8 条西 2 丁目札幌第 1 合同庁舎 7 階 

電 話：０１１－７０９－１１００ 

ＦＡＸ：０１１－７０９－１８４２  

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
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1 新型コロナウイルス感染症の相談窓口 

新型コロナウイルス感染症に関する相談については、次の窓口にお問い合わせく

ださい。 

○ 国の相談窓口

○ 

・

相談窓口 相談方法等 

厚生労働省相談窓口

電 話 0120-565653 

対応言語・受付時間 

日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語

（毎日 9:00～21:00）、タイ語（毎日 9:00～18:00）、ベトナ

ム語（毎日 10:00～19:00）

詳細は厚生労働省ＨＰ
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_3

耳の不自由な方等、電話でのお問い合わせが難しい方は新型

コロナウイルス関連及びワクチンについての聴覚障害者相談

窓口（ＦＡＸ・メールアドレス）でご相談ください。

ＦＡＸ 03-3581-6251

メール corona-2020@mhlw.go.jp

詳細は一般財団法人全日本ろうあ連盟ＨＰ

https://www.jfd.or.jp/covid19/#gm

【 】 

 （ ） 

【 】 

（ ） 

【 】 

[ ] 

（ ） 

北海道の相談窓口 

 かかりつけ医がいない方で札幌市、函館市、旭川市、小樽市以外にお住まい

の方が対象（65 歳以上の方や基礎疾患のある方、妊娠している方、その他受診

を希望される方などはかかりつけ医に相談してください。） 

相談窓口 相談方法等 

北海道 

新型コロナウイルス

感染症健康相談セン

ター

新型コロナウイルス感染症に関する一般相談

電 話 0120-501-507 毎日 24 時間

詳細は北海道ＨＰ 
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/tiikisienn1.html 

北海道 

陽性者健康サポート

センター

自宅療養中に体調が悪化した場合などの相談

電 話 0120-303-111 毎日 24 時間

詳細は北海道ＨＰ 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/follow.html 

北海道 

陽性者登録センター 

検査キットの配布や陽性の方の陽性者登録

後志、胆振、日高、渡島、檜山地域の方

検査キット申請 
https://symview.me/medical_interview_flows/hokkaidocenter1/public/?url_kind=1 

陽性者登録 
https://symview.me/medical_interview_flows/hokkaidocenter2/public/?url_kind=1 

電 話 0120-607-601 毎日 9:00～17：30

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_3
mailto:corona-2020@mhlw.go.jp
https://www.jfd.or.jp/covid19/#gm
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/tiikisienn1.html
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/follow.html
https://symview.me/medical_interview_flows/hokkaidocenter1/public/?url_kind=1
https://symview.me/medical_interview_flows/hokkaidocenter2/public/?url_kind=1
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・ 

北海道 

陽性者登録センター 

[上記以外の地域の方] 検査キット申請 

https://queue.smp.ne.jp/waitingroom?r=kit_hokkaido 

陽性者登録 
https://reg34.smp.ne.jp/regist/switch/00002G0005GIdizNkK/positiveMail 

電 話 0120-025-451（毎日 9:00～17:30） 

耳の不自由な方等向

けの相談窓口 

北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課 

ＦＡＸ 011-206-0732 

メール covid.chiikishien@pref.hokkaido.lg.jp
※ ＦＡＸ又はメールの場合、ＨＰに掲載されている所定の様式で

送信する必要があります。

詳細は北海道ＨＰ 
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/sennyourenraku.html 

札幌市、旭川市、函館市、小樽市にお住まいの方 

相談窓口 相談方法等 

札幌市 

新型コロナウイルス

一般電話相談窓口 

【症状がない方の一般的な相談】 

電 話 0570-085-789（毎日 9:00～21:00） 

詳細は札幌市ＨＰ 

https://www.city.sapporo.jp/2019n-cov/soudan.html 

※ 耳の不自由な方等、電話でのお問い合わせが難しい方は、

ＦＡＸかメールでご相談ください。

ＦＡＸ 011-633-0746 

メール kansen_sogoannai@city.sapporo.jp

【抗原検査キットの無料配布】

詳細は札幌市ＨＰ
https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/yakkyoku_haifu.html 

救急安心センター 

さっぽろ 

【体調不良時の相談】 

電 話 011-272-7119 または ＃7119（毎日 24 時間） 

※ 英語、中国語、韓国語、タイ語、マレー語、ロシア語で

もご相談できます。

詳細は札幌市ＨＰ 

https://www.city.sapporo.jp/2019n-cov/soudan.html 

札幌市陽性者登録セ

ンター

【自己検査で陽性となった方】（陽性者登録システム） 

電 話 011-590-1107（毎日 9:00～18:00） 

詳細は札幌市ＨＰ 

https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/kensa-kit.html 

札幌市陽性者サポー

トセンター

【自宅療養中に体調が悪化した場合の相談】 

電 話 0570-022-680（毎日 8:00～21:00） 

※ 耳の不自由な方等、電話でのお問い合わせが難しい方は、

ＦＡＸでご相談ください。 ＦＡＸ 011-788-6825

https://queue.smp.ne.jp/waitingroom?r=kit_hokkaido
https://reg34.smp.ne.jp/regist/switch/00002G0005GIdizNkK/positiveMail
mailto:covid.chiikishien@pref.hokkaido.lg.jp
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/sennyourenraku.html
https://www.city.sapporo.jp/2019n-cov/soudan.html
mailto:kansen_sogoannai@city.sapporo.jp
https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/yakkyoku_haifu.html
https://www.city.sapporo.jp/2019n-cov/soudan.html
https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/kensa-kit.html
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相談窓口 相談方法等 

旭川市 

【旭川市新型コロナウイルス感染症健康相談窓口】 

電 話 0166-25-1201（24 時間） 

【陽性者サポート窓口】 

電 話 0166-21-3720（毎日 9:00～20:00） 

詳細は旭川市ＨＰ 
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/150/d071810.html 

【抗原検査キットの配布（無料）と陽性者判定・登録】 

電 話 0166-21-3721（毎日 9:00～17:00） 

詳細は旭川市陽性者フォローアップセンター事務局ＨＰ 
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/150/d076134.html 

函館市 

【函館市受診相談センター】 

電 話 0120-568-019（24 時間）     

詳細は函館市ＨＰ 
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2022062700061/ 

小樽市 

【小樽市発熱者相談センター】 

電 話 0120-510-010（24 時間）    

詳細は小樽市ＨＰ 

https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020121500027/ 

【新型コロナウイルス抗原検査キットの無料配布】 

電 話 0134-22-3117（小樽市保健所） 

詳細は小樽市ＨＰ 

https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2022083000034/ 

【小樽市新型コロナウイルス陽性者登録窓口】 

詳細は小樽市ＨＰ 

https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2022021100031/ 

耳の不自由な方等向

けの専用相談窓口 

耳の不自由な方等、電話でのお問い合わせが難しい方は、Ｆ

ＡＸ又はメールでご相談ください。 

〇 札幌市新型コロナウイルス一般電話相談窓口 

ＦＡＸ 011-633-0746 

メール kansen_sogoannai@city.sapporo.jp 

〇 旭川市相談窓口 ＦＡＸ 0166-21-3180 

〇 市立函館保健所 ＦＡＸ 0138-32-1526 

〇 小樽市保健所  ＦＡＸ 0134-22-1469 

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/150/d071810.html
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/150/d076134.html
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2022062700061/
https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020121500027/
https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2022083000034/
https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2022021100031/
mailto:kansen_sogoannai@city.sapporo.jp
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2 新型コロナウイルスワクチンに関する相談窓口 

 

 

新型コロナウイルスワクチンについては、次の窓口にお問い合わせください。

○ 首相官邸ＨＰ（特設サイト）

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

 

 

○ 国の相談窓口

  

  

  

  

相談窓口  

 

相談方法等

厚生労働省新型コロ

ナワクチンコールセ

ンター

電 話 0120-761770 

対応言語・受付時間：

日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語

（毎日 9:00～21:00）、タイ語（毎日 9:00～18:00）、ベトナ

ム語（毎日 10:00～19:00）

詳細は厚生労働省ＨＰ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

※ 耳の不自由な方等、電話での問い合わせが難しい方は、ＦＡＸ

又はメールでご相談ください。

ＦＡＸ 03-3581-6251 

メール corona-2020@mhlw.go.jp

詳細は一般財団法人全日本ろうあ連盟ＨＰ

https://www.jfd.or.jp/covid19/arc/1761

〇 北海道の相談窓口

相談窓口  

 

 
 

相談方法等

北海道新型コロナウ

イルスワクチン接種

相談センター

電 話 0120-306-154（毎日 9:00～17:30）

詳細は北海道ＨＰ
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/covid/wakuchin_madoguchi.html

※ 耳の不自由な方等、電話での問い合わせが難しい方は、ＦＡＸ

でご相談ください。

ＦＡＸ 011-799-0338 

○ 市町村の相談窓口（参考）

道内の市町村では、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に係る相談窓口を

設けています。次の一覧は、当局が、北海道や道内市町村のＨＰ等の記載に基づき

作成したものです。受付時間等は、市町村にお問い合わせください。

市町村によっては、相談窓口が変更となっていたり、新規の予約を一旦停止して

いたりする場合がありますので、最新の情報については、各市町村の窓口、ＨＰ、

広報誌等をご確認ください。

市町村名 電話番号

札幌市 011-351-8646 旭川市 0166-25-3501 

小樽市 0120-315-616 函館市 0120-966-216 

北斗市 0570-000-338 松前町 0139-42-2650 

市町村名 電話番号 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
mailto:corona-2020@mhlw.go.jp
https://www.jfd.or.jp/covid19/arc/1761
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/covid/wakuchin_madoguchi.html
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市町村名   

  

電話番号 市町村名

福島町 0139-47-4545 知内町 01392-5-3506 

木古内町  

  

 

01392-2-2250 七飯町 0120-982-262 

鹿部町 01372-7-7023 森町 01374-3-2311 

八雲町
（八雲地域）0137-65-2100 

（熊石地域）01398-2-3111 
長万部町 

  

 

01377-2-2111 

江差町 0139-52-6718 上ノ国町 0139-55-2360 

厚沢部町 0139-64-3319 乙部町 0139-62-2858 

奥尻町  

  

  

01397-2-3381 今金町 0137-83-8085 

せたな町 0137-84-5115 江別市 011-600-1234

石狩市 0570-20-0694 当別町 0570-081-892 

新篠津村  

  

  

0126-57-2111(内線 360･363) 千歳市 0120-707-588 

恵庭市 0120-333-129 北広島市 0800-800-9980 

島牧村 0136-75-6001 寿都町 0136-62-2513 

黒松内町  

 

  

 

0136-72-4285 蘭越町 0136-57-6308 

ニセコ町 0136-44-2121 真狩村 0136-45-3612 

留寿都村 0136-46-3131 喜茂別町 0136-55-5831 

京極町 0136-42-2111 倶知安町 

  

  

 

0570-023377 

積丹町 0120-113-520 古平町 0120-113-520 

仁木町 0120-113-520 余市町 0120-113-520 

赤井川村 0120-113-520 共和町 

  

   

  

0135-73-2014 

岩内町 0135-67-8911 泊村 0135-65-2278 

神恵内村 0135-76-5011（代表） 夕張市 0123-52-3106 

岩見沢市 0120-770-048 美唄市
0126-38-5570 

0126-35-6161 

三笠市  

  
 

  

 

