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新型コロナウイルス感染症に関する 

相談窓口等情報（ガイドブック） 
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、生活や事業運営に影響を受けられて

おられる皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 

総務省長野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拡大に関し

て、いろいろなお問合せや相談を受け付けております。 

本ガイドブックは、新型コロナウイルス感染症に関し、関係機関が設置している相

談窓口等について、関係機関が提供している情報を取りまとめたものです。 

 

※ 状況が刻々と変化する中、講じられる対策も刻々と変化しており、古い情報が

掲載されている場合があること、すべての情報を掲載しているものではないこと

にご留意ください。 

 

長野行政監視行政相談センター（愛称：きくみみ長野）での相談受付 

● 電話：平日 8：30～17：00（この時間帯以外は留守番電話対応となります。） 

行政相談専用ダイヤル（ナビダイヤル） ０５７０－０９０１１０ 

   ※ 一部の IP電話では、利用できない場合があります。その場合は、直通ダイ

ヤル 026-235-1100 におかけください。 

● 来所：平日 8：30～17：00 

   所在地：長野市旭町 1108 長野第一合同庁舎 ４階 

● インターネット：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html 

          （上記 QRコードからもアクセスできます） 

● ＦＡＸ：０２６－２３２－４５２９ 

 

総務省 長野行政監視行政相談センター 

〒３８０－０８４６ 

長野市旭町 1108 長野第一合同庁舎４階 

電 話：０２６－２３５－５５６６ 

ＦＡＸ：０２６－２３２－４５２９ 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
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【ご注意】 

このガイドブックに掲載している情報は、関係機関等のホームページに掲載されている

情報を、当センターが収集・整理したものであり、令和４年６月３日時点の情報で作成し

ております。各機関等における支援策等については、随時、追加・変更してまいります。 

最新版のガイドブックは、長野行政監視行政相談センターホームページに掲載しており

ます。 

 

＜長野行政監視行政相談センターホームページ＞ 

ＵＲＬ：http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/nagano.html 
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A-1 新型コロナウイルス感染症ワクチンに関する特設サイト  
 

◆ 首相官邸ホームページ「新型コロナウイルス感染症ワクチンに関する特設サイト」へ  

以下のＵＲＬよりアクセスすることができます。 

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

◆ 厚生労働省「コロナワクチンナビ」へ 以下のＵＲＬよりアクセスすることができま

す。 

新型コロナワクチンに関する総合案内サイトとして、接種会場の検索やどうやって接

種を受けるかなどの情報を提供していきます。 

https://v-sys.mhlw.go.jp/ 
◆ 長野県「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種について」というページへ  

以下のＵＲＬよりアクセスすることができます。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vaccine.html 

 

A-2 新型コロナワクチンに関する厚労省電話相談窓口  
 

◆ 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00分～21時00分（土日・祝日も実施） 

 

◆ 新型コロナワクチンに関する厚労省電話相談窓口 

電話番号：0120-565653（フリーダイヤル） 

受付時間：下記参照（土日・祝日も実施）  

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

タイ語 ： ９時00分～18時00分 ベトナム語 ： 10時00分～19時00分 

 

◆ なお、新型コロナワクチン以外の新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省の電

話番号は、「H-4 外国人の皆様へ」に掲載しております。 

 

A-3 新型コロナワクチン接種コールセンター（県）  
 

◆ 新型コロナワクチンについての専門的な問い合わせ（基礎疾患、副反応等）窓口で

す。接種予約、接種場所等については、お住まいの市町村にお問い合わせください。 

＜ワクチン接種相談センター＞ 

電話番号：026-235-7380 受付時間：24時間（無休） 

目次に戻る 

目次に戻る 

目次に戻る 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html
https://v-sys.mhlw.go.jp/
https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vaccine.html
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◆  言語・聴覚に障がいのある方など、電話での相談が難しい方は下記のFAX番号で相談

をお受けします。 

FAX番号：026-403-0320 受付時間：９時00分～17時00分（土日・祝日を除く） 

相談様式は以下のURLに掲載されています。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vaccine/documents/faxsoudan_1.pdf  

 

A-4 新型コロナワクチン接種コールセンター（市町村）  
◆ 各市町村では、新型コロナワクチン接種に関するご相談等を受け付けるコールセンタ

ーを設置しています。（令和３年 12月 23日現在） 

 

市町村 電話番号 ＦＡＸ 受付時間 

小諸市 0570-07-1700   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

佐久市 0267-88-7466   8：30～17：15 

外国語対応 

9：00～17：00（平日） 英語・中国語・韓

国語・ポルトガル語・スペイン語 

10：00～17：00（平日）タイ語・ベトナム

語・タガログ語・フランス語・ロシア語・ネパ

ール語 

小海町 0267-92-2074   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

佐久穂町 0267-78-5673   8：30～17：00（土日、祝日を除く） 

川上村 0267-97-3600   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

南牧村 0267-96-2211   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

南相木村 0267-78-1050   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

北相木村 0267-77-2234 0267-77-2115 8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

軽井沢町 0267-41-0507   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

御代田町 

（集団接種） 

0267-32-3188 

  

  ９：00～12：00 13：00～17：00（土日、

祝日を除く） 

御代田町 

（個別接種） 

0120-169-207   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

立科町 0570-055-895   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

上田市 0570-079-567   9：00～17：00 

「多言語相談ワンストップセンター」 

0268-75-2245 

中国語・ポルトガル語・英語・スペイン語  

9：00～17：00 （土日、祝日を除く） 

東御市 0570-000-518   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

長和町 0268-75-2045   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

目次に戻る 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vaccine/documents/faxsoudan_1.pdf
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市町村 電話番号 ＦＡＸ 受付時間 

青木村 0120-490-

122・情報電話 

50-5007 

  9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

岡谷市 0570-007-055   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

諏訪市 0266-58-7225 

0266-58-7226 

  8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

茅野市 0266-78-0567   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

下諏訪町 0570-067-069   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

富士見町 0570-001-340   9：00～18：00（土日、祝日を除く） 

原村 0570-078-781   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

伊那市 0570-026-580   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

駒ケ根市 0570-083-002   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

辰野町 0266-41-0566 

0266-41-0567 

  9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

箕輪町 0265-79-3190   8：30～17：00（土日、祝日を除く） 

飯島町 0265-86-8123 0265-86-2225 8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

南箕輪村 0265-98-8230   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

中川村 0265-96-7764   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

宮田村 0265-85-4128   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

飯田市 0265-22-4585   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

松川町 0570-049-888   9：00～17：00 

高森町 0265-54-0739 

0265-54-0748 

  9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

阿南町 0260-22-4051   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

阿智村 0265-43-2548   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

平谷村 0265-48-2211   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

根羽村 0265-49-2111   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

下條村 0260-27-1231 0260-27-1228 8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

売木村 0260-28-2311   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

天龍村 0260-32-1021   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

泰阜村 0260-26-2111   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

喬木村 0265-49-3166   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

豊丘村 0265-48-0008 

0265-35-9061 

  9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

大鹿村 0265-48-5701   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

上松町 0264-52-5750   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 
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市町村 電話番号 ＦＡＸ 受付時間 

木曽町 0264−22−2250 

0264−22−2265 

  9：00～16：00（土日、祝日を除く） 

木祖村 0264-36-2250   9：00～15：30（土日、祝日を除く） 

王滝村 0264-48-3160   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

大桑村 0264-55-1180   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

松本市 0263-78-1700   9：00～17：00 

塩尻市 0263-52-0320 0263-53-3613 9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

安曇野市 0263-31-0606 0263-31-0109 9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

麻績村 0263-88-5615   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

生坂村 0263-69-2400   8：30～17：00（土日、祝日を除く） 

山形村 0263-98-3086    9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

朝日村 0263-99-2540   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

筑北村 0263-66-2111   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

大町市 0261-85-4402   9：00～17：00（日、祝日を除く） 

池田町 0261-61-5051   8：30～17：00（土日、祝日を除く） 

松川村 0261-85-4300   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

白馬村 0261-75-0567   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

小谷村 0261-71-7880 0261-82-2400 9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

長野市 026-225-5670   8：30～18：00（日、祝日を除く） 

須坂市 0120-567-096   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

千曲市 0570-026-273 026-285-0817 9：00～19：00（土日、祝日を除く） 

9：00～17：00（土日、祝日） 

坂城町 0120-257-788   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

小布施町 026-214-9977   9：00～18：00（土日、祝日を除く）  

土曜日は9：00～17:00 

高山村 026-242-1033   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

信濃町 026−217−6141   9：00～12：00    13：00～17：30（土

日、祝日を除く） 

飯綱町 026-253-6841   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

小川村 026-269-2104   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

中野市 0570-008-522   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

飯山市 0570-068-800   9：00～17：00（日、祝日を除く） 

山ノ内町 0269-38-0855   9：00～17：00（土日、祝日を除く） 

木島平村 0269-82-3207   9：00～17：00（日、祝日を除く） 

野沢温泉村 0269-85-3112   8：30～17：15（土日、祝日を除く） 

栄村 0269-87-3020   8：30～17：15（無休） 

tel:0263-98-3086
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A-5 熱や倦怠感などの症状がある方の相談先  
 

＜重要なお願い＞ 
○ 発熱等の症状がある方はいきなり医療機関を受診することは避けてください。 

○ 外出せず、他の方との接触を避け、まずは、かかりつけ医等の地域で身近な医療機

関に電話で相談してください。相談は、医療機関の開いている日中のうちに早めに相

談しましょう。 

○ 発熱等の症状がある方で、かかりつけ医等を持たない方や、土日祝日や夜間など、

相談する医療機関に迷う場合は、お住まいの市町村を管轄する「受診・相談センター

（保健所）」に相談してください。 

 ※ 県が委託した「受診・相談コールセンター」が受付し、お近くの医療機関をご案

内します。 

○ 新型コロナウイルス感染症全般についての相談は、県の「お困りごと相談センタ

ー」へお問い合わせください。 

電話番号：026-235-7077 

受付時間：８：30～17：15（土日・祝日・年末年始除く） 

 

○ 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐにご相談ください（これらに

該当しない場合の相談も可能です）。 

・ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがあ

る場合 

・ 重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合 
※ ご高齢の方、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（ＣＯＰＤ等）の基礎疾患がある方や透析を受けて

いる方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、妊婦の方については、念のため、重症化しや

すい方と同様に、早めにご相談ください。 

・ 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が４日以上続く場合は必ずご

相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談

してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。 

 

○ 上の症状に至らない軽微な症状のみでも、以下のいずれかに該当する場合はご相談

ください。 

 ・ 新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる方と接触した場合 

 ・ ご自身やご家族が２週間以内に県外に滞在歴がある場合 

 ・ 嗅覚障害・味覚障害がある場合 

 ・ 医療機関、社会福祉施設（高齢者施設や障がい者施設等）に従事している場合 

 
（お子様をお持ちの方へ） 

 小児については、小児科医による診察が望ましく、かかりつけ小児医療機関に電話な

どでご相談ください。 

※ なお、この目安は、相談・受診する目安です。これまでどおり、検査については医

師が個別に判断します。 
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【受診・相談センター（保健所）一覧】 

電話相談窓口 管轄市町村 
連絡先電話番号 

（24時間対応） 

佐久保健福祉事務所（佐久保健所） 
小諸市、佐久市、南佐久郡、 

北佐久郡 
0267-63-3178 

上田保健福祉事務所（上田保健所） 上田市、東御市、小県郡 0268-25-7178 

諏訪保健福祉事務所（諏訪保健所） 
岡谷市、諏訪市、茅野市、 

諏訪郡 
0266-57-2930 

伊那保健福祉事務所（伊那保健所） 伊那市、駒ケ根市、上伊那郡 0265-76-6822 

飯田保健福祉事務所（飯田保健所） 飯田市、下伊那郡 0265-53-0435 

木曽保健福祉事務所（木曽保健所） 木曽郡 0264-25-2227 

松本保健福祉事務所（松本保健所） 塩尻市、安曇野市、東筑摩郡 0263-40-1939 

大町保健福祉事務所（大町保健所） 大町市、北安曇郡 0261-23-6560 

長野保健福祉事務所（長野保健所） 
須坂市、千曲市、埴科郡、 

上高井郡、上水内郡 
026-225-9305 

北信保健福祉事務所（北信保健所） 
中野市、飯山市、下高井郡、 

下水内郡 
0269-67-0249 

長野市保健所 

平日（８時30分～17時15分） 
長野市 

026-226-9964 

長野市保健所 

休日・夜間（17時15分～８時30分） 
026-226-4911 

松本市保健所 松本市 0263-47-5670 

 

A-6 一般的な健康相談について  
◆  一般的な健康相談についても、「受診・相談センター（保健所）」で受け付けていま

す。 

センターの連絡先は、上記の「受診・相談センター（保健所）一覧」をご確認くださ

い。 

  

目次に戻る 
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A-7 電話での相談が難しい方に向けた相談窓口  
 

◆  聴覚に障がいのある方をはじめ、電話での相談が難しい方は下記のＦＡＸ番号等で

相談を受け付けています。 

 

厚生労働省の窓口  

ＦＡＸ：03-3581-6251 

メールアドレス：corona-2020@mhlw.go.jp 

 

長野県の窓口 

ＦＡＸ：026-403-0320 

※ 有症相談の際には、専用の様式をご使用ください。様式は、以下のＵＲＬより入手

することができます。 

ＰＤＦ：https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joh

o/documents/faxyoshiki0416.pdf 
ワード：https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joh

o/documents/faxyoshiki0416.docx  

 

A-8 「長野県-新型コロナ対策パーソナルサポート」 

◆ ＬＩＮＥ公式アカウント「長野県-新型コロナ対策パーソナルサポート」と友だちにな

り、あなたの状態を入力いただくことで、あなたの状態に合わせ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。 

 

◆ 利用する場合は、ＬＩＮＥアプリを登録し、「長野県-新型コロナ対策パーソナルサポ

ート」を友だちに追加してください。 

右記ＱＲコードからも、友だちに追加することができます。 

 

 

※ アクセスが集中することにより、一時的にアカウントの応答が遅れる等の事象が発

生する場合があります。その場合、時間をおいてから再度ご利用いただくようお願い

いたします。 

※ メニューの「よくあるご質問」については、厚生労働省のアカウントと連動して、

最新状況をお届けしています。必要に応じて、厚生労働省公式アカウント「新型コロ

ナウイルス感染症情報 厚生労働省」（https://lin.ee/qZZIxWA）についても友だち

追加をお願いいたします。 

 

 

 

目次に戻る 

目次に戻る 

mailto:corona-2020@mhlw.go.jp
https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/documents/faxyoshiki0416.pdf
https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/documents/faxyoshiki0416.pdf
https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/documents/faxyoshiki0416.docx
https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/documents/faxyoshiki0416.docx
https://lin.ee/qZZIxWA
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A-9 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)  
◆ 厚生労働省では、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、新型コロナウイルス接触確認アプリ

（COCOA）を開発しました。 

ご自身のスマートフォンにインストールして、ご利用ください。 

 

◆ 本アプリは、利用者ご本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能

（Bluetooth）を利用して、お互いに分からないようプライバシーを確保して、新型コ

ロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受けることができま

す。 

本アプリの利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待されます。 

 

◆ 本アプリを利用したい方は、App StoreまたはGoogle Playで「接触確認アプリ」で検

索してインストールしてください。 

  また、以下のＱＲコードからもインストールすることができます。 

 
＜App Store＞  ＜Google Play＞ 

    
 
◆ 本アプリを利用する際は、以下の点にご注意ください。 

 ・ このアプリは、更新される場合があります。アプリのバージョンが更新されている

場合には、最新のバージョンにアップデートいただくようお願いします。アプリを更

新する際は、App StoreもしくはGoogle Playでアップデート操作をしてください。 

 

 ・ アプリを削除して再度インストールした場合、それまでの接触履歴も削除されてし

まいますのでご注意ください。 

 ・ 動作可能なOSバージョンは、iPhone端末ではiOS 13.7以上、Android端末では

Android 6.0以上となっております。 

 ・ docomo、au、Softbankから日本国内で販売された機種での利用をサポート対象とし

ております。（ただし、日本国内で販売されている一部機種ではご利用いただけませ

ん。） 

 ・ 本アプリは日本国内での利用を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

目次に戻る 
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A-10 新型コロナウイルス感染症の検査について  
 

【無症状（自費検査）でも検査を受けたい方へ】 

◆ 無症状の方で、濃厚接触者など保健所による行政検査（公費負担あり）の対象となら

ない方も、検査費用を自己負担することで新型コロナウイルス感染症の検査を受検する

ことができます（自費検査）。 

 

◆ 自費検査を希望される方は、検査機関を選ぶ際に以下の事項にご留意ください。 

 ・ 発熱や咳などの症状がある場合は、行政検査の対象となりうるので、まずは身近な

医療機関に相談してください。 

 ・ 検査機関で提供される検査の内容、費用、検査結果の通知に要する日数などの基本

的な事項を事前に確認しましょう。特に、自費検査の場合、その費用は原則、自己負

担となることに注意が必要です。 

 ・ 医療機関と衛生検査所には、検査の精度を確保するために一定の基準を満たすこと

が求められています。 

 ・ 検査機関によっては、検査を行い、その結果を通知するのみで、医師の診断を伴わ

ない機関もあります。たとえ検査結果が陰性であっても、医師により感染していない

と診断されない限りは、感染していないとはいえません。 

 ・ 医師による診断を伴わない検査で結果が陽性の場合、検査機関に提供医療機関があ

る場合には、検査を受ける者の同意に基づき、検査機関から医療機関に検査結果（陽

性）が報告されます。提供医療機関がない場合は、自分で受診相談センターまたは身

近な医療機関に相談しましょう。身近な医療機関を受診する場合、事前に電話で連絡

してください。相談の結果、医療機関で再度検査が必要になる場合もあります。 

 ・ 医師による診断を伴う検査または提供医療機関等の医師により新型コロナウイルス

に感染したと診断された場合には、医師が感染症法に基づく届出を保健所に行うこと

になります。医師の診断を受けなければ、このような対応につながらないことから、

医療機関または提供医療機関をもつ検査機関で、検査を受けていただくことが望まし

いです。 

 ・ 検査には、その性質上、実際には感染しているのに結果が陰性になること（偽陰

性）や、感染していないのに結果が陽性になること（偽陽性）があります。 

 ・ 検査結果は検査時点での感染状況に関するものであって、陰性であっても、感染早

期のためウイルスが検知されない可能性やその後の感染の可能性があるため、感染予

防に努める注意が必要です。 

 
◆ 長野県内の本人等の希望により全額自己負担（自費検査）で新型コロナウイルス感染

症の検査を受検できる医療機関は、以下のとおりです。（令和４年６月３日現在、厚生

労働省ホームページ掲載医療機関を転記 参考ＵＲＬ：https://www.mhlw.go.jp/stf/se

isakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html） 

 ※ 受検要件、検査の種類、検査方法、検査費用及び予約方法等は、個別にお問合せく

ださい。 

 

 

 

目次に戻る 
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医療機関名 住所 電話番号 

海外渡航用の 

陰性証明書の 

交付の可否 

耳鼻咽喉科気管食道科 

由井医院 
小諸市田町2-3-12 0267-22-0327 ○ 

角田医院分院 佐久市岩村田3162-36 0267-68-0550 × 

株式会社ミロクメディカ

ルラボラトリー 
佐久市印内659-2 0267-54-2111 ○ 

川西赤十字病院 佐久市望月318 0267-53-3011 ○ 

わかば内科クリニック 佐久市中込3284-2 0267-67-6655 ○ 

たなべ診療所 佐久穂町高野町730-1 0267-86-1186 ○ 

佐久穂町立千曲病院 佐久穂町大字高野町328 0267-86-2360 ○ 

つかはらクリニック 上田市塩川1358-1 0268-75-5544 ○ 

本原クリニック 上田市真田町本原610-1 0268-72-5550 × 

医療法人清心会 

のどか内科クリニック 
上田市中丸子1141 0268-42-6501 ○ 

うえだはら 

ライフクリニック 
上田市上田原1053-1 0268-22-0873 × 

丸子中央病院 上田市中丸子1771-１ 0268-75-0270 ○ 

青木診療所 青木村田沢118 0268-49-2031 ○ 

ともみ内科医院 茅野市本町東３－５ 0266-82-0424 ○ 

やざわ虎クリニック 諏訪市高島1-21-14 0266-57-8300 ○ 

大槻医院 原村15739-2 0266-79-7628 ○ 

瀬口脳神経外科病院 飯田市上郷黒田218-2 0265-24-6655 × 

一般財団法人 中部公衆 

医学研究所診療所 
飯田市高羽町6-2-2 0265-24-1505 × 

ささき医院 飯田市中央通り３－44 0265-22-0059 ○ 

長野県立木曽病院 木曽郡木曽町福島6613-４ 0264-22-2703 ○ 

松本市立病院 松本市波田4417-180 0263-92-3027 ○ 

環境未来株式会社  

総合検査センター 
松本市和田4010-5 0263-88-3911 × 

こまくさ野村クリニック 塩尻市広丘野村2146 0263-51-1121 ○ 

医療法人 

清水外科胃腸科医院 
塩尻市広丘吉田294−2 0263-58-2474 ○ 

小田切医院 安曇野市穂高有明1639-3 0263-83-6025 ○ 

根津内科医院 安曇野市穂高6870 0263-82-8382 ○ 

市立大町総合病院 大町市大町3130 
0261-85-2234 
(健診センター) 

○ 

医療法人大和真田会 

ましまクリニック 
長野市真島町真島2209 

026-284-2052 

※要予約 
× 

地方独立行政法人 

長野市民病院 
長野市大字富竹1333-1 026-295-1199 × 
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医療機関名 住所 電話番号 

海外渡航用の 

陰性証明書の 

交付の可否 

ながのファミリー 

クリニック 
長野市中御所1-12-8 026-217-6610 ○ 

医療法人公仁会轟病院 須坂市大字須坂1239 026-245-0126 × 

軽井沢町国民健康保険軽

井沢病院 

長野県北佐久郡軽井沢町

大字長倉2375-1 
0267-45-5111 × 

うえはらクリニック 長野県茅野市仲町7-16 0266-72-2636 ○ 

塚原醫院 
長野県上田市上丸子1018

番地1 
0268-42-5558 × 

JA長野厚生連鹿教湯三才

山リハビリテーションセ

ンター鹿教湯病院 

長野県上田市鹿教湯温泉

1308 
0268-44-2111 ○ 

ほっちのロッヂの診療所 
長野県北佐久郡軽井沢町

発地1274-113 
0267-31-5517 ○ 

大久保医院 長野県上田市生田5046 0268-42-6465 ○ 

ＪＡ長野厚生連浅間南麓

こもろ医療センター 

長野県小諸市相生町3-3-

21 
0267-22-1070 ○ 

 
【海外渡航のために検査を受けたい方へ】 

◆ 経済産業省及び厚生労働省の運営する海外渡航者新型コロナウイルス検査センター

（TeCOT）において、ビジネス渡航者等が、オンライン上でＰＣＲ等検査可能な医療機

関を検索・予約できるサービスを提供しています。 

  詳細については、以下のＵＲＬをご確認ください。 

  https://www.tecot.go.jp/ 

  

https://www.tecot.go.jp/


- 16 - 

 

B-1 生活福祉資金貸付制度  
【緊急小口資金（特例貸付）】 

概要 
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用をお貸

しします。貸付は各世帯で１回のみ可能です。 

対象者 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少が

あり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態に

なくても、対象となります。 

貸付上限

額 

20万円 

※ 従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、貸付

上限額を20万円以内とします。 

ア 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき 

イ 世帯員に要介護者がいるとき 

ウ 世帯員が４人以上いると。 

エ 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した

学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき 

オ 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小

学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき 

カ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活

に要する費用が不足するとき 

キ 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なと

き。 

据置期間 

１年以内 

※ 令和４年３月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和４年

12月末日までに、令和５年12月末日以前に償還が開始となる貸付につい

ては、令和５年12月末日までに、据置期間を延長します。 

償還期限 

２年以内 

※ 今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税

非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮され

た方にきめ細かく配慮します。 

貸付利子 無利子 

保証人 不要 

申請期限 令和４年８月末 

ＵＲＬ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seik

atsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html 

 

 

 