01267-3-2010 南幌町 011-378-3022

由仁町 0123-83-2771 長沼町
0123-82-5555 

（自動音声案内「1」番）

栗山町
0123-76-7065 

0123-76-7071 
月形町 0126-53-3155 

芦別市 0124-27-7837 赤平市 

  

  

  

0125-32-5665 

滝川市 0570-037-289 砂川市 0125-52-2000 

歌志内市 0125-42-3213 奈井江町 0120-507-170 

上砂川町 0125-62-2222 浦臼町 0125-69-2100 

新十津川町  

  

    

0120-837-880 雨竜町 0125-74-8021 

深川市
0120-750-999 

0164-26-2609 
妹背牛町 0164-32-2412 

秩父別町 0164-33-2111（代表） 北竜町 0164-34-2111（代表）

沼田町  

  

  

 

0164-35-2120 幌加内町 0165-35-3092 

鷹栖町 0166-87-2112 東神楽町 0166-83-5815 

当麻町 0166-84-7020 比布町 0166-85-2555 

愛別町 01658-6-5111(内線 135) 上川町 

  

01658-7-7711 

東川町 0166-76-5365 美瑛町
0166-92-7021 

0166-92-7090 

電話番号 
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市町村名   

 

電話番号 市町村名

士別市 0165-22-0336 名寄市 

  

  

 

01654-2-1486 

和寒町 0165-32-2000 剣淵町 0165-34-3955 

下川町
01655-5-2550 

01655-4-3356 
美深町 01656-2-1685 

音威子府村 01656-5-3311（代表）  

  

  

  

中川町 01656-8-7065 

富良野市 0167-56-7688 上富良野町 0167-45-6987 

中富良野町 0167-44-3025 南富良野町 0167-52-2211 

占冠村 0167-56-2122 留萌市 0164-56-1507 

増毛町   

  

   

 

0164-53-3111 小平町 0164-56-2111（代表）

苫前町 0164-64-2215 羽幌町 0164-62-6020 

初山別村 0164-67-2211（代表） 遠別町 01632-7-2125 

天塩町 01632-2-1728 稚内市 0162-23-2700 

猿払村 01635-2-3355 浜頓別町 01634-2-2345（代表） 

中頓別町 01634-6-1111（代表） 枝幸町 0163-62-4658 

豊富町 0162-82-3761 礼文町 0163-86-1001（代表） 

利尻町 0163-84-2345（代表） 利尻富士町 0163-82-1111（代表） 

幌延町 01632-5-1790 網走市 0800-800-1388 

斜里町 0152-26-7211 清里町 0152-26-7755 

小清水町 0152-62-4480 大空町 
大空町役場 0152-74-2111（114） 

東藻琴支所 0152-66-2131（442） 

北見市 0120-226-750 美幌町 0152-77-6560 

津別町 0120-786-137 訓子府町 0157-57-3025 

置戸町 0157-52-3188 紋別市 0158-24-3355 

佐呂間町 01587-2-1212 遠軽町 0570-022030 

湧別町 01586-5-3765 滝上町 050-5443-2452

興部町 0158-82-4170 西興部村 0120-306-154 

雄武町 0120-006-326 室蘭市 0570-039-130 

登別市 0570-035-056 伊達市 0142-82-3390 

豊浦町 0142-82-3880 壮瞥町 0142-66-2340 

洞爺湖町 0142-76-4035 苫小牧市 0144-82-9660 

白老町 0120-010-117 厚真町 0145-26-7871 

安平町 0145-29-7071 むかわ町 
（鵡川本庁)0145-42-2445 

（穂別支所)0145-47-5411 

浦河町 0146-26-9004 様似町 0146-36-5565 

えりも町 01466-2-2600 日高町 
（門別地区）01456-2-5300 

（日高地区）01457-6-3173 

平取町 01457-4-6112 新冠町 0146-47-2113 

新ひだか町 0146-42-0880 帯広市 
0570-015-586 

0155-20-7777 

音更町 0570-080-396 士幌町 01564-5-2108 

上士幌町 01564-2-4128 鹿追町 0156-66-1351 

新得町 0120-621-223 清水町 0120-587-621 

芽室町 0155-66-5953 中札内村 0155-67-0276 

電話番号 
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市町村名 市町村名 電話番号 電話番号 

更別村 0155-53-3000 大樹町 01558-6-2100 

広尾町 01558-2-5123 幕別町 0155-54-6615 

池田町 
015-578-7776

015-572-2100
豊頃町 015-574-3141

本別町 0156-28-0019 足寄町 0156-25-2571 

陸別町 0156-27-8001 浦幌町 015-578-9004

釧路市 0120-110-588 釧路町 0570-087-890 

厚岸町 0120-660-490 浜中町 0153-62-2307 

標茶町 015-486-7383 弟子屈町 015-482-2935

鶴居村 0154-64-2116 白糠町 01547-2-2171（内線 555） 

根室市 0153-23-6171 別海町 0120-190-920 

中標津町 0153-74-8785 標津町 0153-85-7272 

羅臼町 0570-666-896 

3 労働者向けの特別労働相談窓口等 

北海道労働局では、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇、雇止め、休業手

当等に関する相談に応じる「特別労働相談窓口」等を開設しています。受付時間は、

各労働局・労働基準監督署にご確認ください。 

〇 北海道労働局の特別労働相談窓口等 

内容 相談窓口 電話番号 

解雇・雇止め・休業手当 
北海道労働局雇用環境・均等部指導

課内「特別労働相談窓口」 
011-707-2700

派遣労働者の契約解除 
職業安定部需給調整事業課 

「派遣労働者相談窓口」 
011-738-1015

労働保険料の申告・納付 
総務部労働保険徴収課 011-776-6099

労働保険事務組合の方の相談窓口 011-776-6199

〇 労働基準監督署の特別労働相談窓口 

内容 相談窓口 電話番号 

解雇・雇止め・休業手

当・未払賃金立替払制

度・労災補償等（総合

労働相談コーナー） 

函館労働基準監督署 0138-87-7600 

帯広労働基準監督署 0155-97-1242 

北見労働基準監督署 0157-88-3982 

苫小牧労働基準監督署 0144-88-8898 

※ 特別労働相談窓口を開設していない労働基準監督署においても、各種相談に応

じています。

○ 北海道労働局ＨＰ

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/newpage_00166.html

〇 北海道及び札幌市の相談窓口 

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/newpage_00166.html
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北海道や札幌市では、新型コロナウイルス感染症の影響による離職、休業等に

関する相談に応じる窓口を開設しています。 

相談窓口 

 

○

・

・

⇒

・

⇒

電話番号 受付時間 

北海道  

労働相談ホットライン 

（労働契約にまつわるトラブル等の労

働問題に関する相談を受付） 

0120-81-6105 
平日 17:00～20:00 

土曜日 13:00～16:00 

札幌市 

新型コロナ特別就業専門相談窓口 
011-708-8321 平日 8:45～17:00 

札幌市 

新型コロナ感染症に係る労働問題・

社会保険の社会保険労務士相談窓口 

以下のとおり 各日 13:00～17:00 

あいワーク西 011-611-0254

あいワーク南 011-582-4718
月曜日 

あいワーク清田 011-889-2080 火曜日 

就業サポートセンター 011-738-3161 水曜日 

あいワーク東 011-741-2415 木曜日 

就業サポートセンター 011-738-3161 金曜日 

4 小学校等の臨時休業等による特別な休暇に関する相談窓口 

○ 小学校休業等対応助成金

厚生労働省では、 令和 3 年 8 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの間に、次のこ

どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給（賃金全

額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主を支

援しています。 

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など（保育所等を含みます）に通うこども 

２．新型コロナウイルスに感染したこどもなど、小学校などを休む必要があるこ

ども 

厚生労働省ＨＰ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

<申請期限> 

令和 3 年 8 月 1 日～令和 4 年 9 月 30 日の休暇（申請受付終了）

令和 4 年 10 月 1 日～令和 4 年 11 月 30 日の休暇

令和 5 年 1 月 31 日（必着）

令和 4 年 12 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日の休暇

令和 5 年 5 月 31 日（必着）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
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<問い合わせ先> 

相談窓口 

○

（ ） 

福祉事務所（市・区） 電話番号 

電話番号 受付時間 

小学校休業等対応助成金・支援

金コールセンター 
0120-876-187 毎日 9:00～21:00 

5 生活支援に関する相談窓口 

（１）生活困窮者支援及び生活保護

生活にお困りのときや生活保護に関する相談は、市町村又は総合振興局・振興局

にお問い合わせください。 

北海道ＨＰ：生活保護の相談・申請窓口

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/hog/a0005.html

市にお住まいの方

福祉事務所（市・区） 電話番号 

札幌市中央区 011-231-2400 札幌市北区 011-757-2400

札幌市東区 011-741-2400 札幌市白石区 011-861-2400

札幌市厚別区 011-895-2400 札幌市豊平区 011-822-2400

札幌市清田区 011-889-2400 札幌市南区 011-582-2400

札幌市西区 011-641-2400 札幌市手稲区 011-681-2400

函館市 0138-21-3276 小樽市 0134-32-4111 

旭川市 0166-26-1111 室蘭市 0143-22-1111 

釧路市 0154-23-5151 帯広市 0155-24-4111 

北見市 0157-23-7111 夕張市 0123-52-3131 

岩見沢市 0126-23-4111 網走市 0152-44-6111 

留萌市 0164-42-1801 苫小牧市 0144-32-6111 

稚内市 0162-23-6161 美唄市 0126-62-3131 

芦別市 0124-22-2111 江別市 011-382-4141

赤平市 0125-32-2211 紋別市 0158-24-2111 

士別市 0165-23-3121 名寄市 01654-3-2111 

三笠市 01267-2-3181 根室市 0153-23-6111 

千歳市 0123-24-3131 滝川市 0125-23-1234 

砂川市 0125-54-2121 歌志内市 0125-42-3211 

深川市 0164-26-2228 富良野市 0167-39-2211 

登別市 0143-85-2111 恵庭市 0123-33-3131 

伊達市 0142-23-3331 北広島市 011-372-3311

石狩市 0133-72-3111 北斗市 0138-73-3111 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/hog/a0005.html
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（町村にお住まいの方） 

福祉事務所（振興局） 福祉事務所（振興局） 電話番号 

 

 

 

 

 

 

 