目次に戻る 
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【総合支援資金（特例貸付）】 

概要 生活再建までの間に必要な生活費用をお貸しします。 

対象者 

新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に

困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯  

※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくて

も、対象となります。 

貸付上限

額 

・２人以上世帯：月20万円以内 

・単 身 世 帯：月15万円以内 

・貸 付 期 間：原則３か月以内 

据置期間 

１年以内 

※ 令和４年３月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和４年

12月末日までに、令和５年12月末日以前に償還が開始となる貸付につい

ては、令和５年12月末日までに、据置期間を延長します。 

償還期限 

10年以内 

※ 今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税

非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮され

た方にきめ細かく配慮します。 

貸付利子 無利子 

保証人 不要 

申請期限 令和４年８月末（初回貸付） 

ＵＲＬ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seik

atsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html 

 

◆ 「緊急小口資金（特例貸付）」及び「総合支援資金（特例貸付）」のお申込み先は、

各市町村の社会福祉協議会です。 

 ※ 各市町村の社会福祉協議会では、窓口での感染防止の観点から、郵送でのやり取り

を原則にしている場合があります。まずは、各市町村の社会福祉協議会のホームペー

ジをご覧いただくかお電話により、取扱をご確認ください。 

 

【各市町村の社会福祉協議会】 

社会福祉協議会名 連絡先 社会福祉協議会名 連絡先 

小諸市社会福祉協議会 
TEL:0267-25-7337 

FAX:0267-25-5332 
佐久市社会福祉協議会 

TEL:0267-64-2426 

FAX:0267-63-4541 

佐久穂町社会福祉協議会 
TEL:0267-86-4273 

FAX:0267-86-1215 
小海町社会福祉協議会 

TEL:0267-92-4107 

FAX:0267-92-2457 

川上村社会福祉協議会 
TEL:0267-97-3522 

FAX:0267-97-3073 
南牧村社会福祉協議会 

TEL:0267-96-2363 

FAX:0267-96-2968 

南相木村社会福祉協議会 
TEL:0267-78-1001 

FAX:0267-78-1003 
北相木村社会福祉協議会 

TEL:0267-77-2111 

FAX:0267-77-2879 

軽井沢町社会福祉協議会 
TEL:0267-45-8113 

FAX:0267-46-2116 
御代田町社会福祉協議会 

TEL:0267-32-1100 

FAX:0267-32-1111 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
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社会福祉協議会名 連絡先 社会福祉協議会名 連絡先 

立科町社会福祉協議会 
TEL:0267-56-1825 

FAX:0267-56-3815 
上田市社会福祉協議会 

TEL:0268-27-2025 

FAX:0268-27-2500 

東御市社会福祉協議会 
TEL:0268-62-4455 

FAX:0268-64-5695 
長和町社会福祉協議会 

TEL:0268-88-3069 

FAX:0268-88-0188 

青木村社会福祉協議会 
TEL:0268-49-2129 

FAX:0268-49-2129 
岡谷市社会福祉協議会 

TEL:0266-24-2121 

FAX:0266-24-3555 

諏訪市社会福祉協議会 
TEL:0266-52-2508 

FAX:0266-57-1231 
茅野市社会福祉協議会 

TEL:0266-73-4431 

FAX:0266-73-8030 

下諏訪町社会福祉協議会 
TEL:0266-27-7396 

FAX:0266-27-0890 
富士見町社会福祉協議会 

TEL:0266-62-6766 

FAX:0266-62-6772 

原村社会福祉協議会 
TEL:0266-79-7228 

FAX:0266-79-7093 
伊那市社会福祉協議会 

TEL:0265-73-2541 

FAX:0265-76-7036 

駒ヶ根市社会福祉協議会 
TEL:0265-81-5900 

FAX:0265-81-5745 
辰野町社会福祉協議会 

TEL:0266-41-4500 

FAX:0266-41-1525 

箕輪町社会福祉協議会 
TEL:0265-79-4180 

FAX:0265-79-6770 
飯島町社会福祉協議会 

TEL:0265-86-5511 

FAX:0265-86-5657 

南箕輪村社会福祉協議会 
TEL:0265-76-5522 

FAX:0265-78-3669 
中川村社会福祉協議会 

TEL:0265-88-3552 

FAX:0265-88-3553 

宮田村社会福祉協議会 
TEL:0265-85-5010 

FAX:0265-85-5011 
飯田市社会福祉協議会 

TEL:0265-53-3040 

FAX:0265-53-3186 

松川町社会福祉協議会 
TEL:0265-36-3778 

FAX:0265-34-1062 
高森町社会福祉協議会 

TEL:0265-34-3717 

FAX:0265-35-9589 

阿南町社会福祉協議会 
TEL:0260-22-3151 

FAX:0260-22-3256 
阿智村社会福祉協議会 

TEL:0265-45-1234 

FAX:0265-43-2223 

平谷村社会福祉協議会 
TEL:0265-48-2220 

FAX:0265-48-2037 
根羽村社会福祉協議会 

TEL:0265-49-2288 

FAX:0265-49-2266 

下條村社会福祉協議会 
TEL:0260-27-2858 

FAX:0260-27-1228 
売木村社会福祉協議会 

TEL:0260-28-2004 

FAX:0260-28-2039 

天龍村社会福祉協議会 
TEL:0260-32-2277 

FAX:0260-32-3568 
泰阜村社会福祉協議会 

TEL:0260-26-2162 

FAX:0260-26-2333 

喬木村社会福祉協議会 
TEL:0265-33-4567 

FAX:0265-33-4619 
豊丘村社会福祉協議会 

TEL:0265-35-1122 

FAX:0265-35-1123 

大鹿村社会福祉協議会 
TEL:0265-39-2865 

FAX:0265-39-2099 
上松町社会福祉協議会 

TEL:0264-52-3560 

FAX:0264-52-5544 

南木曽町社会福祉協議会 
TEL:0573-75-5516 

FAX:0573-75-5521 
木曽町社会福祉協議会 

TEL:0264-26-1116 

FAX:0264-26-2073 

木祖村社会福祉協議会 
TEL:0264-36-3441 

FAX:0264-36-3482 
王滝村社会福祉協議会 

TEL:0264-48-2008 

FAX:0264-48-3033 
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社会福祉協議会名 連絡先 社会福祉協議会名 連絡先 

大桑村社会福祉協議会 
TEL:0264-55-3755 

FAX:0264-55-4123 
松本市社会福祉協議会 

TEL:0263-27-2000 

FAX:0263-27-2239 

塩尻市社会福祉協議会 
TEL:0263-53-7564 

FAX:0263-53-5029 
安曇野市社会福祉協議会 

TEL:0263-72-1871 

FAX:0263-72-9130 

麻績村社会福祉協議会 
TEL:0263-67-3099 

FAX:0263-67-3185 
生坂村社会福祉協議会 

TEL:0263-69-3000 

FAX:0263-69-3091 

山形村社会福祉協議会 
TEL:0263-97-2102 

FAX:0263-97-2108 
朝日村社会福祉協議会 

TEL:0263-99-2340 

FAX:0263-99-2733 

筑北村社会福祉協議会 
TEL:0263-66-2506 

FAX:0263-66-4175 
大町市社会福祉協議会 

TEL:0261-22-1501 

FAX:0261-22-7071 

池田町社会福祉協議会 
TEL:0261-62-9544 

FAX:0261-62-2680 
松川村社会福祉協議会 

TEL:0261-62-9000 

FAX:0261-62-1111 

白馬村社会福祉協議会 
TEL:0261-72-7230 

FAX:0261-72-7003 
小谷村社会福祉協議会 

TEL:0261-82-2430 

FAX:0261-82-2431 

長野市社会福祉協議会 
TEL:026-225-1234 

FAX:026-223-7388 
須坂市社会福祉協議会 

TEL:026-245-1619 

FAX:026-246-0054 

千曲市社会福祉協議会 
TEL:026-276-2687 

FAX:026-214-7776 
坂城町社会福祉協議会 

TEL:0268-82-2551 

FAX:0268-82-8005 

小布施町社会福祉協議会 
TEL:026-242-6665 

FAX:026-242-6696 
高山村社会福祉協議会 

TEL:026-242-1220 

FAX:026-242-1222 

信濃町社会福祉協議会 
TEL:026-255-5926 

FAX:026-255-6242 
飯綱町社会福祉協議会 

TEL:026-253-8456 

FAX:026-253-2907 

小川村社会福祉協議会 
TEL:026-269-2255 

FAX:026-269-2340 
中野市社会福祉協議会 

TEL:0269-26-3111 

FAX:0269-23-1662 

飯山市社会福祉協議会 
TEL:0269-62-2840 

FAX:0269-62-2904 
山ノ内町社会福祉協議会 

TEL:0269-33-1105 

FAX:0269-33-8413 

木島平村社会福祉協議会 
TEL:0269-82-4888 

FAX:0269-82-4344 

野沢温泉村社会福祉 

協議会 

TEL:0269-85-4347 

FAX:0269-85-4760 

栄村社会福祉協議会 
TEL:0269-87-3450 

FAX:0269-87-3455 
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B-2 新型コロナウイルス感染症生活困窮者 

自立支援金  
 

◆ 緊急小口資金等の特例貸付について、貸付を終了した世帯や再貸付について不承認等

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。 

 

対象者 

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯（注）で、以下の要件を満

たすもの 
（注） 

・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和４年３月までに借り終わる世帯 

・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯 

・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯 
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯／令和４年８月まで 

に借り終わる世帯（再貸付を利用中の場合を除く）  

 

(1)収入要件 

収入が①②の合算額を超えないこと（月額） 

① 市町村民税均等割非課税額の１/12 

② 生活保護の住宅扶助基準額 

(2)資産要件 

預貯金が①の６倍以下であること（ただし100万円以下）  

(3)求職等要件 

以下のいずれかの要件を満たすこと 

・ハローワークか地方公共団体が設ける公的な無料職業照会の窓口に求職

の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと 

・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込

まれる場合には、生活保護の申請を行うこと 

支給月額 
単身世帯：６万円、２人世帯：８万円、３人以上世帯：10万円 

※ 住居確保給付金との併給が可能。 

支給期間 

３か月 

※ 生活困窮者自立支援金の支給期間中に求職活動を誠実に行ったにもかか

わらず、なお自立への移行が困難であった方について、申請受付期限まで

に再支給の申請を行った場合には、一度に限り自立支援金の再支給が可能 

申請期限 令和４年８月末 

ＵＲＬ https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html 
 
◆本支援金に関するお問合せについては、厚生労働省コールセンターにお問い合わせくだ 
さい。 
電話番号：0120-46-8030 受付時間：9:00～17:00（平日のみ） 

◆申請手続きについては、お住まいの地域の市役所、町村にお住まいの方は県福祉事務所
へお問い合わせください。 

目次に戻る 
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B-3 公共料金について  
【水道料金について】 

◆ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等により、水道料金

のお支払いが一時的に困難となっている世帯や事業所の方は、お支払いの猶予等につい

て、下記の相談窓口までお問合せください。 

 

 ○ 上田市（塩田・川西地区の一部）・千曲市（旧上山田町、戸倉町）・坂城町にお住

まいの方 

  ヴェオリア・ジェネッツ（株）上田事務所 

   住  所：〒386-0032 上田市諏訪形613（上田水道管理事務所内） 

   Ｔ Ｅ Ｌ：0120-971-124 0268-29-0810 

   Ｆ Ａ Ｘ：0268-29-0820 

   受付時間：８：30～17：50（土日、祝日等休日を除く） 

 

 ○ 長野市（篠ノ井・川中島・更北地区）・千曲市（旧更埴市）にお住まいの方 

  ヴェオリア・ジェネッツ（株）川中島事務所 

   住  所：〒381-2231 長野市川中島町四ツ屋100（川中島水道管理事務所内） 

   Ｔ Ｅ Ｌ：0120-971-105 026-286-1815 

   Ｆ Ａ Ｘ：026-286-1825 

   受付時間：８：30～17：50（土日、祝日等休日を除く） 

 

◆ 支払い猶予のお申し出をする場合は、「申出書」を相談窓口まで提出する必要があり

ます（郵送又はＦＡＸをご利用ください）。 

  「申出書」の様式は、以下のＵＲＬよりダウンロードすることができます。 

 https://www.pref.nagano.lg.jp/kigyo/infra/suido-denki/suido/suido/index.html 

 
◆ 上記以外の市町村にお住まいの方についても、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、水道料金等のお支払いを期限までに行うことが困難な場合、支払が猶予されること

があります。 

  詳しくは、お住まいの市町村までお問合せください。各市町村の連絡先は、本ガイド

ブックの「H-9 市町村連絡先一覧」に掲載しております。 

 

【電気・ガス料金について】 

◆ 新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情があ

る方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の支払いの猶予や料金未払いによる

サービス停止の猶予等について、柔軟な対応を行うことを事業者に要請しています。支

払猶予を希望される場合は、ご契約の電気・ガス事業者にお問合せください。 

  

【農業集落排水施設使用料、公共浄化槽使用料ついて】 

◆ 新型コロナウイルス感染症の影響により、農業集落排水施設使用料、公共浄化槽使用

料の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の支払

目次に戻る 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kigyo/infra/suido-denki/suido/suido/index.html
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いの猶予や料金未払いによるサービス停止の猶予等について、柔軟な対応を行うことを

事業者に要請しています。詳しくは、お住まいの市町村までお問合せください。各市町

村の連絡先は、本ガイドブックの「H-9 市町村連絡先一覧」に掲載しております。 

 

【固定電話・携帯電話等について】 

◆ 総務省は、電気通信事業者関連4団体（（一社）テレコムサービス協会、（一社）電気

通信事業者協会、（一社）日本ケーブルテレビ連盟及び（一社）日本インターネットプ

ロバイダー協会）に対し、各団体の会員各社において、電話料金等の支払や契約の更新

などについて、利用者が置かれた状況に配慮し、十分な猶予期間を設ける等柔軟な措置

を講ずるとともに、その講ずることとした措置を利用者等に対し広く周知するよう努め

ることについて要請を行いました。支払猶予を希望される場合は、ご契約の通信事業者

にお問合せください。 

 

【電波利用料について】 

◆ 総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大により電波利用料の支払が困難とな

った無線局の免許人等に対して、電波利用料の支払猶予を行います。 

 電波利用料の支払猶予（納付期限から 1年までの延長）を希望される場合は、信越総

合通信局に相談ください。 

 なお、支払猶予を行う場合には、下記の事項について申告いただきます。 

  (1) 免許人等の氏名・名称 

  (2) 免許人等の住所 

  (3) 免許人等の電話番号、メールアドレス等（猶予を希望する期間において、連絡が

取れるもの） 

  (4) 猶予を希望する免許等の債権整理番号 

  (5) 猶予が必要な理由 

  (6) 猶予を希望する期間（納付期限から1年以内の、納付が可能となる日） 

 

電話番号：026-234-9998 

 

B-4 国民健康保険傷病手当金・後期高齢者医療傷病手当金  
◆ 国民健康保険・後期高齢者医療に加入されている方のうち、給与等の支払いを受けて

いる方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱などの症状があって感染が疑わ

れる場合を含みます。)に、療養のために労務に服することができないときは、傷病手当

金が支給されます。(保険者が条例で支給を定めている場合に限ります。)。 

 

◆ 支給対象となる日数は、労務に服することができなくなった日から起算して３日を経

過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日です。 
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◆ 支給額は、「１日当たりの給与収入(直近の継続した３月間の給与収入の合計額÷就労

日数)の３分の２×支給対象日数」です。 

◆ 支給対象期間は、令和２年１月１日から令和４年６月30日までの間で、療養のため労

務に服することができない期間です。 

ただし、入院が継続する場合等は、支給対象期間が最長で１年６か月間となります。 

◆ 傷病手当金の支給の手続は、お住まいの市町村の国民健康保険担当課又は後期高齢者

医療担当課で行っています。 

  手当金の詳細については、お住まいの市町村の担当課までお問合せください。各市町

村の連絡先は、本ガイドブックの「H-9 市町村連絡先一覧」に掲載しております。 

 

B-5 児童扶養手当  
◆ ひとり親のご家庭などは、児童扶養手当の支給を受けることができます。 

 制度の詳細については、以下のとおりです。 

対象となる方 ひとり親の家庭など（※所得制限があります） 

支給額 

児童１人目：43,160円～10,180円 

児童２人目：10,190円～5,100円を加算 

児童３人目以降：6,110円～3,060円を加算 

※ 支給額は、受給者ご本人や生計を一にするご家族の所得により決

定されます。 

◆ 詳細については、市にお住まいの方は、市の児童扶養手当窓口または市の福祉事務

所、町村にお住まいの方は、町村の児童扶養手当窓口または県保健福祉事務所福祉課ま

でお問合せください。 

 

 【市にお住まいの方】 

相談窓口 電話番号 郵便番号 住所 

長野市子育て家庭福祉課 026-224-5031 380-8512 長野市鶴賀緑町1613 

松本市こども福祉課 0263-33-9855 390-8620 松本市丸の内3-7 

上田市子育て・子育ち 

支援課 
0268-23-5106 386-0012 上田市中央6-5-39 

岡谷市社会福祉課 0266-23-4811 394-8510 岡谷市幸町8-1 

飯田市子育て支援課 0265-22-4511 395-8501 飯田市大久保町2534 

諏訪市こども課 0266-52-4141 392-8511 諏訪市高島1-22-30 

須坂市子ども課 026-248-9026 382-8511 須坂市須坂1528-1 

小諸市厚生課 0267-22-1700 384-8501 小諸市相生町3-3-3 

伊那市子育て支援課 0265-78-4111 396-8617 伊那市下新田3050 

駒ヶ根市福祉課 0265-83-2111 399-4192 駒ヶ根市赤須町20-1 

中野市子育て課 0269-22-2111 383-8614 中野市三好町1-3-19 

大町市子育て支援課 0261-22-0420 398-8601 大町市大町3887 

飯山市子ども育成課 0269-67-0741 389-2292 飯山市大字飯山1110-1 

茅野市こども課 0266-72-2101 391-8501 茅野市塚原2-6-1 
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相談窓口 電話番号 郵便番号 住所 

塩尻市家庭支援課 0263-52-0891 399-0786 塩尻市大門七番町3-3 

佐久市子育て支援課 0267-62-3149 385-8501 佐久市中込3056 

千曲市こども未来課 026-273-1111 387-8511 千曲市杭瀬下2-1 

東御市福祉課 0268-64-8888 389-0502 東御市鞍掛197 

安曇野市子ども支援課 0263-71-2255 399-8281 安曇野市豊科6000 

 

 【町村にお住まいの方】 

相談窓口 電話番号 郵便番号 住所 

佐久保健福祉事務所 

福祉課 
0267-63-3140 385-8533 佐久市跡部65-1 

上田保健福祉事務所 

福祉課 
0268-25-7123 386-8555 上田市材木町1-2-6 

諏訪保健福祉事務所 

福祉課 
0266-57-2910 392-8601 諏訪市上川1-1644-10 

伊那保健福祉事務所 

福祉課 
0265-76-6810 396-8666 伊那市荒井3497 

飯田保健福祉事務所 

福祉課 
0265-53-0410 395-0034 飯田市追手町2-678 

木曽保健福祉事務所 

福祉課 
0264-25-2218 397-8550 木曽町福島2757-1 

松本保健福祉事務所 

福祉課 
0263-40-1911 390-0852 松本市島立1020 

大町保健福祉事務所 

福祉課 
0261-23-6507 398-8602 大町市大町1058-2 

長野保健福祉事務所 

福祉課 
026-225-9085 380-0936 長野市中御所岡田98-1 

北信保健福祉事務所 

福祉課 
0269-62-3604 389-2255 飯山市静間1340-1 

 ※ 町村にお住まいの方は、町村役場にもお問い合わせいただけます。 

 

B-6 母子父子寡婦福祉資金  

◆ 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、ひとり親家庭の方が、子どもが在籍する保

育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業等により、一時的に就労収入が減少し生活に

支障がきたす場合などは、長野県母子父子寡婦福祉資金制度の生活資金が活用できる場

合があります。 

  また、各種資金の貸付を受けていて、償還中の方は、償還の支払を猶予できる場合も

あります。 

 【母子父子寡婦福祉資金制度の生活資金貸付について】 

 ・ 貸付期間は、母子家庭の母となってから７年以内の方で、生活の安定を図る期間で 

す。 
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  ※ 貸付期間は３か月を限度とし、特別な事情がある場合は、期間中の生活状況、指導

状況を勘案し、再度の貸付ができます。 

・ 貸付の対象となる方は、失業期間中（失業した日の翌日から起算して１年以内）の

ひとり親及び寡婦の方です。 

 ・ 貸付限度額は、月 105,000円です。ただし、生計中心者でない場合又は現に扶養す 

る子のいない寡婦の場合は、月 70,000円が上限となります。 

 ・ 年利率は、１％です。ただし、連帯保証人を立てた場合は、無利子となります。 

 

 【母子父子寡婦福祉資金の貸付対象の寡婦の所得制限の緩和について】 

 ・ 子を扶養していない寡婦の寡婦福祉資金貸付については、通常、当該寡婦の収入が

一定基準以上ある場合は貸付を行っていませんが、新型コロナウイルス感染症の影響

により、生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情がある場合は、所得制限

の適用はありません。 

 ・ 貸付を希望する場合は、お住まいの市または保健福祉事務所の母子父子自立支援員

にご相談ください。 

 ・ その他申請に必要な添付書類など、詳細については、母子父子自立支援員にお問合

せください。 

 ※ 寡婦とは、配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として民法（明治

29年法律第 89号）第 877条の規定により児童を扶養していたことのある方です。 

 

【母子父子寡婦福祉資金の償還猶予について】 

 ・ 母子父子寡婦福祉資金の各種資金の貸付を受けた方が、新型コロナウイルス感染症

の影響により支払期日までに償還を行うことが著しく困難になった場合には、償還金

の支払いを猶予することができます。 

 ・ 猶予期間は、１年以内です。また、猶予期間中は利子がかかりません。 

 ・ 手続き等については、お住まいの市または保健福祉事務所の母子父子自立支援員に

ご相談ください。 

 ※ 支払猶予については、これから支払期日が到来するものに適用されます。 

 

 【長野県母子父子寡婦福祉資金に関するお問い合わせ・相談先一覧】 

 ＜市にお住まいの方＞ 

相談窓口 電話番号 郵便番号 住所 

佐久市役所 0267-62-2111 385-8501 佐久市中込3056 

小諸市役所 0267-22-1700 384-8501 小諸市相生町3-3-3 

上田市役所 0268-23-5106 386-0012 上田市中央6-5-39 

東御市役所 0268-64-8888 389-0502 
東御市鞍掛197 

東御市総合福祉センター 

諏訪市役所 0266-52-4141 392-8511 諏訪市高島1-22-30 
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相談窓口 電話番号 郵便番号 住所 

岡谷市役所 0266-23-4811 394-8510 岡谷市幸町8-1 

茅野市役所 0266-72-2101 391-8501 茅野市塚原2-6-1 

伊那市役所 0265-78-4111 396-8617 伊那市下新田3050 

駒ヶ根市役所 0265-83-2111 399-4192 駒ヶ根市赤須町20-1 

飯田市役所 0265-22-4511 395-8501 飯田市大久保町2534 

松本市役所 0263-33-4767 390-8620 松本市松の内3-7 

塩尻市役所 0263-52-0280 399-0786 塩尻市大門七番町3-3 

安曇野市役所 0263-71-2000 399-8281 安曇野市豊科6000 

大町市役所 0261-22-0420 398-8601 大町市大町3887 

長野市役所 026-224-5031 380-8512 長野市鶴賀緑町1613 

千曲市役所 026-273-1111 389-0892 千曲市大字戸倉2388 

須坂市役所 026-248-9003 382-8511 須坂市大字須坂1528-1 

中野市役所 0269-22-2111 383-8614 中野市三好町1-3-19 

飯山市役所 0269-62-3111 389-2292 飯山市大字飯山1110-1 

 