○

電話番号 

石狩振興局 渡島総合振興局 
011-231-4111 0138-47-9400 

（社会福祉課） （社会福祉課） 

渡島総合振興局 檜山振興局 
0139-42-2257 0139-52-6500 

（松前社会福祉事務出張所） （社会福祉課） 

檜山振興局 後志総合振興局 
01378-4-5729 0136-23-1300 

（北檜山社会福祉事務出張所） （社会福祉課） 

後志総合振興局 後志総合振興局 
0135-22-6118 0136-62-2214 

（余市社会福祉事務出張所） （寿都社会福祉事務出張所）

空知総合振興局 空知総合振興局 
0126-20-0200 0164-23-3402 

（社会福祉課） （深川社会福祉事務出張所）

上川総合振興局 上川総合振興局 
0166-46-5900 01654-2-2258 

（社会福祉課） （名寄社会福祉事務出張所）

留萌振興局 留萌振興局 
0164-42-8404 01632-2-1080 

（社会福祉課） （天塩社会福祉事務出張所）

宗谷総合振興局 宗谷総合振興局 
0162-33-2516 0163-82-1549 

（社会福祉課） （鴛泊社会福祉事務出張所）

オホーツク総合振興局 オホーツク総合振興局
0152-41-0603 0158-24-3101 

（社会福祉課） （紋別社会福祉事務出張所）

オホーツク総合振興局 胆振総合振興局 
0158-42-5161 0143-24-9900 

（遠軽社会福祉事務出張所） （社会福祉課） 

日高振興局 十勝総合振興局 
0146-22-9030 0155-26-9005 

（社会福祉課） （社会福祉課） 

釧路総合振興局 根室振興局 
0154-43-9100 0153-72-2161 

（社会福祉課） （中標津社会福祉事務出張所）

（２）生活福祉資金貸付制度

厚生労働省で実施した生活福祉資金の特例貸付（緊急小口資金・総合支援資金）

は、国の決めた要件にあてはまる場合、「償還（返済）免除」になります。免除申

請手続については、次の国又は北海道社会福祉協議会の窓口にお問い合わせくだ

さい。 

国、北海道社会福祉協議会の相談窓口

相談窓口 相談方法等 

厚生労働省  

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

電 話 0120-46-1999（平日 9:00～17:00） 

詳細は厚生労働省ＨＰ 

https://corona-support.mhlw.go.jp/ 

北海道社会福祉協議会 

コロナ特例事務センター

電 話 0120-540-085（平日 9:00～18：00） 

詳細は北海道社会福祉協議会ＨＰ 

http://www.dosyakyo.or.jp/seifuku_shikin/ 

北海道社会福祉協議会本部・地区事務所・市町村社協所在地 

http://www.dosyakyo.or.jp/access/index.html 

https://corona-support.mhlw.go.jp/
http://www.dosyakyo.or.jp/seifuku_shikin/
http://www.dosyakyo.or.jp/access/index.html
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○ 市町村の社会福祉協議会（受付時間は、各社会福祉協議会にご確認くださ

い。）

  社会福祉協議会  

 
 

電話番号 ＦＡＸ番号 社会福祉協議会

札幌市 011-614-3345 011-614-1109
札幌市

中央区 

  

 

 

 

 

011-281-6113 011-208-0881

札幌市北区 011-757-2482 011-737-7270 札幌市東区 011-741-6440 011-721-6444

札幌市

白石区
011-861-3700 011-866-8999

札幌市

厚別区
011-895-2483 011-896-4260

札幌市 

 

 

 

  

 

豊平区
011-815-2940 011-815-7370

札幌市

清田区
011-889-2491 011-889-2492

札幌市南区 011-582-2415 011-582-7370 札幌市西区 011-641-2400 011-611-6620

札幌市

手稲区 
 

  

  

011-681-2400 011-684-8560 函館市 0138-23-2226 0138-23-2224 

小樽市 0134-23-3653 0134-32-5641 旭川市 0166-23-0742 0166-23-0746 

室蘭市 0143-83-5031 0143-47-0123 釧路市 0154-24-1565 0154-23-3776 

帯広市  

  

 

0155-21-2414 0155-21-2415 北見市 0157-61-8181 0157-61-8183 

夕張市 0123-56-6004 0123-56-6005 岩見沢 0126-22-2960 0126-24-4977 

網走市 0152-43-2472 0152-43-3919 留萌市 

  

  

0164-42-5530 0164-43-6062 

苫小牧市 0144-32-7111 0144-34-8141 稚内市 0162-24-1139 0162-24-1159 

美唄市 01266-2-0770 01266-2-6996 芦別市 0124-22-2194 0124-22-5466 

江別市  

  

  

011-385-1234 011-385-1236 赤平市 0125-32-1015 0125-32-1025 

紋別市 0158-23-2350 0158-26-2299 士別市 0165-22-3012 0165-22-3019 

名寄市 01654-3-9862 01654-3-9949 三笠市 01267-2-3151 01267-3-1515 

根室市  

  

  

0153-24-0381 0153-24-0551 千歳市 0123-27-2525 0123-27-2528 

滝川市 0125-24-8640 0125-24-8657 砂川市 0125-52-2588 0125-55-2232 

歌志内市 0125-42-2328 0125-42-3413 深川市 0164-26-2411 0164-22-1443 

富良野市  

  

 

0167-39-2215 0167-39-2216 登別市 0143-88-0860 0143-88-4546 

恵庭市 0123-33-9436 0123-33-9709 伊達市 0142-22-4124 0142-22-1888 

北広島市 011-372-1698 011-372-1704 石狩市 

  

  

0133-72-8181 0133-74-2008 

北斗市 0138-74-2500 0138-74-3655 当別町 0133-22-2301 0133-22-0001 

新篠津村 0126-58-3335 0126-58-3335 松前町 0139-42-2270 0139-42-5880 

福島町  

  

  

01394-7-2284 01394-7-5081 知内町 0139-25-4071 0139-25-7441 

木古内町 01392-2-2780 01392-2-4475 七飯町 0138-65-2067 0138-65-2542 

鹿部町 01372-7-2135 01372-7-2138 森町 01374-3-2280 01374-3-2281 

八雲町  

  

 

0137-64-2112 01376-3-2160 長万部町 01377-6-7711 01377-6-7722 

江差町 0139-52-0560 0139-52-0560 上ノ国町 01395-5-4016 01395-5-4017 

厚沢部町 0139-67-2300 0139-67-2376 乙部町 01396-2-3544 01396-2-3544 

奥尻町  

  

01397-2-3591 01397-2-3927 せたな町 0137-84-4600 0137-84-4699 

今金町 0137-82-0557 0137-83-8063 島牧村 0136-75-6500 0136-75-6500 

電話番号 ＦＡＸ番号 
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社会福祉協議会    

 

電話番号 ＦＡＸ番号 社会福祉協議会

寿都町 0136-75-7666 0136-75-7878 黒松内町 

 

  

 

0136-72-3124 0136-72-3838 

蘭越町 0136-57-5203 0136-57-5993 ニセコ町 0136-44-2234 0136-43-2655 

真狩村 0136-45-3105 0136-45-2174 留寿都村 0136-47-2222 0136-47-2420 

喜茂別町 0136-33-3024 0136-55-5454 京極町 

  

  

 

0136-42-3681 0136-41-2031 

倶知安町 0136-22-4150 0136-23-2821 共和町 0135-73-2731 0135-73-2363 

岩内町 0135-62-3328 0135-62-3859 泊村 0135-75-3761 0135-75-3763 

神恵内村 0135-76-5908 0135-76-5908 積丹町 

  

  

 

0135-44-3571 0135-44-2015 

古平町 0135-42-2833 0135-42-3055 仁木町 0135-32-3959 0135-32-3591 

余市町 0135-22-3156 0135-23-3664 赤井川村 0135-34-6068 0135-34-6069 

南幌町 011-378-2088 011-378-5255 奈井江町 

  

  

0125-65-6066 0125-65-6067 

上砂川町 0125-62-2882 0125-62-3773 由仁町 0123-82-2167 0123-82-2188 

長沼町 0123-82-5040 0123-82-5041 栗山町 0123-72-1322 0123-72-5121 

月形町  

  

  

0126-53-2928 0126-53-2927 浦臼町 0125-69-2188 0125-68-2289 

新十津川町 0125-76-2600 0125-76-3505 妹背牛町 0164-34-8590 0164-34-8591 

秩父別町 0164-33-3888 0164-33-3888 雨竜町 0125-77-2228 0125-77-2218 

北竜町  

  

 

0164-34-2435 0164-34-3011 沼田町 0164-35-1998 0164-35-2180 

幌加内町 01653-5-3090 01653-5-3091 鷹栖町 0166-87-4451 0166-87-4451 

東神楽町 0166-83-5424 0166-83-5522 当麻町 

  

  

0166-84-5711 0166-84-3213 

比布町 0166-85-2943 0166-85-2943 愛別町 01658-6-6800 01658-6-6801 

上川町 01658-2-3343 01658-2-2870 東川町 0166-82-7505 0166-82-7301 

美瑛町  

  

 

0166-92-0733 0166-92-0737 上富良野町 0167-45-3505 0167-45-5499 

中富良野町 0167-44-4355 0167-44-4678 南富良野町 0167-39-7711 0167-52-3711 

占冠村 0167-56-2700 0167-56-2133 和寒町 

  

0165-32-3666 0165-32-4139 

剣淵町 0165-34-3922 0165-34-3985 下川町 01655-4-3123 01655-4-3145 

美深町  

  

  

01656-2-1944 01656-2-4101 音威子府村 01656-5-3565 01656-5-3733 

中川町 01656-7-2803 01656-7-2904 増毛町 0164-53-3600 0164-53-3602 

小平町 0164-59-1643 0164-59-1643 苫前町 0164-64-2387 0164-64-9090 

羽幌町  

  

 

01646-9-2311 01646-9-2313 初山別村 01646-7-2133 01646-7-2139 

遠別町 01632-7-2275 01632-7-2275 天塩町 01632-2-3201 01632-9-2800 

幌延町 01632-5-1008 01632-5-1353 猿払村 

  

  

01635-2-3685 01635-2-2075 

浜頓別町 01634-2-2941 01634-2-3788 中頓別町 01634-6-1717 01634-6-2110 

枝幸町 0163-62-2601 0163-69-2021 豊富町 0162-82-1690 0162-73-1691 

礼文町  

  

  

0163-86-2003 0163-86-2004 利尻町 0163-84-3155 0163-84-3301 

利尻富士町 0163-82-2791 0163-82-2792 大空町 0152-75-6021 0152-75-6022 

美幌町 0152-72-1165 0152-75-0210 津別町 0152-76-1161 0152-75-5043 

斜里町  

  

 

01522-3-4704 01522-3-5113 清里町 0152-22-4840 0152-25-2137 

小清水町 0152-62-3988 0152-62-4405 訓子府町 0157-47-3536 0157-47-5556 

置戸町 0157-52-3347 0157-52-3348 佐呂間町 01587-2-3732 01587-2-3734 

電話番号 ＦＡＸ番号 
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社会福祉協議会      

  

電話番号 ＦＡＸ番号 社会福祉協議会 電話番号 ＦＡＸ番号

遠軽町 01584-2-0317 01584-2-0318  湧別町 01586-2-2197 01586-2-5521  

滝上町  

  

0158-29-3390 0158-29-3392  興部町 01588-2-3300 01588-2-3300  

西興部村 01588-7-2846 01588-7-2856  雄武町 01588-4-4761 01588-4-4762  

豊浦町  

  

 

0142-83-2662 0142-83-2664  洞爺湖町 0142-76-4363 0142-76-4368  

壮瞥町 0142-66-2511 0142-66-2414  白老町 0144-82-6306 0144-82-6308  

安平町 01452-2-3061 01452-6-2915  厚真町 

  

  

01452-6-7501 01452-6-7655  

むかわ町 0145-42-2467 0145-42-3505  日高町 01456-2-6670 01456-2-5848  

平取町 01457-4-2267 01457-3-7212  新冠町 0146-47-2130 0146-47-4230  

新ひだか町  

  

  

0146-43-3121 0146-43-2223  浦河町 01462-2-6800 01462-2-6444  

様似町 0146-36-4505 0146-36-5638  えりも町 01466-2-2116 01466-2-4636  

音更町 0155-42-2400 0155-42-5481  士幌町 01564-5-2008 01564-9-5090  

上士幌町  

  

 

01564-2-4688 01564-7-7004  鹿追町 01566-9-7700 01566-9-7700  

新得町 01566-4-0533 01566-4-0534  清水町 0156-69-2200 0156-69-2201  

芽室町 0155-62-1616 0155-62-1657  中札内村 

  

  