 ＜町村にお住まいの方＞ 

相談窓口 電話番号 郵便番号 住所 

佐久保健福祉事務所福祉課 0267-63-3142 385-8533 佐久市跡部65-1 

上田保健福祉事務所福祉課 0268-25-7123 386-8555 上田市材木町1-2-6 

諏訪保健福祉事務所福祉課 0266-57-2911 392-8601 諏訪市上川1-1644-10 

伊那保健福祉事務所福祉課 0265-76-6811 396-8666 伊那市荒井3497 

飯田保健福祉事務所福祉課 0265-53-0411 395-0034 飯田市追手町2-678 

木曽保健福祉事務所福祉課 0264-25-2219 397-8550 木曽町福島2757-1 

松本保健福祉事務所福祉課 0263-40-1914 390-0852 松本市大字島立1020 

大町保健福祉事務所福祉課 0261-23-6508 398-8602 大町市大町1058-2 

長野保健福祉事務所福祉課 026-225-9096 380-0936 長野市中御所岡田98-1 

北信保健福祉事務所福祉課 0269-62-3943 389-2255 飯山市大字静間1340-1 
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B-7 生活保護  
◆ 収入が厚生労働大臣の定める最低生活費に満たない場合、生活保護費を支給します。 

 

◆ 生活保護制度の概要については、以下の通りです。 

・ 生活に現に困窮している方に、最低限度の生活の保障と自立の助長を図ることを目

的に、困窮の程度に応じて必要な保護を行うものです。 

・ 生活保護の受給にあたっては、各種社会保障施策による支援、不動産等の資産、稼

働能力等の活用が保護実施の前提になります。また、扶養義務者による扶養は保護に

優先されます。 

・ 生活保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生

業扶助及び葬祭扶助から構成されています。医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に

委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。 

・ 保護の基準は、厚生労働大臣が設定します。 

 

◆ 詳しくは、お住まいの地域を所管する福祉事務所までお問合せください。 

 

B-8 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業  
◆ 新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、企業で

働く保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利

用した場合の利用料金を補助するものです。 

詳細は、内閣府ホームページをご覧ください。 

URL：https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/sitter_atsukai.html  

  

対象者 ① 民間企業等に勤めている又は個人で仕事をしている（自営業、フリ

ーランスなど） 

② 配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッ

ターを利用しないと働き続けられない 

③ 新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が

休校・休園等になっている 

特例措置

の内容 

小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券(2,200

円)を1人あたり１日２枚支給します。 
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C-1 住居確保給付金  
◆ 主たる生計維持者が離職・廃業後２年以内である場合、もしくは個人の責任・都合に

よらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定

の要件を満たした場合、市町村ごとに定める額（生活保護制度の住宅扶助額）を上限に

実際の家賃額を原則３か月間（延長は２回まで最大９か月間）支給します。 

  支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払

われます。 

 

◆ 対象要件は、以下のとおりです。 

(1)  主たる生計維持者が、①離職・廃業後２年以内である場合もしくは②個人の責

任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合 

(2)  直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の１

（以下「基準額」という）と、家賃（上限あり）の合計額を超えていないこと 

(3)  現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額（基準額の６月分。ただし、

100万円を超えない額）を超えていないこと 

(4)  求職活動要件として、 

(1)の①の場合：ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う

こと 

具体的には、 

・ ハローワークへの求職申込、職業相談（月２回） 

・ 企業への応募、面接（月１回） 

(1)の②の場合：誠実かつ熱心に求職活動を行うこと 

具体的には、 

・ 生活再建への支援プランに沿った活動（家計の改善、職業訓練等） 

 

※  令和４年６月末日までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の

特例として住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能となっております。 

 

◆ ３回目の延長申請ができる方は、以下の要件を満たす方です。 

 ・ 上記対象要件のうち、(1)及び(2)を満たす方 

 ・ 世帯の預貯金合計額が、基準額の３月分を超えないこと（ただし、50万円を超えな

いこと） 

 ・ 求職活動要件として、ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動

を行うこと。具体的には、 

  ・ハローワークへの求職申込、職業相談（月１回） 

  ・企業への応募、面接（月１回） 
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◆ 申請期間  令和４年８月31日（火）まで 

◆ 支給上限額は、単身世帯の場合は、月額31,800円～36,000円、２人世帯の場合は、月

額38,000円～43,000円などとなります。 

◆ 詳しくは、住居確保給付金相談コールセンターもしくはお近くのまいさぽ（生活就労

支援センター）までお問合せください。 

コールセンター電話番号：0120-23-5572 

受付時間：９:00～17:00（平日のみ） 

 

【県が設置している生活就労支援センター】 

センター名称（愛称） 所管地域 電話番号 

長野県・佐久市生活就労支援センター 

（まいさぽ信州佐久） 

南佐久郡、北佐久郡、 

小県郡 
0267-78-5255 

長野県諏訪生活就労支援センター 

（まいさぽ信州諏訪） 
諏訪郡 0266-75-1202 

長野県上伊那生活就労支援センター 

（まいさぽ上伊那） 
上伊那郡 0265-96-7845 

長野県下伊那生活就労支援センター 

（まいさぽ飯田） 
下伊那郡 0265-49-8830 

長野県木曽生活就労支援センター 

（まいさぽ木曽） 
木曽郡 0264-24-0057 

長野県東筑生活就労支援センター 

（まいさぽ東筑） 
東筑摩郡 0263-88-0180 

長野県・大町市生活就労支援センター 

（まいさぽ大町） 
北安曇郡 0261-22-7083 

長野県長野生活就労支援センター 

（まいさぽ信州長野） 

埴科郡、上高井郡、 

上水内郡 
026-267-7088 

長野県・飯山市生活就労支援センター 

（まいさぽ飯山） 
下高井郡、下水内郡 0269-67-0269 

信州パーソナル・サポート事業本部 

（まいさぽ信州） 
－ 026-226-2035 

 

【市が設置している生活就労支援センター】 

センター名称（愛称） 電話番号 センター名称（愛称） 電話番号 

長野市生活就労支援センター

（まいさぽ長野市） 
026-219-6880 

松本市生活就労支援センター 

（まいさぽ松本） 
0263-34-3041 

上田市生活就労支援センター

（まいさぽ上田） 
0268-71-5552 

岡谷市生活就労支援センター 

（まいさぽ岡谷市） 
0266-23-4811 

飯田市生活就労支援センター

（まいさぽ飯田） 
0265-49-8830 

諏訪市生活就労支援センター 

（まいさぽ諏訪市） 
0266-52-4141 

須坂市生活就労支援センター

（まいさぽ須坂） 
026-248-9977 

小諸市生活就労支援センター

（まいさぽ小諸） 
0267-31-5235 

伊那市生活就労支援センター

（まいさぽ伊那市） 
0265-72-8186 

駒ヶ根市生活就労支援センタ

ー（まいさぽ駒ヶ根） 
0265-83-2111 
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センター名称（愛称） 電話番号 センター名称（愛称） 電話番号 

中野市生活就労支援センター

（まいさぽ中野） 
0269-38-0221 

大町市生活就労支援センター 

（まいさぽ大町） 
0261-22-7083 

飯山市生活就労支援センター

（まいさぽ飯山） 
0269-67-0269 

茅野市生活就労支援センター 

（まいさぽ茅野市） 
0266-72-2101 

塩尻市生活就労支援センター

（まいさぽ塩尻） 
0263-52-0026 

佐久市生活就労支援センター 

（まいさぽ佐久市） 
0267-88-6511 

千曲市生活就労支援センター

（まいさぽ千曲） 
026-273-1111 

東御市生活就労支援センター 

（まいさぽ東御） 
0268-75-0222 

安曇野市生活就労支援センタ

ー（まいさぽ安曇野） 
0263-88-8707 

 

C-2 入居保証支援  
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、賃貸住宅へ入居される際に保証人の確保が

困難な方は、入居保証支援を受けられます。 

対象となる方 
入居時の保証人及び連帯保証人が確保できないため、賃貸住宅への入居

が困難な場合で「まいさぽ」による支援を受けられる方 

支援内容 

長野県社会福祉協議会が家主と以下のとおり入居保証契約を締結しま

す。 

・ 退去時に家賃滞納があった場合、３か月分の保証 

・ 原状回復費用の保証（10万円まで） 

 
◆ 支援の詳細については、お近くのまいさぽ（生活就労支援センター）までお問合せく

ださい。まいさぽの電話番号は、本ガイドブックの「C-1 住宅確保給付金」の後段に掲

載しております。 

 

C-3 県営住宅の家賃減免  
◆ 県営住宅にお住まいの方は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合

に、家賃の減免を受けることができます。 

 

◆ 減免割合 家賃の３分の１ 

 

◆ 減免の対象となるのは、月の収入が以下の基準を下回った場合です。 

居住地／世帯人数（単位：円） １人 ２人 ３人 ４人 

２級地 

長野市、松本市、 

上田市、岡谷市、 

諏訪市 

28,300 59,967 91,634 123,301 

３級地 上記以外の市町村 22,866 54,533 86,200 117,867 

 ※ 月の収入＝（所得額＋非課税所得額－疾病費用又は損害額）÷12 

目次に戻る 
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 ※ この基準は、生活保護法に基づく保護の基準に相当する額として想定しており、毎

年度見直すこととしています。 

 

◆ 家賃の減免は、申請のあった翌月から適用となります。減免事由に該当する方は、お

早めにご相談ください。 

 

◆ 家賃の減免を希望される方は、県建設事務所または県住宅供給公社までお問合せくだ

さい。 

  申請にあたっては、住民票や所得などを証明する書類を添付していただく必要があり

ます。 

 

【県建設事務所】 

相談窓口 電話番号（直通） 相談窓口 電話番号（直通） 

佐久建設事務所 

建築課 
0267-63-3159 

上田建設事務所 

建築課 
0268-25-7143 

諏訪建設事務所 

建築課 
0266-57-2923 

伊那建設事務所 

建築課 
0265-76-6831 

飯田建設事務所 

建築課 
0265-53-0433 

木曽建設事務所 

整備・建築課 
0264-25-2229 

松本建設事務所 

建築課 
0263-40-1934 

大町建設事務所 

整備・建築課 
0261-23-6524 

長野建設事務所 

建築課 
026-234-9529 

北信建設事務所 

建築課 
0269-23-0220 

 

【県住宅供給公社】 

相談窓口 電話番号 相談窓口 電話番号 

長野県住宅供給公社 

住宅管理部 
026-227-2322 

長野県住宅供給公社  

松本事務所 
0263-47-0240 

上田管理センター 0268-29-7010 佐久管理センター 0267-78-5410 

諏訪管理センター 0266-54-2010 伊那管理センター 0265-98-7450 

飯田管理センター 0265-48-0460 
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C-4 県営住宅への一時入居  
◆ 長野県では、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇・雇止めにより住居の退去

を余儀なくされる方々の居住安定確保のため、県営住宅を一定期間提供しております。 

 

対象となる方 

 長野県内に在住または在勤している方で、雇用先からの解雇・

雇止めにより、社員寮や社宅など現に居住している住居から退去

を余儀なくされている方又はその同居親族に該当することが客観

的に証明できる方 

使用（入居）許可方

法 

以下の書類を各建設事務所（整備・）建築課に提出し、審査が

完了した方から先着順により許可 

・ 長野県営住宅一時使用許可申請書 

・ 誓約書 

・ 対象となる方を証明する書類 

 （例：解雇通知、離職票、社員寮・社宅等からの退去通知、賃

貸住宅の契約書、給与証明書、同居親族がいる場合は住

民票等） 

・ 申請者本人を確認する書類（免許証、保険証等） 

使用（入居）期間 原則１年以内 

使用料（家賃） 第１階層の家賃（最も低額な家賃）相当額の３分の１を減じた額 

敷金 なし 

退去修繕 入居者の責によるもの以外は徴収なし 

連帯保証人 不要 

 

◆ 申請先及びお問合せ先は、各建設事務所です。 

 また、受付時間は、８：30～17：15（平日のみ）となっております。 

 

目次に戻る 
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D-1 国税の猶予制度  
◆ 国税猶予制度とは 

国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるとき

や、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請すること

で、最大１年間、納税が猶予される制度です（注）。 

猶予制度には、①換価の猶予（国税徴収法第151条及び第151条の２）と②納税の猶予

（国税通則法第46条）があります。 

（注） 納税の方法は、猶予の種類により、①１年間据え置かれる場合、②猶予期間中に分割納付

をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。 

 

◆ 国税局猶予相談センターでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時

に納付することが困難な方からの、猶予制度に関する質問や相談を専門にお受けしてい

ます。 

電話番号：0120-948-249（関東信越国税局） 

受付時間：８：30～17：00（土日祝日を除く） 

 詳細については、以下のＵＲＬをご確認ください。 

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

 