0155-68-3472 0155-68-3061  

更別村 0155-53-3500 0155-52-2161  大樹町 01558-6-4130 01558-6-4120  

広尾町 01558-2-4110 01558-2-4258  幕別町 0155-55-3800 0155-55-2115  

池田町  

  

 

015-579-2222 015-579-2223  豊頃町 015-574-3143 015-574-3383  

本別町 01562-2-8320 01562-2-5565  足寄町 0156-28-0722 0156-25-9021  

陸別町 01562-7-2760 01562-7-8002  浦幌町 

  

  

01557-6-5566 01557-6-2255  

釧路町 0154-40-5220 0154-40-5255  厚岸町 0153-52-7752 0153-52-6044  

浜中町 0153-62-5016 0153-62-3049  標茶町 015-485-2503 015-485-1679  

弟子屈町  

  

  

01548-2-1054 01548-2-1236  鶴居村 0154-64-3033 0154-64-3055  

白糠町 01547-2-2042 01547-2-2042  別海町 01537-5-2148 01537-5-0457  

中標津町 0153-79-1231 0153-79-1233  標津町 01538-2-1515 01538-2-1530  

羅臼町    

 

 

 

 

 

  

  

0153-87-3243 0153-87-3256  

（３）新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

厚生労働省では、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。

詳しくは、次の窓口にお問い合わせください。

相談窓口 相談方法等

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

コールセンター

電 話 0120-46-8030（平日 9:00～17:00）

詳細は厚生労働省ＨＰ

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

https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html
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（４）勤労者福祉資金 

北海道では、道内中小企業にお勤めの方、非正規労働者の方、季節労働者の方、

事業主の都合により離職された方に、医療、教育、冠婚葬祭などの生活資金を取扱

金融機関を通じて低利で融資する勤労者福祉資金制度を開設しています。 

 

詳しくは、次の窓口にお問い合わせください。 

※

 

 

相談窓口 相談方法等 

北海道経済部地域経済局

中小企業課 

電 話 011-204-5346 

詳細は北海道ＨＰ 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/kinrosha/kinroshafukushi.htm 

 

 各総合振興局・振興局の商工労働観光課、小樽商工労働事務所でもお問い合わ

せを受け付けています。 

（５）住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 

相談窓口 相談方法等 

内閣府 

お問い合わせ先 

電 話 0120-526-145（平日 9:00～20:00） 

詳細は内閣府ＨＰ 

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

（６）子育て世帯への臨時特別給付 

相談窓口 相談方法等 

内閣府 

お問い合わせ先 

電 話 0120-526-145（平日 9:00～20:00） 

詳細は内閣府ＨＰ 
https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.html

北海道子育て世帯臨時

特別給付金（ひとり親

世帯以外分） 

【低所得の子育て世帯が対象】 

※ 申請する方はお住まいの市町村窓口にお問い合わせく

ださい。 

詳細は北海道ＨＰ 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/117016.html 

令和 4 年度札幌市子育

て世帯への臨時特別給

付金コールセンター 

【札幌市内のすべての子育て世帯が対象】 

電 話 050-3665-7660（平日 10:00～18:00） 

※ 令和 4 年 12 月 29 日～令和 5 年 1 月 3 日を除く 

詳細は札幌市ＨＰ 
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/money/kodomo/11688.html 

令和 4 年度札幌市低所

得の子育て世帯生活支

援特別給付金コールセ

ンター 

【札幌市内の低所得の子育て世帯が対象】（ひとり親世帯

以外） 

電 話 050-3665-9810（平日 10:00～18:00） 

詳細は札幌市ＨＰ 
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/money/kodomo/11527.html 

  札幌市以外の市町村における独自の給付金については、各市町村にお問い合わ

せください。 

  

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/kinrosha/kinroshafukushi.htm
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html
https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.html
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/117016.html
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/money/kodomo/11688.html
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/money/kodomo/11527.html
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（７）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（ひとり親世帯

分）  

※  

○ 

 

○ 

相談窓口 相談方法等 

厚生労働省「低所得の子育て

世帯に対する子育て世帯生活

電 話 0120-400-903（平日 9:00～18:00） 

ＦＡＸ 0120-300-466 

支援特別給付金（ひとり親世

帯分）」コールセンター 

詳細は厚生労働省ＨＰ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html 

北海道子育て世帯臨時特別給

付金（ひとり親世帯分） 

【町村にお住まいの方が対象】 

※ 市にお住まいの方は各市にお問い合わせくださ

い 

詳細は北海道ＨＰ 
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/117016.html 

令和 4 年度札幌市低所得の子

育て世帯生活支援特別給付金

コールセンター 

【札幌市内の低所得の子育て世帯が対象】（ひとり

親世帯） 

電 話 050-3665-9810（平日 10:00～18:00） 

詳細は札幌市ＨＰ 
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/money/hitorioya/11529.html 

札幌市以外の市町村における独自の給付金については、各市町村にお問い合わせ

ください。 

6 住まいに関する相談窓口 

（１）住居確保給付金 

厚生労働省では、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、住居を失うおそれが生じている方に対し、住居確保給付金を支給していま

す。 

３か月間の再支給の申請期限は令和 4 年 12 月末日まで延長となりました。

相談窓口 相談方法等 

厚生労働省 

住居確保給付金相談 

コールセンター 

電 話 0120-23-5572（平日 9:00～17：00） 

詳細は厚生労働省ＨＰ 
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html 

住居確保給付金の申請やご相談は、最寄りの自立相談支援機関で受け付けていま

す。お住まいの地域の自立相談支援機関については、次の厚生労働省ＨＰをご覧く

ださい。 

厚生労働省：最寄りの自立相談支援機関 

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

（２）住宅ローンの返済（住宅金融支援機構） 

住宅金融支援機構では、新型コロナウイルス感染症の影響により、機構の住宅ロ

ーン返済が困難となった方に対し、今後の返済の相談に応じています。また、毎月

の返済が遅れた場合に生じる延滞損害金の支払についても相談を受け付けていま

す。詳しくは、ご利用中の金融機関にお問い合わせください。 

 

住宅金融支援機構ＨＰ 

https://www.jhf.go.jp/topics/topics_20200323_im.html 

https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/counter.html
https://www.jhf.go.jp/topics/topics_20200323_im.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/117016.html
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/money/hitorioya/11529.html
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7 公共料金の支払に関する相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）電気料金

北海道電力では、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気料金・ガス料金

の支払が困難な方から申出があった場合、電気料金・ガス料金の支払期日を延長す

る特別措置等の対応を行っています。

詳しくは、お近くの事業所にお問い合わせください。

○ 北海道電力ＨＰ：新型コロナウイルス感染症の影響で電気料金のお支払いに 

お困りのお客さまはご相談ください

https://www.hepco.co.jp/price_consult_corona/

○ 北海道電力ＨＰ：お近くのほくでん一覧

https://www.hepco.co.jp/corporate/company/branch/index.html

 

 

 

 

（２）水道料金

水道料金・下水道使用料の支払が困難な方については、支払期限の延長の相談等

に応じている場合がありますので、お住まいの地域の水道局等にお問い合わせく

ださい。

（３) ＮＨＫ受信料 

ＮＨＫでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けている方か

らの受信料の支払に関する相談に応じる専用の相談窓口を開設しています。 

 

 

期日までの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

を希望する場合は、窓口にお問い合わせください。

受付時間は、平日 10:00～17:00 です。 

○ ＮＨＫのＨＰ：https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html 

相談窓口   

 

 

担当地域 電話番号

北海道中央営

業センター

札幌市、倶知安町、京極町、喜茂別町、岩内町、

泊村、神恵内村、余市町、古平町、赤井川村、 

積丹町、小樽市、ニセコ町、真狩村、共和町、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留寿都村、仁木町、日高町、苫小牧市、平取町、

むかわ町、白老町、安平町、厚真町、新冠町、

当別町、月形町、北広島市、恵庭市、石狩市、

千歳市、江別市、新篠津村、夕張市、三笠市、

岩見沢市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、

美唄市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、

伊達市、室蘭市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町、

登別市、新十津川町、浦臼町、上砂川町、芦別市、

奈井江町、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、

新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町 

011-232-4021 

https://www.hepco.co.jp/price_consult_corona/
https://www.hepco.co.jp/corporate/company/branch/index.html
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html
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相談窓口 担当地域 電話番号 

北海道南営業

センター 

函館市、七飯町、鹿部町、江差町、乙部町、 

厚沢部町、奥尻町、北斗市、木古内町、上ノ国町、
0138-27-1116 

知内町、福島町、松前町、森町、八雲町、今金町、

長万部町、せたな町 

北海道北営業

センター 

旭川市、美瑛町、鷹栖町、東神楽町、上富良野町、

中富良野町、東川町、深川市、幌加内町、占冠村、 

富良野市、留萌市、増毛町、比布町、当麻町、 

愛別町、上川町、秩父別町、沼田町、北竜町、 

雨竜町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、 

妹背牛町、南富良野町、北見市、美幌町、津別町、 

網走市、佐呂間町、紋別市、士別市、名寄市、 0166-24-7100 
稚内市、利尻町、利尻富士町、礼文町、和寒町、 

剣淵町、下川町、興部町、西興部村、雄武町、 

美深町、音威子府村、中川町、幌延町、天塩町、 

遠別町、豊富町、中頓別町、浜頓別町、枝幸町、 

猿払村、遠軽町、置戸町、訓子府町、大空町、 

小清水町、斜里町、清里町、滝上町、湧別町 

北海道東営業

センター 

帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、新得町、 

鹿追町、芽室町、池田町、釧路市、鶴居村、 

別海町、中標津町、標津町、羅臼町、根室市、 

白糠町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、 0155-23-3114 

弟子屈町、清水町、幕別町、中札内村、更別村、 

大樹町、広尾町、本別町、足寄町、陸別町、 

豊頃町、浦幌町 
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8  税金に関する相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）国税

「国税局猶予相談センター」でお受けしていた、国税を一時に納付することが困

難な方からの納付に関する質問や相談は、所轄の税務署（徴収担当）でお受けして

います。

国税の納付についてご相談がある方は、ご自身の住所（所在地）を管轄する所轄

の税務署にお電話ください。

○ 国税庁ＨＰ

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm

○ 北海道の税務署所在地は以下からもご確認できます。

https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/location/index.htm

税務署名 電話番号 
 

 

  

 
 

 

(自動音声によるご案内）
管轄区域

旭川中 0166-90-1451 旭川市の一部 上川郡のうち鷹栖町

旭川東 0166-23-6291 
旭川市の一部 上川郡のうち東神楽町、当麻町、

比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町

網走  

 
 

  

  

0152-43-2181 網走市 網走郡 斜里郡

岩見沢 0126-22-0810 
夕張市 岩見沢市 美唄市 三笠市 空知郡のう

ち南幌町 夕張郡 樺戸郡のうち月形町、浦臼町

浦河 0146-22-4131 新冠郡 浦河郡 様似郡 幌泉郡 日高郡

江差 0139-52-0078 檜山郡 爾志郡 奥尻郡

小樽  

 
 

 

  

0134-23-2171 小樽市

帯広 0155-24-2161 
帯広市 河東郡 上川郡のうち新得町、清水町

河西郡 広尾郡 中川郡のうち幕別町

北見 0157-23-7151 北見市 常呂郡

釧路 
 

 

 

 

  

 

0154-31-5100 
釧路市 釧路郡 厚岸郡 川上郡 阿寒郡

白糠郡

倶知安 0136-22-1192 

島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡のうちニセコ

町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安

町 岩内郡 古宇郡

札幌北 011-707-5111 北区 東区 石狩市 石狩郡

札幌中 011-231-9311 中央区の一部 

  

  

 
 

札幌西 011-666-5111 中央区の一部 西区 手稲区

札幌東 011-897-6111 白石区 厚別区 江別市

札幌南 011-555-3900 
豊平区 南区 清田区 千歳市 恵庭市 

北広島市 

 

 

 

 

 
 

滝川 0125-22-2191 

芦別市 赤平市 滝川市 砂川市 歌志内市 

空知郡のうち奈井江町、上砂川町 

樺戸郡のうち新十津川町

苫小牧 0144-32-3165 
苫小牧市 白老郡 勇払郡のうち安平町、厚真町、

むかわ町 沙流郡

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/location/index.htm
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税務署名 電話番号 
(自動音声によるご案内） 

管轄区域 

名寄 01654-2-2157 

士別市 名寄市 上川郡のうち和寒町、剣淵町、

下川町 中川郡のうち美深町、音威子府村、 

中川町 

根室 0153-23-3261 
根室市 野付郡 標津郡 目梨郡 色丹郡 

国後郡 択捉郡 紗那郡 蘂取郡 

 

函館 0138-31-3171 
函館市 北斗市 松前郡 上磯郡 亀田郡  

茅部郡のうち鹿部町 

深川 0164-23-2191 深川市 雨竜郡 

富良野 0167-22-2144 
富良野市 空知郡のうち上富良野町、中富良野町

南富良野町 勇払郡のうち占冠村 

、

室蘭 0143-22-4151 
室蘭市 登別市 伊達市 虻田郡のうち浦幌町、

洞爺湖町 有珠郡 

 

紋別 0158-23-2191 紋別市 紋別郡 

八雲 0137-63-2148 
茅部郡のうち森町 二海郡 山越郡 瀬棚郡 

久遠郡 

 

余市 0135-22-2093 積丹郡 古平郡 余市郡 

留萌 0164-42-0661 留萌市 増毛郡 留萌郡 苫前郡 

稚内 0162-33-1155 
稚内市 天塩郡 宗谷郡 枝幸郡 礼文郡 

利尻郡 

 

 

（２）道・市町村民税 

道税及び市町村民税も、納税が猶予等される場合があります。詳しくは、道税に

ついては総合振興局、振興局又は道税事務所に、市町村民税については各市町村に

お問い合わせください。 

 

○ 北海道ＨＰ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/topics/coronaviruskigen.htm 

 

9 社会保険料の免除等に関する相談窓口 

（１）国民年金保険料の免除等 

日本年金機構では、新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料

の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付を行っています。 

＜対象者＞ 

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、次の

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２月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の 

国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること  

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/topics/coronaviruskigen.htm
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 ＜対象期間＞ 

 ・ 免除猶予 

令和 2 年度分：令和 2 年 7 月～令和 3 年 6 月 

令和 3 年度分：令和 3 年 7 月～令和 4 年 6 月 

令和 4 年度分：令和 4 年 7 月～令和 5 年 6 月 

・ 学生納付特例 

令和 2 年度分：令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月 

令和 3 年度分：令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月 

令和 4 年度分：令和 4 年 4 月～令和 5 年 3 月 

 

○ 日本年金機構ＨＰ https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html 

詳しくは、次の日本年金機構の相談窓口又はお近くの年金事務所にお問い合わせ

ください。 

   

 

 

 

 

 

相談窓口 電話番号 受付時間 

（年金に関す

る一般的な相

談） 

ねんきんダイ

ヤル 

0570-05-1165（ナビダイヤル） 

03-6700-1165（一般電話） 

月曜日 8:30～19:00 

火曜日～金曜日 8:30～17:15 

第２土曜日 9:30～16:00 
※ 月曜日が祝日の場合、翌日以降の

開所日初日は 19:00 まで受付。 

祝日（第 2 土曜日を除く）、12 月 29

日から 1 月 3 日は利用できません。 

（年金の加入

に関する相

談） 

ねんきん加入

者ダイヤル 

国民年金加入者向け 

0570-003-004（ナビダイヤル） 

03-6630-2525（一般電話） 

事業所、厚生年金加入者向け 

0570-007-123（ナビダイヤル） 

03-6837-2913（一般電話） 

平日 8:30～19:00 

第２土曜日 9:30～16:00 
※ 祝日（第 2 土曜日を除く）、12 月

29 日から 1 月 3 日は利用できませ

ん。 

〇 日本年金機構：年金事務所の窓口 

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/hokkaido/index.html

（２）国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料の減免等 

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少等した方に対しては、これ

らの保険料の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。 

詳しくは、お住まいの市町村の担当課にお問い合わせください。 

（３）厚生年金保険料の納付猶予 

新型コロナウイルス感染症の影響による厚生年金保険料等の納付猶予特例制度

の申請期間は終了しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金

保険料等の納付が困難な場合、他の猶予制度を受けられることがあります。 

○ 日本年金機構ＨＰ

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/saigai/202000319.html 

詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。 

〇 日本年金機構：年金事務所の窓口

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/hokkaido/index.html 

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/hokkaido/index.html
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/saigai/202000319.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/hokkaido/index.html
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（４）労働保険料の納付猶予 

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。 

 

○ 厚生労働省ＨＰ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html 

詳しくは、北海道労働局又はお近くの労働基準監督署にお問い合わせくださ

い。 

相談窓口 

北海道労働局 

総務部労働保険徴収課

電話番号  

 

011-776-6099 
※ 労働保険事務組合の方は、 

011-776-6199 

受付時間

平日 8:30～17:15 

 

〇 北海道労働局ＨＰ：労働基準監督署の窓口（平日 8:30～17:15） 

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/kantoku/list.html 
 

10 奨学金等に関する相談窓口 

（１）学生等の学びを継続するための緊急給付金 

文部科学省では、新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯収入・アルバイト

収入の減少により、学生生活にも経済的な影響が及んでいる状況の中で、大学等

で修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現

金を支給する緊急給付金を創設しています。 

申請期間等は在学する学校にお問い合わせください。なお、制度一般のことに

ついては、次の相談窓口でも受け付けています。 

 

 

 

 

 

  

相談窓口 相談方法等 

（大学・短期大学・高等専門学校・日

本語教育機関の学生向け） 

文部科学省 

高等教育局学生・留学生課 

メール kyuhugata-shien@mext.go.jp 
※ お問い合わせは、メールで受け付けています。 

※ メールの件名に【学校名】を御記載ください。 

（専門学校生向け） 

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。 

メール  kyuhugata-senkaku@mext.go.jp 

○ 文部科学省 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 

また、文部科学省では、高等教育の修学支援新制度をはじめとした新型コロナ

ウイルス感染症の影響で学びの継続が困難となっている学生・生徒に関係する各

種経済的支援制度をまとめています。 

○ 文部科学省：新型コロナの影響を受けた学生等の経済支援 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/benefit/index.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/kantoku/list.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/benefit/index.html
mailto:kyuhugata-shien@mext.go.jp
mailto:kyuhugata-senkaku@mext.go.jp
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（２）日本学生支援機構の奨学金

日本学生支援機構では、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

大学等に在学中の学生等に対し、給付奨学金・貸与奨学金による支援を行っていま

す。

また、奨学金の返還について、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、返還が困難となっ

た方は、減額返還・返還期限猶予を願い出ることができます。 

○ 日本学生支援機構ＨＰ 

https://www.jasso.go.jp/news/1194803_1579.html

相談窓口   

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

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（ナビダイヤル）

03-6743-6100（一般電話）

受付時間

平日 9:00～20:00 

11 事業者向けの相談窓口

（１）新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援等

ア 経済産業省の支援策

経済産業省が実施していた、事業復活支援金、持続化給付金、一時支援金、月

次支援金は、いずれも申請受付を終了しています。お問い合わせ等は、引き続き

次の相談窓口で受け付けています。 

相談窓口 相談方法等

事業復活支援金 

相談窓口 

電 話 0120-789-140 IP 電話の場合は 0246-88-7804 

（土日、祝日含む全日対応 8:30～19:00） 

経済産業省ＨＰ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html

持続化給付金相談窓口

電 話 0120-279-292 IP 電話の場合は 03-6832-6631

（土曜日・祝日を除く日曜日～金曜日 8:30～19:00） 

経済産業省ＨＰ 
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

一時支援金事業コール

センター

電 話 0120-211-240 IP 電話の場合は 024-572-5358 

（土日、祝日含む全日対応 8:30～19:00） 

経済産業省ＨＰ https://ichijishienkin.go.jp/ 

月次支援金事業コール

センター

電 話 0120-211-240 IP 電話の場合は 024-572-5358 

（土日、祝日含む全日対応 8:30～19:00）

経済産業省ＨＰ 
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

https://www.jasso.go.jp/news/1194803_1579.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://ichijishienkin.go.jp/
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
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イ 道内の市町村 

道内市町村の支援金の有無については、各市町村にお問い合わせください。 

なお、北海道では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者向けの支援

金制度を実施している主な市町村を紹介しています。 

 

○ 北海道ＨＰ：支援金制度を実施する主な市町村 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/tokubetsushienkin/01top.html 

 

（２）休業協力等の取組を行う場合の支援金 

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止等重点措置の影

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、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」

を支給しています。 

 

○ 厚生労働省ＨＰ  

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

 

詳しくは、次の窓口にお問い合わせください。 

相談窓口 

新型コロナウイルス感染症対応休

業支援金・給付金コールセンター

電話番号  

 
0120-221-276 

受付時間

平日 8:30～20:00 

土日祝日 8:30～17:15 

 

（３）事業活動の縮小への助成金等 

 

ア 雇用調整助成金の特例 

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を

余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使協定に基づき、雇

用調整（休業）を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成していま

す。 

○ 厚生労働省ＨＰ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 

 

○ 厚生労働省公式ＬＩＮＥアカウント（次のＱＲコードをご利用ください） 

「情報を探す」→「雇用調整助成金の特例措置」 

から各種メニューをご覧いただけます。 
 

イ 産業雇用安定助成金（雇用維持支援コース） 

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響で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に、

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

助成しています。 

 

○ 厚生労働省ＨＰ 

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

  

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/tokubetsushienkin/01top.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
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ア・イについては、次の窓口又は北海道労働局、ハローワークにお問い合わせ

ください。 

相談窓口 

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  

0120-603-999 

受付時間

毎日 9:00～21:00 

北海道労働局及びハローワークの受付時間は、平日 8:30～17:15 です。 

相談窓口 所在地 電話番号 

北海道労働局 

（雇用助成金さっぽ

ろセンター） 
※ 雇用調整助成金は札

幌圏の事業者のみ対象

〒060-0004 

札幌市中央区北 4 条西 5 丁目大樹生命札幌共

同ビル 3 階 

011-788-2294

ハローワーク函館
〒040-8609 

函館市新川町 26-6 函館地方合同庁舎分庁舎 
0138-26-0735 

ハローワーク旭川
〒070-0902 

旭川市春光町 10-58 
0166-51-0176 

ハローワーク帯広
〒080-8609 

帯広市西 5 条南 5 丁目 2 
0155-23-8296 

ハローワーク北見
〒090-0018 

北見市青葉町 6-8 北見地方合同庁舎 
0157-23-6251 

ハローワーク紋別
〒094-8609 

紋別市南が丘町 7-45-33 
0158-23-5291 

ハローワーク小樽
〒047-8609 

小樽市色内 1-10-15 
0134-32-8689 

ハローワーク滝川
〒073-0023 

滝川市緑町 2-5-1 
0125-22-3416 

ハローワーク釧路
〒085-0832 

釧路市富士見 3-2-3 
0154-41-1201 

ハローワーク室蘭
〒051-0022 

室蘭市海岸町 1-20-28 
0143-22-8689 

ハローワーク岩見沢
〒068-8609 

岩見沢市五条東 15 岩見沢地方合同庁舎 
0126-22-3450 

ハローワーク稚内
〒097-8609 

稚内市末広 4-1-25 
0162-34-1120 

ハローワーク岩内
〒045-8609 

岩内郡岩内町字相生 199-1 
0135-62-1262 

ハローワーク留萌
〒077-0048 

留萌市大町 2-12 留萌地方合同庁舎 
0164-42-0388 

ハローワーク名寄
〒096-8609 

名寄市西 5 条南 10 丁目 
01654-2-4326 
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相談窓口 所在地 電話番号 