◆ このほかの新型コロナウイルス感染症に関する対応については、最寄りの税務署にお

問合せください。 

税務署名 電話番号 管轄区域 

飯田税務署 0265-22-1165 飯田市、下伊那郡 

伊那税務署 0265-72-2171 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 

上田税務署 0268-22-1234 上田市、千曲市、東御市、小県郡、埴科郡 

大町税務署 0261-22-0410 大町市、北安曇郡 

木曽税務署 0264-22-2024 木曽郡 

佐久税務署 0267-67-3460 小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡 

信濃中野税務署 0269-22-3151 中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡 

諏訪税務署 0266-52-1390 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 

長野税務署 026-234-0111 長野市、須坂市、上高井郡、上水内郡 

松本税務署 0263-32-2790 松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡 

 

D-2 地方税の猶予制度  
【新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ】 

目次に戻る 
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◆ 新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制

度を受けられる場合があります。 

○ 事業に著しい損失を受けた場合 

・納税者の方が営む事業について、収入の減少等により、著しい損失を受けた場合  

・納税者の方の給与が、勤務先の業績低下、勤務日数の減少、解雇などにより減少し

た場合  

※ いずれの場合も、令和４年２月以降の任意の１か月間における収入が過年度（令和

元年から３年のいずれかの年）同月比で概ね 50％以上減少した場合に限ります。 

○ 災害により財産に相当な損失が生じた場合 

・新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことによ

り、備品や棚卸資産を廃棄した場合 

○ ご本人又はご家族が病気にかかった場合 

 ・納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が新型コロナウイルスに感染した場合 

 

詳しくはお近くの県税事務所にお問い合わせください。 

 
【県税についてのお問合せ先】 

県税事務所 所在地・連絡先 管轄地域 

総合県税事務所 

〒380-0836 

長野市大字南長野南県町686-1 

ＴＥＬ：026-234-9505 

長野市、須坂市、千曲市、埴科

郡、上高井郡、上水内郡 

総合県税事務所 

北信事務所 

〒383-8515 

中野市大字壁田955 

ＴＥＬ：0269-23-0204 

中野市、飯山市、下高井郡、 

下水内郡 

東信県税事務所 

〒385-8533 

佐久市大字跡部65-1 

ＴＥＬ：0267-63-3135 

小諸市、佐久市、南佐久郡、 

北佐久郡 

東信県税事務所 

上田事務所 

〒386-8555 

上田市材木町1-2-6 

ＴＥＬ：0268-25-7117 

上田市、東御市、小県郡 

南信県税事務所 

〒396-8666 

伊那市荒井3497 

ＴＥＬ：0265-76-6805 

伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 

南信県税事務所 

諏訪事務所 

〒392-8601 

諏訪市上川1丁目1644-10 

ＴＥＬ：0266-57-2905 

岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 

南信県税事務所 

飯田事務所 

〒395-0034 

飯田市追手町2丁目678 

ＴＥＬ：0265-53-0405 

飯田市、下伊那郡 

中信県税事務所 

〒390-0852 

松本市大字島立1020 

ＴＥＬ：026-340-1906 

松本市、塩尻市、安曇野市、 

東筑摩郡 
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県税事務所 所在地・連絡先 管轄地域 

中信県税事務所 

木曽事務所 

〒397-8550 

木曽郡木曽町福島2757-1 

ＴＥＬ：0264-25-2216 

木曽郡 

中信県税事務所 

大町事務所 

〒398-8602 

大町市大町1058-2 

ＴＥＬ：0261-23-6505 

大町市、北安曇郡 

県庁総務部税務課 

〒380-8570 

長野市大字南長野字幅下692-2 

ＴＥＬ：026-235-7046 

－ 

 

D-3 運転免許証の有効期間の延長措置等について  
 

【運転免許証の有効期間の延長措置について】 

◆ 新型コロナウイルス感染症対策としての運転免許証の有効期間延長申請の受付は令和3

年12月28日（火曜日）で終了しました。 

有効期間の延長手続をされた方は、延長された有効期間内に運転免許証の更新手続を

行わないと、運転免許証は失効し、自動車等を運転できなくなります。 

なお、新型コロナウイルスへの感染や感染のおそれを理由として、運転免許証の有効

期限が過ぎてしまった方は、再取得の手数料が減額になる場合や講習の区分が変更にな

る場合がありますので、窓口へお申し出ください。 

 
◆ 新型コロナウイルス感染症への感染やそのおそれを理由に運転免許証の更新を受けず

失効した場合や、ご不明な点がある場合は、以下の窓口までお問合せください。 

場所 電話番号 受付時間 

北信運転免許センター（長野市） 026-292-2345 
８：30～17：00 

（平日のみ） 
東信運転免許センター（佐久市） 0267-53-1550 

中南信運転免許センター（塩尻市） 0263-53-6611 

 

D-4 年金に関すること  
【国民年金保険】 

◆ 令和２年５月１日より、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による特例免除申請の受付手続きが開始されております。 

 

◆ 臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の２点を

いずれも満たした方が対象になります。 

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

（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。 
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◆ 対象期間は、以下のとおりです。令和２年２月分以降の国民年金保険料が対象となり

ます。 

免除猶予 

＜令和元年度分＞令和２年２月～令和２年６月 

＜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 

学生納付特例 

＜令和元年度分＞令和２年２月～令和２年３月 

＜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 

 

◆ 申請をする場合は、以下の書類を、住民登録をしている市役所・町村役場または年金

事務所へ郵送してください。 

  申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大

防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。 

 

 ＜申請に必要な書類＞ 

 ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書 

  ・所得の申立書 

※ 申請の際には、２つの書類を必ずあわせて提出してください。 

※ 所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず提出してくだ

さい。 

※ マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人

確認書類を添付してください。 

 

 ＜申請に必要な書類（学生の方）＞ 

 ・国民年金保険料学生納付特例申請書 

  ・所得の申立書 

  ・学生証のコピー 

 ※ 申請書には、在学期間がわかる学生証のコピー（裏面に有効期限、学年、入学年月

日の記載がある場合は裏面のコピーを含みます）または在学証明書（原本）を添付し

てください 

 ※ 所得の申立書は、臨時特例による申請を希望する場合は、必ず提出してください。 

 ※ マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人

確認書類を添付してください。 

 

◆ 申請書等は、以下のＵＲＬから確認することができます。 

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

 

【厚生年金保険料】 

◆  納付猶予特例制度は令和２年１月分～令和２年12月分の厚生年金保険料等が対象で

あり、令和２年12月分の申請期限である令和３年２月26日をもって納付猶予特例制度

の申請期間は終了し、猶予期間（最長１年間）についても令和４年２月１日をもって

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
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全期間満了しました。 

◆  令和３年１月分以降の厚生年金保険料等については、納付猶予特例制度の対象とは

ならないため、納期限内の納付が必要となります。 

令和３年１月分以降の厚生年金保険料等の納付が困難な場合や、納付猶予特例を受

けていた厚生年金保険料等について引き続き納付が困難な場合は、他の猶予制度を受

けられることがありますので、管轄の年金事務所へご相談ください。 

 

お問合せ先 電話番号 受付時間 

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） 

※「050」で始まる電話からかける

場合は03-6630-2525（一般電話） 平 日：８：30～17：15 

週初の開所日：８：30～ 

      19：00 

第２土曜：９：30～16：00 

（休業日：土日祝日、年末年

始（12月29日～1月3日）） 

飯田年金事務所 0265-22-3641 

伊那年金事務所 0265-76-2301 

岡谷年金事務所 0266-23-3661 

小諸年金事務所 0267-22-1080 

長野北年金事務所 026-244-4100 

長野南年金事務所 026-227-1284 

松本年金事務所 0263-31-5150 

 

 

D-5 ＮＨＫの受信料について  
【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う受信料の支払いに関する相談窓口】 

◆ 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たみなさまから

の受信料のお支払いに関するご相談をお受けする専用の窓口を開設しています。 

  期日までに受信料をお支払いいただくことが難しい場合や、口座振替等ではなく払込

用紙でのお支払いを希望される場合などは、下記窓口までご相談ください。 

窓口 担当地域 電話番号 受付時間 

長野放送局（営業） 長野県全域 026-291-5207 
10:00～17:00 

（平日のみ） 

 

【事業所割引の適用解除期間の緩和】 

◆ 事業所割引は、「連続６期間受信料のお支払いがない」場合は、遡って割引が解除さ

れることとなっています。 

◆ このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた措置として、2020年２月～

2022年９月末までの期間（16期間）は、受信料のお支払いを延滞された場合であって

も、「連続６期間受信料のお支払いがない」場合に通算しないこととします。 

◆ 事業所割引の適用解除期間の緩和にあたり、お客様からのお手続きは不要です。 

 

【事業所割引の申込受理期間の延期】 

目次に戻る 
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◆ 事業所割引は、「申込書を受理した月」から割引の適用を開始することとなっていま

す。 

◆ このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた措置として、2020年１月から

2022年９月までの間に受信機を設置して2022年11月末日までに受信契約を締結し、事業

所割引申込書を受理した場合は、事業所割引の適用は受信料の支払開始月（受信機の設

置月の翌月）から開始するものとします。 

 

【多数一括割引の割引適用期間の延伸】 

◆ 多数一括割引についても同様に、2020年２月～2022年９月末までの期間（16期間）

は、受信料のお支払いを延滞された場合であっても、2023年９月末日までに一括してお

支払いいただければ、割引を適用することとします。 

 

D-6 国民健康保険料（税）・後期高齢者医療保険料の

減免について  
◆ 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被保険者等で、一定の要件を

満たしている方は、保険料が減免されます。 

 

◆ 対象となるのは、令和２年度分及び令和３年度分の保険料のうち、以下の保険料で

す。 

 ・ 納期限が令和３年４月１日から令和４年３月31日の普通徴収保険料 

 ・ 年金支給日が令和３年４月１日から令和４年３月31日の特別徴収保険料 

 

◆ 対象となる方は、次の１または２のいずれかに該当する方です。 

 

 １． 新型コロナウイルス感染症によりその者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡

し、または重篤な傷病を負った方(主たる生計維持者とは、その者の属する世帯の世

帯主をいいます） 

    ⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料が全額免除となります。 

 

 ２． 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持

者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入（以下「事業収入等」とい

う。）の減少が見込まれ、次の（ア）から（ウ）までのすべてに該当する方 

   （ア） 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額（補償金等によ

り補填されるべき金額を控除した額）が前年の事業収入等の10分の３以上で

あること。 

※ 国や都道府県から支給される各種給付金は補填金額に含まれません。 

 

   （イ） 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法（昭和25年法律第226号）第314

条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の

確保に関する法律施行令（平成19年政令第318号）第７条第１項に規定する他

目次に戻る 
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の所得と区分して計算される所得の金額（地方税法第314条の２第１項各号及

び第２項の規定の適用がある場合にはその適用前の金額。）の合計額が1,000

万円以下であること。 

   （ウ） 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所

得以外の前年の所得金額（２以上ある場合はその合計額）が400万円以下であ

ること。 

    ⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料が一部または全額免除となります。 

 

◆ 令和３年度分の減免申請を希望される方は、令和４年３月31日までに、保険料減免申

請書及び所得状況等に係る申出書に、必要な書類を添付してお住まいの市町村の国民健

康保険担当課又は後期高齢者医療担当部署に申請してください。 

◆ 詳しくは、長野県後期高齢者医療広域連合（ＴＥＬ：026-229-5320）またはお住まい

の市町村の国民健康保険担当課・後期高齢者医療担当部署へお問い合わせください。 
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E-1 高校生等奨学給付金  
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した方は、奨学給付金の給付を受ける

ことができます。 

  給付金の詳細については、以下のとおりです。 

対象となる方 
新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、住民税非課税世

帯等に相当すると認められる方 

給付額（年額） 

※全日制の場合 

＜公立高校＞ 

第 １ 子：110,110円  

第２子以降：141,700円 

＜私立学校＞ 

第 １ 子：129,600円 

第２子以降：150,000円 

◆ 詳しくは、お子様が公立学校に通われている場合は各高校に、私立学校に通われてい

る場合は県民文化部私学振興課（ＴＥＬ：026-235-7058）までお問合せください。 

 

E-2 特別支援教育就学奨励費  
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響で所得が著しく減少した方は、直近の世帯収入によ

る所得区分で、学校生活に必要な費用の支給を受けることができます。 

  支給の詳細については、以下のとおりです。 

対象となる方 特別支援学校に通学するお子さんがいるご家庭など 

支給額 所得区分により、実費の全額または２分の１が支給されます。 

支給対象となる費用 

・学校給食費 

・修学旅行費 

・交通費 

・学用品購入費 

・寄宿舎居住に伴う経費               など 

※対象とならない経費もあります。 

◆ 詳しくは、お子様が通われている特別支援学校までお問合せください。 

 

E-3 高等学校等奨学金  
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した方は、奨学金の貸与を受けること

ができます。奨学金の詳細については、以下のとおりです。 

対象となる方 
新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、修学が困難とな

った高校生など 

貸与額（月額） 

＜奨学金＞ 

公 立：18,000円 

私 立：30,000円 

＜遠距離通学費＞ 

26,000円を上限 

（通学費などの10分の７） 

目次に戻る 
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※ 希望により最大12か月分の一括貸与を受けることができます。 

◆ 詳しくは、在籍している高校までお問合せください。 

 

E-4 高校の授業料減免  
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響で生活が著しく困難になった方は、高校の授業料減

免を受けられます。 

減免の詳細（県立高校の場合）については、以下のとおりです。 

対象となる方 
新型コロナウイルス感染症の影響で生活が著しく困難になった方 

（例）４人世帯の場合･･･年収見込額350万円未満 

減免額 9,900円（月額）×減免が必要な月数 

 

◆ 詳しくは、在籍している県立高校までお問合せください。 

また、私立高校に在籍している方については、減免制度の有無を含め、各高校にお問

合せください。 

 

E-5 高等教育の修学支援新制度  
◆ 住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯を対象に、学校生活に必要な生活費等をカバー

する給付型奨学金と授業料等減免による支援を行っています。 

支援の詳細については、以下のとおりです。 

対象となる方 
家計が急変し大学等の授業料が支払えない方など、困難な状況にあ

る大学生等 

支援内容 

・ 住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯を対象に、給付型奨学金

と授業料等減免による支援を行います。 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した場合も審査

対象になります。 

◆ 給付型奨学金については、在籍している大学等の窓口または日本学生支援機構奨学金

相談センターまでお問合せください。 

 日本学生支援機構奨学金相談センターの電話番号及び受付時間は、以下のとおりです。 

 電話番号：0570-666-301 

 受付時間：９：00～20：00（土日・祝日を除く） 

◆ 授業料等の減免については、在籍している大学等の窓口までお問合せください。 

 

E-6 日本学生支援機構の貸与型奨学金  
◆ 日本学生支援機構の貸与型奨学金は、高等教育の修学支援新制度よりも幅広い所得の

世帯が対象となる貸与型の奨学金制度です。 

詳細は以下のURLからご確認ください。 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/rinji/kakei_kyuhen/coronavirus.html 

目次に戻る 
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◆ 詳しくは、在籍している大学等の窓口または日本学生支援機構奨学金相談センター

（ＴＥＬ：0570-666-301）までお問合せください。 

  

E-7 日本政策金融公庫の教育ローン  
◆ 日本政策金融公庫国民生活事業では、「国の教育ローン」について、新型コロナウイ

ルス感染症にかかる「特例措置」を実施しています。 

 

◆ 特例措置の対象となる方は、令和２年１月29日以降に新型コロナウイルス感染症によ

る影響を受けて世帯収入（所得）が減少している方です。 

 

◆ 特例措置の内容は、以下のとおりです。 

項目 特例措置の内容 （参考）通常のご利用条件 

世帯年収（所

得）上限の緩和 

お子さまの人数が１人または２

人である世帯の世帯年収（所

得）の上限額を引上げ 

お子さまの 

人数 

世帯年収（所

得）の上限額 

１人 
990（790）万円 

２人 

３人 990（790）万円 
 

お子さまの人数に応じた、世帯

年収（所得）の上限額 

 

お子さまの 

人数 

世帯年収（所

得）の上限額 

１人 790（600）万円 

２人 890（690）万円 

３人 990（790）万円 
 

 ※ 「お子さまの人数」とは、お申込みいただく方の世帯で扶養しているお子さまの人

数をいいます。年齢、就学の有無を問いません。 

 

◆ お申込み時にご提出いただく書類は、以下のとおりです。 

お申込み人 ご提出いただく書類の例 

お勤めの方 

①収入（または所得）が減少した月と 

②前年（または前々年）の同月の収入（または所得）の両方が分か

る給与明細書など 

事業を営む方 

①売上（または所得）が減少した１か月間と 

②前年（または前々年）の同期の売上（または所得）の両方が分か

る帳簿など 

 ※ お申込み人（主に生計を維持されている方）の収入等が減少していない場合は、配

偶者または同居家族（同一生計であって、収入（所得）を家計に供している方に限り

ます。）名義の書類をご提出ください。 

 ※ 令和２年１月以降のものをご提出ください。 

 

◆ 詳しくは、下記の「教育ローンコールセンター」へお問合せください。 

 電話番号：0570-008656、03-5321-8656 

 受付時間：９：00～21：00（平日）／９：00～17：00（土曜日） 

目次に戻る 
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E-8 新型コロナウイルス感染症対策に関わる学

校関係相談窓口等  
【児童生徒等のための新型コロナ差別・偏見等相談専用ダイヤル】 

◆ 新型コロナウイルスに関する差別・偏見・誹謗中傷等を抑止するため、児童生徒及び

その保護者のための相談専用ダイヤルを開設しています。 

 必要に応じ、長野県の「新型コロナ誹謗中傷等被害相談窓口」と連携して対応します。 

 電話番号：026-235-7450（直通電話） 

 受付時間：９：00～17：00（平日のみ） 

 

【ＬＩＮＥ相談窓口「ひとりで悩まないで＠長野」】 

◆ 長野県では、不安や悩みを抱える中学生と高校生を対象に、学校生活のこと、友だち

のことなどＬＩＮＥで相談できる「ひとりで悩まないで＠長野」を開設しています。 

 窓口の詳細については、以下のとおりです。 

開設期間 

令和５年３月31日までの毎週水曜日及び次の期間の日曜日

（４月10日（日）～５月１日（日）、７・８・９・１月） 

※７・８・９月の水曜日は、地元の大学生等が対応する 

「ピア・デイ」を実施します。 

受付時間 
18：00～21：00（相談終了は21：30） 

※「ピア・デイ」期間中は18時～20時（相談終了20時30分） 

対象者（相談できる

人） 

長野県に在住し、中学校、義務教育学校後期課程、中等教

育学校、高等学校、特別支援学校中等部・高等部、専修学校

高等課程等に在籍する生徒 

 

◆ 相談を希望する方は、以下のＱＲコードより友だち登録をして相談してください。 

以下のＵＲＬからも友だち登録をすることができます。 

https://lin.ee/nB0SaYu  
 

【学校生活相談センター・子ども支援センター】 

◆ 学校生活相談センター及び子ども支援センターでは、24時間、常設で相談を受け付け

ています。 

学校生活相談センター 

 電 話 番 号：0120-0-78310 メールアドレス：gakko-sodan@pref.nagano.lg.jp 

 

子ども支援センター(子ども専用ダイヤル) 

電 話 番 号：0800-800-8035 メールアドレス：kodomo-shien@pref.nagano.lg.jp  
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【学校関係相談窓口（県教育委員会）】 

◆ 長野県教育委員会が設置している新型コロナウイルス感染症対策に関わる学校関係相

談窓口は、以下のとおりです。 

担当課・係 相談内容 電話番号 

保健厚生課保健・安全係 児童生徒の健康、保健管理など 026-235-7444 

学びの改革支援課 

（学習指導） 

学校の授業や生活、行事など 

026-235-7434・7435 

義務教育課管理係 

（小・中学校） 
026-235-7426 

高校教育課管理係 

（高等学校） 
026-235-7430 

特別支援教育課指導係 

（特別支援学校） 
026-235-7456 

心の支援人権支援係 児童・生徒の心のケアなど 026-235-7450 

学びの改革支援課（文化

部） 部活動など 
026-235-7434・7435 

スポーツ課学校体育係 026-235-7448 

 

E-9 お子様が通われている学校に関するお問合せ  
◆ 市町村（組合）立学校については、市町村（組合）教育委員会までお問合せくださ

い。各市町村（組合）教育委員会の連絡先は、以下のとおりです。 

教育委員会名 電話番号 教育委員会名 電話番号 

佐久市教育委員会 0267-62-3478 小諸市教育委員会 0267-22-1700 

小海町教育委員会 0267-92-2391 佐久穂町教育委員会 0267-86-4940 

川上村教育委員会 0267-97-2600 南牧村教育委員会 0267-96-2104 

南相木村教育委員会 0267-78-2433 北相木村教育委員会 0267-77-2111 

軽井沢町教育委員会 0267-45-8672 御代田町教育委員会 0267-32-9100 

立科町教育委員会 0267-56-2311 
小海町北相木村南相木村 

中学校組合教育委員会 
0267-92-2391 

上田市教育委員会 0268-23-5100 東御市教育委員会 0268-64-5879 

長和町教育委員会 0268-68-2127 青木村教育委員会 0268-49-2224 

上田市長和町中学校組合 

教育委員会 
0268-85-2332 伊那市教育委員会 0265-72-3351 

駒ヶ根市教育委員会 0265-83-2111 岡谷市教育委員会 0266-23-4811 

諏訪市教育委員会 0266-52-4141 茅野市教育委員会 0266-72-2101 

辰野町教育委員会 0266-41-1681 箕輪町教育委員会 0265-70-6603 

飯島町教育委員会 0265-86-3111 南箕輪村教育委員会 0265-76-7007 

中川村教育委員会 0265-88-1005 宮田村教育委員会 0265-85-2314 

下諏訪町教育委員会 0266-28-0001 富士見町教育委員会 0266-62-9235 

目次に戻る 
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教育委員会名 電話番号 教育委員会名 電話番号 

原村教育委員会 0266-79-7920 
辰野町塩尻市小学校組合 

教育委員会 
0266-41-1111 

飯田市教育委員会 0265-22-4511 松川町教育委員会   0265-36-7023 

高森町教育委員会 0265-35-8211 阿南町教育委員会 0260-22-2270 

阿智村教育委員会 0265-45-1231 平谷村教育委員会 0265-48-2211 

根羽村教育委員会 0265-49-2111 下條村教育委員会 0260-27-1050 

売木村教育委員会 0260-28-2677 天龍村教育委員会 0260-32-3206 

泰阜村教育委員会 0260-26-2750 喬木村教育委員会 0265-33-2002 

豊丘村教育委員会 0265-35-9053 大鹿村教育委員会 0265-39-2100 

松本市教育委員会 0263-33-3980 塩尻市教育委員会 0263-52-0280 

大町市教育委員会 0261-22-0420 安曇野市教育委員会 0263-71-2223 

麻績村教育委員会 0263-67-4858 生坂村教育委員会 0263-69-2087 

山形村教育委員会 0263-98-3155 朝日村教育委員会 0263-99-2004 

筑北村教育委員会 0263-67-1161 上松町教育委員会 0264-52-4900 

南木曽町教育委員会 0264-57-3335 木曽町教育委員会 0264-23-2000 

木祖村教育委員会 0264-36-3348 王滝村教育委員会 0264-48-2134 

大桑村教育委員会 0264-55-1020 池田町教育委員会 0261-61-1430 

松川村教育委員会 0261-62-3111 白馬村教育委員会 0261-85-0738 

小谷村教育委員会 0261-82-3981 
松本市山形村朝日村 

中学校組合教育委員会 
0263-33-9846 

塩尻市辰野町中学校組合 

教育委員会 
0263-52-0280 

池田松川施設組合教育 

委員会 
0261-62-6222 

須坂市教育委員会 026-248-9010 長野市教育委員会 026-224-5080 

飯山市教育委員会 0269-62-3111 中野市教育委員会 0269-22-2111 

坂城町教育委員会 0268-82-2069 千曲市教育委員会 026-275-0004 

高山村教育委員会 026-245-1100 小布施町教育委員会 026-247-3111 

木島平村教育委員会 0269-82-2350 山ノ内町教育委員会 0269-33-1102 

信濃町教育委員会 026-255-5923 野沢温泉村教育委員会 0269-85-3115 

小川村教育委員会 026-269-3146 飯綱町教育委員会 026-253-4769 

栄村教育委員会 0269-87-3111 

◆ 長野県立学校・指定都市立学校については、長野県教育委員会（TEL：026-235-7444）

にお問合せください。 

 