ハローワーク浦河 
〒057-0033 

浦河郡浦河町堺町東 1-5-21 
0146-22-3036 

ハローワーク網走 
〒093-8609 

網走市大曲 1-1-3 
0152-44-6287 

ハローワーク苫小牧 
〒053-8609 

苫小牧市港町 1-6-15 苫小牧港湾合同庁舎 
0144-32-5221 

ハローワーク根室 
〒087-8609 

根室市弥栄町 1丁目 18根室地方合同庁舎 4階 
0153-23-2161 

ハローワーク千歳 
〒066-8609 

千歳市東雲町 4 丁目 2-6 
0123-24-2177 

 

（４）事業資金や経営に関する相談窓口 

ア 経済産業省 

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症による企業への影響を緩和し、企

業を支援するための各種施策を実施しています。 

詳細は次のＨＰをご覧ください。 

 

○ 経済産業省ＨＰ  

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

 

○ 北海道経済産業局ＨＰ  

https://www.hkd.meti.go.jp/information/covid19/index.htm 

 

また、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・小規模企業者を対象として経営・金融関係の相談窓口を設置していま

す。 

 

 

 

  

相談窓口 相談方法等 

経済産業省 

中小企業 金融相談窓口 
電 話 0570-783-183（毎日 9:00～19:00） 

北海道経済産業局 

産業部中小企業課「新型

コロナウイルスに関する

経営相談窓口」 

電 話 011-709-2311（内線）2575、2576 

011-709-1783（直通）（平日 8:30～17:15） 

ＦＡＸ 011-709-2566 

メール bzl-hokkaido-chusho@meti.go.jp 

イ 中小企業基盤整備機構 
中小企業基盤整備機構北海道本部では、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・小規模企業者を対象として、経営上の相

談に応じています。事前予約制で相談を受け付けていますので、詳しくは、次の

窓口にお問い合わせください。 

https://www.meti.go.jp/covid-19/
https://www.hkd.meti.go.jp/information/covid19/index.htm
mailto:bzl-hokkaido-chusho@meti.go.jp
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相談窓口   

中小企業基盤整備機構 
北海道本部企業支援部企業
支援課「新型コロナウイル
スに関する経営相談窓口」

所在地

〒060-0002 
北海道札幌市中央区北 2 条

西 1-1-7 ORE 札幌ビル 6 階

予約受付方法等

電話 011-210-7471 

 

※ ご相談方法は、同本部に
お問い合わせください。

詳細は同本部ＨＰ
https://www.smrj.go.jp/regio 
nal_hq/hokkaido/sme/covid19c
onsultation/index.html 

ウ 中小企業庁北海道よろず支援拠点

よろず支援拠点は、国が全国に設置する中小企業・小規模事業者等のための経

営相談所であり、札幌市及び道内６か所（函館市・帯広市・釧路市・旭川市・北

見市・室蘭市）に開設されています。事前予約制で相談を受け付けていますの

で、詳しくは、次の窓口にお問い合わせください。

○ 北海道よろず支援拠点 https://yorozu-hokkaido.go.jp/

相談窓口 所在地 相談方法等

よろず支援拠点

札幌本部

〒060-0001

北海道札幌市中央区北１条西

２丁目北海道経済センタービ

ル９階

公財）北海道中小企業総合

支援センター内

電 話 011-232-2407 

（平日 9:00～17:30、

12:00～13:00 を除く) 

よろず支援拠点
道南支部 

〒041-0801
北海道函館市桔梗町 379
北海道立工業技術センター内

電 話 0138-82-9089

（毎週火曜日 9:00～17:30、

12:00～13:00 を除く) 

よろず支援拠点
十勝支部

〒080-0013
北海道帯広市西３条南９丁目
23 番地 
帯広商工会議所内 

電 話 0155-67-4515

（毎週火曜日 9:00～17:30、

 12:00～13:00 を除く) 

よろず支援拠点
釧根支部

〒085-0847 
北海道釧路市大町１丁目１番
１号
釧路商工会議所内

電 話 0154-64-5563

（毎週火曜日 9:00～17:30、

12:00～13:00 を除く) 

よろず支援拠点
道北支部

〒078-8801
北海道旭川市緑が丘東１条３
丁目
旭川リサーチセンター内

電 話 0166-68-2750

（毎週火曜日 9:00～17:30、

 12:00～13:00 を除く)

よろず支援拠点 
ｵﾎｰﾂｸ支部

〒090-0023
北海道北見市北３条東１丁目
北見商工会議所内

電 話 0157-31-1123

（毎週火曜日 9:00～17:30

12:00～13:00 を除く) 

よろず支援拠点
日胆支部 

〒050-0083
北海道室蘭市東町４丁目 28-1 
室蘭テクノセンター内

電 話 0143-47-6410 

（毎週火曜日 9:00～17:30、

 12:00～13:00 を除く) 

 

（

https://yorozu-hokkaido.go.jp/
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/hokkaido/sme/covid19consultation/index.html
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/hokkaido/sme/covid19consultation/index.html
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/hokkaido/sme/covid19consultation/index.html
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エ (株)日本政策金融公庫

(株)日本政策金融公庫の「事業資金相談ダイヤル」では、新型コロナウイルス感

染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者、農林水産業事業者等からの融資

や返済に関する相談に応じています。 

相談窓口 

事業資金相談ダイヤル

相談方法等 

 

電話 0120-154-505（平日 9:00～17:00） 

※ これから創業をお考えの方、創業して間もない方、個

人企業・小規模事業者の方は、平日 9:00～19:00 

詳細は(株)日本政策金融公庫ＨＰ 

https://www.jfc.go.jp/n/inquiry/ 

このほかにも、(株)日本政策金融公庫の支店では、電話相談に応じています。受

付時間は、平日 9:00～17:00 です。 

○ （株）日本政策金融公庫ＨＰ：地域の支店一覧

https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html

オ (株)日本政策投資銀行

(株)日本政策投資銀行では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている主

に中堅・大企業からの資金繰りに関する相談に応じています。 

○ (株)日本政策投資銀行ＨＰ

https://www.dbj.jp/info/covid19_archive.html

 

相談窓口 電話番号 受付時間 

新型コロナウイルス感染症に
関する危機対応相談窓口 

 0120-598-600 
または 03-3270-3211 

平日 9:00～17:00 

北海道支店 011-241-4111(代表) 平日 9:00～17:00 

カ (株)商工組合中央金庫

(株)商工組合中央金庫では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企

業や事業協同組合等からの融資や返済に関する相談に応じています。

※ 新型コロナウイルス感染症特別貸付の申込は、令和 4 年 9 月 30 日をもって

受付を終了しています。

○ (株)商工組合中央金庫ＨＰ

https://www.shokochukin.co.jp/sitefailover/disaster/corona.html

   

  

 

相談窓口

（株）商工組合中央金庫 
新型コロナウイルス感染症に
関する特別相談窓口 

電話番号

0120-542-711

受付時間

平日 9:00～17:00

https://www.jfc.go.jp/n/inquiry/
https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
https://www.dbj.jp/info/covid19_archive.html
https://www.shokochukin.co.jp/sitefailover/disaster/corona.html
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キ 北海道信用保証協会 

北海道信用保証協会では、新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を開設して

います。 

 

○ 北海道信用保証協会ＨＰ 

https://www.cgc-hokkaido.or.jp/ 

 

詳しくは、次の相談窓口又は協会の本店支店窓口にお問い合わせください。 

   

 

相談窓口

経営金融相談ダイヤル

電話番号

0120-279-540 

受付時間

平日 8:55～17:10 

 

○ 北海道信用保証協会：道内本店・支店窓口 

https://cgc-hokkaido.or.jp/contact/contact.php 
 

ク 北海道 
北海道では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事

業者等からの経営及び金融に関する相談に応じる「特別相談室」を開設しているほ

か、資金繰り、雇用環境、助成金、給付金等の課題に応じ、必要な専門家を無料で

派遣しています。 

 

相談窓口 相談方法等 

北海道 

経済部地域経済局

中小企業課 

 

（金融相談）電 話 011-204-5346（平日 8:45～17:30） 

（経営相談）電 話 011-204-5331（平日 8:45～17:30） 

メール keizai.chushokigyo1@pref.hokkaido.lg.jp 

詳細及び（総合）振興局の相談窓口は北海道ＨＰ 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/korona-soudan.htm 

新型コロナウイルス

感染症対策経営支援

センター 

（北海道委託事業） 

電 話 0800-800-2551（平日 9:00～17:00） 

ＦＡＸ 011-231-1388 

ＷＥＢ https://www.shindan-hkd.org/corona/ 
※ ＦＡＸ又はＷＥＢでの申込みの場合、ＨＰに掲載されている

所定の様式で申し込む必要があります。 

 

このほかにも、北海道では事業者の方からの相談をワンストップで対応する総合

相談窓口を設置しています。 

 

○ 北海道ＨＰ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/onestop.html 
 

相談窓口 電話番号 受付時間 

本庁経済部中小企業課 011-204-5331  

 

 

平日 8:45～17:00 

 

 

 

 

渡島総合振興局商工労働観光課 0138-47-9459 

檜山振興局商工労働観光課 0139-52-6641 

石狩振興局商工労働観光課 011-204-5827 

後志総合振興局商工労働観光課 0136-23-1362 

空知総合振興局商工労働観光課 0126-20-0061 

上川総合振興局商工労働観光課 0166-46-5940 

https://www.cgc-hokkaido.or.jp/
https://cgc-hokkaido.or.jp/contact/contact.php
mailto:keizai.chushokigyo1@pref.hokkaido.lg.jp
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/korona-soudan.htm
https://www.shindan-hkd.org/corona/
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/onestop.html
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相談窓口 電話番号 受付時間 

留萌振興局商工労働観光課 0164-42-8440 

平日 8:45～17:00 

宗谷総合振興局商工労働観光課 0162-33-2528 

オホーツク総合振興局商工労働観光課 0152-41-0636 

胆振総合振興局商工労働観光課 0143-24-9589 

日高振興局商工労働観光課 0146-22-9281 

十勝総合振興局商工労働観光課 0155-27-8537 

釧路総合振興局商工労働観光課 0154-43-9181 

根室振興局商工労働観光課 0153-24-5619 

ケ 市町村

札幌市では、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者に対し、経営

相談や融資のための認定事務のほか、雇用調整助成金やテレワーク導入に関する

相談、感染症予防や市税の納税等に係る相談に応じています。詳しくは、次の窓口

にお問い合わせください。 

○ 札幌市ＨＰ https://www.city.sapporo.jp/keizai/center/gosoudan.html

相談窓口 相談場所・電話番号 受付時間 

札幌市 

新型コロナウイルスに係

る事業者向けワンストッ

プ相談窓口 

札幌中小企業支援センター

011-231-0568（代表）

 
平日 9:00～17:00 

（12:00～13:00 を除く） 
※ 最終受付は 16:30

札幌市以外の市町村における事業者支援策については、各市町村にお問い合わせ

ください。 

https://www.city.sapporo.jp/keizai/center/gosoudan.html
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（５）金融機関との取引に関する相談窓口 

金融庁及び北海道財務局では、新型コロナウイルス感染症に関連する金融機関

との取引に関する相談等に応じています。 

 

相談窓口 相談方法等 

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 0120-156811（平日 10:00～17:00） 
※ ＩＰ電話からは 03-5251-6813 におかけください。 

詳細は金融庁ＨＰ 
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/press.html 

北海道財務局 

新型コロナウイル

スに関する財務局

相談ダイヤル 

電 話 011-729-0177 

（平日 9:00～17:00、12:00～13:00 を除く） 

ＦＡＸ 011-746-0946 

ＷＥＢ https://lfb.mof.go.jp/mailform/hokkaido.php 

郵 送 〒060-8579 

札幌市北区北８条西２丁目札幌第１合同庁舎 

北海道財務局「新型コロナウイルスに関する財務局相

談ダイヤル」 

 

詳細は北海道財務局ＨＰ 
https://lfb.mof.go.jp/hokkaido/kinyu/hotline/index_00001.html 

  

一般の預金・融資、保険、貸金、投資商品など金融商品・

サービスに関するご質問・ご相談等については、「金融ほっ

とライン」で応じています。 

電 話 011-807-5145 

（平日 9:00～17:00、12:00～13:00 を除く）  

ＦＡＸ 011-746-0946 

ＷＥＢ https://lfb.mof.go.jp/mailform/hokkaido.php 

郵 送 〒060-8579 

札幌市北区北８条西２丁目札幌第１合同庁舎

北海道財務局「金融ほっとライン」係 

 

 

（６）特別休暇の整備・導入に関する相談窓口 

北海道労働局では、専門的な知識や、豊富な経験を有する社会保険労務士等か

ら任用される「働き方・休み方改善コンサルタント」による相談、派遣等（利用

無料）に応じています。詳しくは、次の窓口にお問い合わせください。 

 

○ 北海道労働局ＨＰ 

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/newpage_00166.html 

 

 

  

相談窓口  

北海道労働局 

雇用環境・均等部指導課 

相談方法等

電 話 011-709-2311（内線）3573 

ＦＡＸ 011-709-8786 

https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/press.html
https://lfb.mof.go.jp/mailform/hokkaido.php
https://lfb.mof.go.jp/hokkaido/kinyu/hotline/index_00001.html
https://lfb.mof.go.jp/mailform/hokkaido.php
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/newpage_00166.html
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（７）テレワークの導入に関する相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談窓口 相談方法等 

テレワーク相談センター

（厚生労働省委託事業）

 

 

電 話 0120-861009（平日 9:00～17:00） 

詳細は同センターＨＰ 

https://telework.mhlw.go.jp/info/about/  

（労務面でのご相談） 

さっぽろ人材サポートデ

スク（ひとサポ） 

（札幌市委託事業） 

電 話 011-200-5511 

（毎週月曜日・水曜日・金曜日 9:00～16:00、 

12:00～13:00 を除く） 

詳細は札幌中小企業支援センターＨＰ 
https://chusho.center.sec.or.jp/topics/news/2540/ 

（テレワークの導入に向

けた機器選定のアドバイ

ス等のご相談） 

札幌市テレワーク推進サ

ポートセンター 

（札幌市委託事業） 

電 話 011-708-3500（平日 9:00～17:00） 

詳細は同センターＨＰ 

https://www.sapporo-telework.jp/ 

（８）下請取引に関する相談窓口

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

者からの相談に応じています。

○ 下請かけこみ寺ＨＰ https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/ 

   相談窓口

下請かけこみ寺 

（中小企業庁委託事業） 

電話番号

0120-418-618 

受付時間

平日 9:00～17:00 

（12:00～13:00 を除く） 

（９）宿泊、運送事業者等向け特別相談窓口

北海道運輸局では、宿泊、運送事業者等からの相談や要望に対応するため、特

別相談窓口を開設しています。

○ 北海道運輸局ＨＰ https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/corona/corona.html 

業種 相談窓口 電話番号 

観光関係 北海道運輸局観光部観光企画課 011-290-2700 

乗合・貸切バス事業者 北海道運輸局自動車交通部旅客第一課 011-290-2741 

タクシー・ハイヤー事業者 北海道運輸局自動車交通部旅客第二課 011-290-2742 

トラック事業者 北海道運輸局自動車交通部貨物課  011-290-2743 

旅客船事業者 北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業課  011-290-1011 

造船業及び舶用工業事業者 北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業課 011-290-1012 

内航海運業者及び港湾運送事業者 北海道運輸局海事振興部貨物・港運課 011-290-1013 

https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/corona/corona.html
https://telework.mhlw.go.jp/info/about/
https://chusho.center.sec.or.jp/topics/news/2540/
https://www.sapporo-telework.jp/
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（10）農業者、食品事業者等向け相談窓口

北海道農政事務所では、新型コロナウイルス感染症に係る農業者や食品事業者

等からの相談に応じています。 

○ 農林水産省ＨＰ

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html

） 

 
  

 

 

 

   

   

   

   

 

 

） 

相談窓口 

北海道農政事務所企画調整室 

相談方法等 

電 話 011-330-8801（平日 9:00～17:00

ＦＡＸ 011-552-0530 

12 悪徳商法等の消費トラブルに関する相談窓口 

 新型コロナウイルス感染症に便乗した消費者トラブル等に関する相談を受け付け

ています。 

相談窓口 相談方法等 

消費者ホットライン 

電 話 局番なしの「188」（有料

※ 音声案内に従って、電話機を操作すると、お住まいの市町村

又は北海道の相談窓口が案内されます。

北海道立消費生活センター

電 話 050-7505-0999（平日 9:00～16:30）

メール 送信方法は同センターＨＰ
http://www.do-syouhi-c.jp/soudan/mail_info.html

詳細は同センターＨＰ http://www.do-syouhi-c.jp/ 

札幌市消費者センター 

電 話 011-728-2121（平日 9:00～19:00）

ＷＥＢ 送信方法は札幌市ＨＰ 
https://www.city.sapporo.jp/shohi/center/soudan/soudanentrance.html 

詳細は札幌市ＨＰhttp://www.city.sapporo.jp/shohi/corona.html

※ 札幌市以外の市町村における相談窓口については、各市町村にお問い合わせください。 

13 いじめ、差別、家庭問題等に関する相談窓口

（１）法務省

法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する差別や偏

見、嫌がらせ等の被害に遭った方からの相談に応じています。

相談窓口 電話番号 受付時間

みんなの人権１１０番 0570-003-110 平日 8:30～17:15

こどもの人権１１０番 0120-007-110 平日 8:30～17:15

女性の人権ホットライン 0570-070-810 平日 8:30～17:15

インターネット人権相談
受付は、法務省ＨＰをご覧ください。

https://www.jinken.go.jp/

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html
http://www.do-syouhi-c.jp/soudan/mail_info.html
http://www.do-syouhi-c.jp/
https://www.city.sapporo.jp/shohi/center/soudan/soudanentrance.html
http://www.city.sapporo.jp/shohi/corona.html
https://www.jinken.go.jp/
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（２）教育委員会

全都道府県及び指定都市の教育委員会では、いつでもこどもたちのいじめやそ

の他の SOS に関する相談に応じています。 

 相談窓口

24 時間子供 SOS ダイヤル

電話番号 

0120-0-78310

受付時間 

  24 時間 

※ 電話をかけた所在地の教育委員会につながります。

（３）児童相談所

全国の児童相談所では、児童虐待や子育て等に関する相談に応じています。

相談窓口 電話番号 受付時間 

 

児童相談所虐待対応ダイヤル 局番なしの「189」（無料） 24 時間 

児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783（無料） 24 時間

 

（４）配偶者暴力相談支援センター

内閣府では、配偶者からの暴力に悩んでいる方のための相談窓口を開設してい

 

がいこくじん かた たい が い こ く ご たいおう おこな

た い お う げ ん ご え い ご ご ご ご ちゅうごくご

か ん こ く ご ご ご ご ご

 

ます。「DV 相談ナビ」は最寄り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）」は、配偶者やパートナーから受けている様々な暴力につ

いて、専門の相談員が相談に応じています。

○ 内閣府ＨＰ http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/

相談窓口 相談方法等 

DV 相談ナビ ♯8008

DV 相談＋ 電話 0120-279-889（24 時間） 

メール https://form.soudanplus.jp/mail

チャット https://form.soudanplus.jp/ja

（12:00～22:00） 

※ スマートフォンからは右上のＱＲコードをご利用ください。

※ 外国人 の 方 に 対 しては、チャットで 外国語 での 対応 を 行

っています。

＜対応 言語 ＞英語 、ﾀｶﾞﾛｸﾞ 語 、ﾀｲ 語 、ｽﾍﾟｲﾝ 語 、中国語

、 

韓国語 、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 語 、ﾈﾊﾟｰﾙ 語 、ﾍﾞﾄﾅﾑ 語 、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 語

詳細は DV 相談＋ＨＰ https://soudanplus.jp/ 

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/
https://form.soudanplus.jp/mail
https://form.soudanplus.jp/ja
https://soudanplus.jp/
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また、各自治体でも配偶者からの暴力に悩んでいる方の相談に応じています。 
 

相談窓口 相談方法等 

北海道 

北海道立女性相

談援助センター 

電 話 011-666-9955（平日 9:00～17:00） 

配偶者等からの暴力の相談は、次の時間も受付し

ています。17:30～20:00（年末年始を除く平日） 

      9:00～18:00（年末年始を除く土日祝日） 

詳細は同センターＨＰ  

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jsc/ 

北海道 DV 被害男

性相談専用電話 

電 話 011-661-3210（平日 9:00～17:00（年末年始

を除く）） 

札幌市 

配偶者暴力相談

センター 

電 話 011-728-1234（平日 8:45～20:00、 

年末年始を除く土日祝日 11:00～17:00） 

ＦＡＸ 011-738-1231 

詳細は同センターＨＰ  

http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/boryoku/sodan/ 

男女共同参画室 
電 話 011-211-3333（平日 8:45～17:15） 

ＦＡＸ 011-218-5164 

旭川市配偶者暴力相談支援

センター 

電 話 0166-25-6418（平日 8:45～17:15（年末年始

を除く）） 

函館市配偶者暴力相談支援

センター 

電 話 本庁舎 0138-21-3010 （平日 8:45～17:30） 

亀田支所 0138-86-7100（平日 8:45～17:30） 

※ 各総合振興局・振興局、警察署にも相談窓口があります。 

 

14 新型コロナウイルス感染症に関する法律相談 

日本弁護士連合会では、各地の弁護士会と連携して、新型コロナウイルス感染症に

起因する法的な悩みごとについて、弁護士が法律相談に応じています。 

 

相談窓口 相談方法等 

ひまわりお悩み 110 番 

電話 0570-783-110 

※ お近くの弁護士会の法律相談センターにつなが

ります。また、札幌、函館、釧路の各弁護士会では

令和 5 年 3 月 31 日まで、新型コロナウイルスに関

する法律相談を無料で実施しています。 

詳細は日本弁護士連合会ＨＰ 

https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/sea

rch/himawari110.html 

中小企業のためのひまわり

ほっとダイヤル 

電話 0570-001-240 

（平日 10:00～16:00、12：00～13：00 を除く） 

オンライン申込 
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/chusho2015/online/ 

詳細は日本弁護士連合会ＨＰ 
https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/service.html 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jsc/
http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/boryoku/sodan/
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/himawari110.html
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/himawari110.html
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/chusho2015/online/
https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/service.html
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各地の弁護士会の法律相談センターでも、法的な悩みごとについて、弁護士が法律
相談に応じています。受付時間や相談料については、各弁護士会にご確認ください。

○ 日本弁護士連合会ＨＰ：全国の弁護士会の法律相談センター

https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

15 全国旅行支援に関する問合せ窓口 

全国旅行支援については、次の窓口にお問い合わせください。 

 

 

 

 

ざいりゅうてつづき かん そうだんまどぐち

 

 
 

 

 

 

 

そうだんまどぐち そうだんほうほうなど

 
しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうがいこくじんざいりゅうそうごう

（

  

 ） 

たいおう げ ん ご に ほ ん ご え い ご ちゅうごくご か ん こ く ご

ご ご ご

ご ご ご ご

ご ご

ご ご ご ご

で ん わ

 
で ん わ かいがい

 

へいじつ

に ほ ん ご え い ご

かいとう ないよう

かくにん

 

相談窓口 

（旅行割引関係）

HOKKAIDO LOVE！割事務局

（クーポン関係）

ほっかいどう応援クーポ

ンお問い合わせセンター

相談方法等 

電 話 011-208-6220 

（平日 10:00～17:00、12:00～13:00 を除く）

詳細は事務局ＨＰ

https://hokkaidolove-wari.jp/ 

16 Go To Eat キャンペーンに関する相談窓口

Go To Eat キャンペーンについては、次の窓口にお問い合わせください。

なお、Go To Eat 北海道は令和 4 年 5 月 10 日をもって終了しています。

相談窓口

Go To Eat キャンペー

ンコールセンター

相談方法等 

電話 0570-029-200 又は 050-3734-1523

（12 月 29 日から 1 月 3 日を除く毎日 10:00～17:00）

詳細はキャンペーンＨＰ https://gotoeat.maff.go.jp/ 

がいこくじんむ そうだんまどぐち

17 外国人向けの相談窓口（For Foreign Nationals）

（１）在留手続に関する相談窓口（Information for Immigration Services）

相談窓口 

出入国在留管理庁外国人在留総合インフォメー

ションセンター

Foreign Residents

Information Center,

Immigration Services Agency

＜対応言語＞日本語、英語、中国語、韓国語、ス

ペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピ

ノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、ク

メール（カンボジア）語、ミャンマー語、モンゴ

ル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語

相談方法等

電 話 0570-013904

IP電話、海外からは

03-5796-7112

（平日8:30～17:15） 

E-mailinfo-tokyo@i.moj.go.jp

※ E-mail は日本語、英語の

み。回答できない内容があり

ますので、ＨＰをご確認くだ

さい。 

Ｈ Ｐ http://www.moj.go.jp/isa/cons

ultation/center/index.html 
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（２）外国人旅行者の相談窓口（Japan Visitor Hotline（JNTO））
がいこくじんりょこうしゃ そうだんまどぐち

○ ＨＰ https://www.jnto.go.jp/jpn/projects/visitor_support/safetravelinfo.html

相談窓口
そうだんまどぐち

 電話番号 
でんわばんごう

受付時間 
うけつけじ か ん

日本政府観光局のコールセンター 
にっぽん せ い ふかんこうきょく

（Japan National Tourism Organization 

Multilingual Visitor Hotline） 

＜対応言語＞英語、中国語、韓国語 
たいおう げ ん ご え い ご ちゅうごくご か ん こ く ご

050-3816-2787 365日24時間
にち じ か ん

 

（３）在住外国人の相談窓口（Foreign Nationals Hotline）
ざいじゅうがいこくじん そうだんまどぐち

○ ＨＰ：外国人生活支援ポータルサイト
がいこくじんせ い か つ し え ん

（A Daily Life Support Portal for Foreign Nationals）

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html 

相談窓口 
そうだんまどぐち そうだんほうほうなど

 

に ほ ん ご え い ご ちゅう ご く ご

かんこく ご ご ご

ご ご ご

ご ご

ご ご

で ん わ

へいじつ

そうだんいん

に ほ ん ご え い ご ご ご

 
へいじつ

ちゅうごく ご

げつようび か よ う び もくようび

 
きんようび

か ん こ く ご

 
きんようび

ご

げ つ よ う び す い よ う び き ん よ う び

ご

か よ う び もくようび

ご

げつようび

すいようび

で ん わつうやく げ ん ご

いじょうたいおうか の う

北海道外国人相談センター 

（ Hokkaido Foreign Resident 

ほっかいどうがいこくじんそうだん

Support Center） 
たいおう げ ん ご

＜対応言語＞ 

やさしい日本語、英語、中国語、 

韓国語、タガログ語、ベトナム語､ 

ロシア語、インドネシア語、タイ語、

ネパール語、ミャンマー語、

スペイン語、ウクライナ語 など

相談方法等

電 話 011-200-9595

平日9:00～12:00、13:00～17:00

相談員のシフト 

〇日本語、英語、ベトナム語、スペイン語

平日9:00～12:00、13:00～17:00 

〇中国語

月曜日、火曜日、木曜日9:00～12:00、

金曜日13:00～17:00 

〇韓国語

金曜日9:00～12:00 

〇ﾀｶﾞﾛｸﾞ語 

月曜日、水曜日、金曜日13:00～17:00 

○ｳｸﾗｲﾅ語

火曜日9:00～12:00、木曜日13:00～17:00

○ﾀｲ語

月曜日9:00～12:00、13:00～17:00

水曜日13:00～17:00

〇電話通訳システムにより、さらに５言語

以上対応可能です。

E-mail support@hiecc.or.jp

Ｈ Ｐ https://www.hiecc.or.jp/soudan/
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相談窓口 
そうだんまどぐち そうだんほうほうなど

公益財団法人札幌国際プラザ 
こうえきざいだんほうじんさっぽろこくさい

「さっぽろ外国人相談窓口」 
がいこくじんそうだんまどぐち

（Sapporo Help Desk for Foreign 

Residents） 

＜対応言語＞ 
たいおう げ ん ご

英語、中国語、韓国語、ﾀｲ語、 
え い ご ちゅうごく ご かんこく ご ご

ﾍﾞﾄﾅﾑ語、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語、ﾏﾚｰ語、
ご ご ご

 

ﾀｶﾞﾛｸﾞ語、ﾈﾊﾟｰﾙ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語､ 
ご ご ご

ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾌﾗﾝｽ語､ﾛｼｱ語､ﾄﾞｲﾂ語､ 
ご ご ご ご

ｲﾀﾘｱ語、ﾐｬﾝﾏｰ語、ｸﾒｰﾙ語、ﾓﾝｺﾞﾙ語、 
ご ご ご ご

ｼﾝﾊﾗ語、ﾋﾝﾃﾞｨｰ語、ﾍﾞﾝｶﾞﾙ語、 
ご ご ご

ｳｸﾗｲﾅ語、やさしい日本語 
ご に ほ ん ご

相談方法等 

電 話 011-211-3678（平日9:30～17:00）
で ん わ へいじつ

 

※ ウクライナ語は事前予約が必要です。
ご じ ぜ ん よ や く ひつよう

 

相談申込フォーム 

https://plaza.kjpro.ne.jp/?id=7 

Ｈ Ｐ 
https://www.sapporolife.info/article/?id=1 

 

（４）外国人技能実習生及び実習実施者の相談窓口（Information for Technical
がいこくじんぎ の うじっしゅうせいおよ じっしゅうじっししゃ そうだんまどぐち

 

Intern Training） 

 

○ 外国人技能実習機構ＨＰ 
がいこくじんぎ の うじっしゅうき こ う

https://www.otit.go.jp/ 

 

 

  

相談窓口 
そうだんまどぐち そうだんほうほうなど

外国人技能実習機構 札幌事務所 
がいこくじんぎ の うじっしゅうき こ う さっぽろ じ む し ょ

（Organization for Technical 

Intern Training） 

相談方法等 

電 話 011-596-6470（平日9:00～17:00） 
で ん わ へいじつ

ＦＡＸ 011-596-6473 
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（５）電話医療相談（Telephone consultation for medical matters）
で ん わ いりょうそうだん

○ 電話番号 03-6233-9266

相談 窓口
そうだんまどぐち

受付 時間
うけつけ じ か ん

AMDA国際 医療 情報 センタ
こ く さ い い り ょ うじょうほう

（AMDA International 

＜対応 言語 ＞
た い お う げ ん ご

 

英語 、中 国 語 、韓 国 語 、
え い ご ちゅう ご く か ん こ く ごご

 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 語 ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 語 ､ﾀｲ 語 、
ご ご ご

ご ご

ご ご

 

ｽﾍﾟｲﾝ 語 、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 語 、

ｳｸﾗｲﾅ 語 、ﾛｼｱ 語 

平日 10:00～16:00 
へ い じ つ

〇月曜日 ：英語 、韓国語 、フィリピン 語
げ つ よ う び え い ご か ん こ く ご ご

か よ う び え い ご ちゅうごくご ご

す い よ う び え い ご ご ご

ご ご

も く よ う び え い ご ちゅうごくご

き ん よ う び え い ご ご ご

ご ご じ ぜ ん と

〇火曜日 ：英語 、中国語 、タイ 語

〇水曜日 ：英語 、スペイン 語 、ベトナム 語 、ウ

クライナ 語  、ロシア 語

○木曜日 ：英語 、中国語

○金曜日 ：英語 、ポルトガル 語 、ベトナム 語

※ ウクライナ 語 ・ロシア 語 は 事 前 にお 問 い
あ

 合 わせください。

（６）外国語人権相談窓口（Human Rights Hotline）
がいこくごじんけんそうだんまどぐち

○ ＨＰ http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html

相談 窓口
そうだんまどぐち

相談 方法 等
そうだんほうほう な ど

外国語 人権 相談 ダイヤル
じんけんが い こ く ご そうだん

 

 

（Foreign-language Human Rights
 Hotline, Human Rights Bureau, 

Ministry of Justice）

＜対応 言語 ＞
た い お う げ ん ご

 

 

英語 、中国語 、韓国語 、ﾌｲﾘﾋﾟﾉ 語
え い ご ちゅうごくご か ん こ く ご ご

、

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 語 ､ﾍﾞﾄﾅﾑ 語 ､ﾈﾊﾟｰﾙ 語 、
ご ご ご

ｽﾍﾟｲﾝ 語 ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 語 、ﾀｲ 語
ご ご ご

電話  0570-090911（平日 9:00～17:00）
で ん わ へいじつ

 
じ ん け ん そ う だ ん う け つ け ま ど ぐ ち

 
え い ご ちゅうごくご か ん こ く ご ご

ＷＥＢ（インターネット 人権 相談 受付 窓口 ）

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
ご ご

ご ご ご

ご ぜんこく じんけん

そうだん う

、

ル 語 、スペイン 語 、インドネシア 語 、

タイ 語 により、全国 どこからでも 人権

相談 をお 受 けすることができます。 

ー 

Medical Information 

Center） 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
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