◆ 長野県内の私立学校、大学等については、各校または以下の窓口までお問合せくださ

い。 

相談窓口 電話番号 

県民文化部私学振興課（私立高校・専門学校） 026-235-7058 

県民文化部高等教育振興課（大学・短期大学） 026-235-7285 
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E-10 新卒者内定取消等特別相談窓口 
◆ 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響で内定の取り消しや入職時期の繰

り下げにあったみなさまのための特別相談窓口を、全国56ヵ所の新卒応援ハローワー

クに設置しました。 

○特別相談窓口での支援内容 

 １ 内定が取り消されてしまいそうなときは・・・ 

皆様の内定取消し回避に向けて、企業へ働きかけを行います。 

 ２ 内定が取り消されてしまったときは・・・ 

個別のきめ細やかな支援により、みなさまが早期に新たな就職先を決定できる

よう全力で支援します。 

 ３ 就職活動に自信・意欲をなくしてしまったときは・・・ 

臨床心理士などの支援により心理的なサポートや再度の就職活動に向け、本人

の状況や希望を丁寧に伺いながら支援します。 

卒業後でも利用できますので、まずはハローワークの特別相談窓口にご連絡くださ

い。ご連絡先は、本ガイドブックの「G-5 雇用調整助成金」に掲載しております。 

なお、最寄りのハローワークでも相談を受け付けています。

目次に戻る 
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F-1 緊急就労支援  
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響で離職された方は、就労による生活資金の確保、そ

の後の就労継続へのきっかけづくりのための緊急就労の支援を受けられます。 

 

◆ 支援の対象となる方は、生活支援資金（社会福祉協議会が窓口となっている総合支援

資金）貸付制度を利用されている方や、「まいさぽ」による支援を受けている方など

です。 

 
◆ 支援の詳細については、以下の相談窓口までお問合せください。 

相談窓口 電話番号 住所 

長野県社会福祉協議会 

総務企画部 

企画グループ 
026-228-4244 〒380-0936 

長野市中御所 

岡田98-1 
相談事業部 

あんしん創造グループ 

026-226-2035 

026-226-2036 

各市町村社会福祉協議会 

本ガイドブックの「B-1 生活福祉

資金貸付制度」に掲載しておりま

す。 

生活就労支援センター「まいさぽ」 
本ガイドブックの「C-1 住宅確保

給付金」に掲載しております。 

 

F-2 労働相談（緊急労働相談窓口） 

◆ 新型コロナウイルス感染症の影響で仕事に関するお悩みなどをかかえている方のご相

談をお受けしています。 

労政事務所 電話番号 受付時間 

東信労政事務所 0268-23-1629 

８：30～17：15 

（平日のみ） 

南信労政事務所 0265-76-6833 

中信労政事務所 0263-40-1936 

北信労政事務所 026-234-9532 

 

F-3 労働相談（特別労働相談窓口） 

◆ 労働局では、「特別労働相談窓口」を設置しています。新型コロナウイルスの影響に

伴う解雇、雇い止め・休業手当等の労働相談に対応しています。お近くのハローワー

ク、長野労働局にお問い合わせください。ご連絡先は、本ガイドブックの「G-5 雇用調

整助成金」に掲載しております。 

目次に戻る 
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F-4 求職者支援訓練  
◆ 雇用保険を受給できない求職者の方は、無料（テキスト代等実費のみ負担）で職業訓

練を受講しながら、要件を満たせば月額10万円の受講手当等の給付金を受け取ること

ができます。 

 

◆ 対象者：休職中の方で、原則として以下の５つの条件を満たす方 

①ハローワークに求職の申込みをしていること 

②雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと 

③労働の意思と能力があること 

④職業訓練などの支援が必要とハローワークが認めたこと 

※給付金を受給するには、更に下に記載の「給付金の支給内容・要件」に記載の要件

を満たす必要があります。 

 

◆ 給付金の支給内容・要件 

【支給額】 

・職業訓練受講手当：月額10万円 

・通所手当：訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額（上限額あり） 

・寄宿手当：月額10,700円 

※「通所手当」「寄宿手当」の詳細は、ハローワークにお問い合わせください。 

【主な支給要件】（以下のすべてを満たす方が対象） 

・本人収入が月８万円以下（シフト制で働く方、自営業、フリーランス、副業・兼業 

を行う方等で固定収入が月８万円以下の方等は、本人収入が月12万円以下） 

・世帯全体の収入が月40万円以下（※） 

・訓練の8割以上に出席する（※）（病気や仕事など以外の理由で訓練を欠席した場

合、給付金は日割りで支給します） 等  

※ 令和5年3月末までの特例措置等 

 

◆ 制度の詳細は、以下のＵＲＬをご確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushoku

sha_shien/index.html 

 

◆ 訓練については、最寄りのハローワークにご相談ください。ご連絡先は、本ガイドブ

ックの「G-5 雇用調整助成金」に掲載しております。 
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F-5 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

「こころの耳」 
◆ 労働者やそのご家族、企業の人事担当者の方を対象に、職場のメンタルヘルスに関す

る情報提供をしています。 

また、産業カウンセラー等がメール・電話・ＳＮＳにより、メンタルヘルス不調、過

重労働により体調を崩したといった相談を受け付けます。下記よりサイトにアクセスし

てください。 

  

ＵＲＬ：https://kokoro.mhlw.go.jp/ ＱＲコード: 

  

 電話番号：0120-565-455 

月曜日・火曜日 17:00～22:00  

土曜日・日曜日 10:00～16:00  

（祝日、年末年始はのぞく） 

  

目次に戻る 
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G-1 中小企業者向け相談窓口  
【産業・雇用 総合サポートセンター】 

◆ 県では、新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受けている全ての事業者・労

働者が必要な支援を受けられるよう、国・県の経営・雇用支援策について、相談から支

援策の紹介、申請書の作成・提出までをトータルで支援する総合サポートセンターを各

地域に設置しています。 

 

◆ 長野県では、制度融資・各種補助金等の支援策の紹介を行うと共に中小企業金融相談

窓口を設置し、資金繰り等の相談を受け付けています。 

窓口 所在地 電話番号 

産業労働部経営・創業支援課 

〒380-8570 

長野市大字南長野字幅下

692-2 

026-235-7200

（金融相談） 

佐久地域振興局商工観光課 
〒385-8533 

佐久市跡部65-1 
0267-63-3157 

上田地域振興局商工観光課 

〒386-8555 

上田市材木町1-2-6 

0268-25-7185 

0268-25-7140

（金融相談） 

諏訪地域振興局商工観光課 
〒392-8601 

諏訪市上川1-1644-10 
0266-57-2922 

上伊那地域振興局商工観光課 

〒396-8666 

伊那市荒井3497 

0265-76-6829 

0265-76-6832

（金融相談） 

南信州地域振興局商工観光課 
〒395-0034 

飯田市追手町2-678 
0265-53-0432 

木曽地域振興局商工観光課 
〒397-8550 

木曽郡木曽町福島2757-1 
0264-25-2228 

松本地域振興局商工観光課 
〒390-0852 

松本市大字島立1020 
0263-40-1932 

北アルプス地域振興局商工観光課 
〒398-8602 

大町市大字大町1058-2 
0261-23-6523 

長野地域振興局商工観光課 

〒380-0836 

長野市大字南長野南県町

686-1 

026-234-9528 

026-234-9527

（金融相談） 

北信地域振興局商工観光課 
〒383-8515 

中野市大字壁田955 
0269-23-0219 
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【労政事務所】 

◆ 県下４か所の労政事務所では、雇用調整助成金等に関する申請サポートを行っていま

す。 

 ※ 社会保険労務士を配置し、予約制により厚生労働省「雇用調整助成金」、「新型コ

ロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」などの支給申請書作成を支援していま

す。 

窓口 所在地 電話番号 

東信労政事務所 
上田市材木町1-2-6 

上田合同庁舎内 
0268-25-7144 

南信労政事務所 
伊那市荒井3497 

伊那合同庁舎内 
0265-76-6833 

中信労政事務所 
松本市大字島立1020 

松本合同庁舎内 
0263-40-1936 

北信労政事務所 
長野市大字南長野南県町

686-1 長野合同庁舎内 
026-234-9532 

 ※ 事前予約制です。事業所所在する地域を担当する労政事務所に電話によりお申込み

ください。 

 
【事業者向け「よろず支援拠点」相談窓口】 

◆ 事業者の皆様からの様々な相談に無料で応じる「長野県よろず支援拠点」では、資金

繰りや雇用など様々な相談に応じております。 

窓口 連絡先 受付時間 

長野県よろず支援拠点 

電話：026-227-5875 ８:30～17:15 

メール：info@nagano-yorozu.go.jp  

ＵＲＬ：https://nagano-yorozu.go.jp/contact  

 

【日本政策金融公庫（平日のみ）】 

◆ 新型コロナウイルス感染症特別貸付 

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化をきた

しているが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小

企業者を支援します。 

窓口 電話番号 受付時間 

長野支店 国民生活事業 0570-021469 

９:00～17:00 

（平日のみ） 

長野支店 農林水産事業 026-233-2152 

松本支店 中小企業事業 0263-33-0300 

松本支店 国民生活事業 0570-023118 

伊那支店 国民生活事業 0570-026076 

小諸支店 国民生活事業 0570-023834 

詳細については、以下のＵＲＬをご確認ください。 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html 

mailto:info@nagano-yorozu.go.jp
https://nagano-yorozu.go.jp/contact
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
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【商工中金】 

◆ 危機対応融資 

商工中金では、「新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口」を設置してお

り、新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りに支障を来している中小企業の皆

様からのご相談に対し、危機対応業務の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」でお応

えいたします。 

電話：0120-542-711 受付時間：平日９:00～17:00 土曜９:00～15:00 

（日曜、祝祭日、12/31は受付しておりません） 

 

詳細については、以下のＵＲＬをご確認ください。 

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

 

【長野県信用保証協会（８：45～17：15（平日のみ））】 

窓口 電話番号 窓口 電話番号 

本店 企業支援部 0120-34-7680 本店 営業部 026-234-7271 

中野支店 0269-22-4528 上田支店 0268-22-5914 

佐久支店 0267-68-8484 松本営業部 0263-47-1533 

諏訪支店 0266-52-1946 伊那支店 0265-72-6148 

飯田支店 0265-52-1522 

【国】 

窓口 電話番号 

経済産業省 関東経済産業局 産業部 中小企業課 048-600-0321 

 

G-2 経営安定化に向けた融資等  
【セーフティネット保証制度】 

◆ セーフティネット保証制度については、中小企業庁ホームページ（下記ＵＲＬ参照）

よりご確認いただけます。 

 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm 

 

【長野県中小企業融資制度】 

◆ 中小企業融資制度は、中小企業のみなさまが、事業活動に必要とする資金を円滑に調

達し、大きく飛躍していただくために、県が金融機関に対して資金を預託し、金融機

関を通じて低利融資を行う制度です。 

なお、本制度は原則として、長野県信用保証協会等の保証付き融資が対象となりま

す。また、融資の際に中小企業の皆さまにご負担していただく保証料については、中

小企業振興資金を除き、県と市町村（一部資金は県のみ）の補助制度がございます。 

 

◆ 詳しい内容については、下記ＵＲＬよりご確認ください。 

    https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/kinyu/chusyo-yushi/

index.html 

目次に戻る 

https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
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https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/kinyu/chusyo-yushi/index.html
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【地域経済活性化支援機構（REVIC）】 

◆ 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た事業者で、既往債務に関す

る問題を抱える事業者や経営基盤の改善やビジネスモデルの転換等に取り組む事業者

を対象として、以下の支援に向けて、ご相談事案の受付をしています。 

①中堅・中小企業を対象とするファンドによる支援 

②地域の中核となる企業を中心とした事業再生支援 

電話番号：03-6266-0310（代表） 

URL：http://www.revic.co.jp/ 

 

G-3 長野県新型コロナ中小企業者等特別応援金  
長野県は県内の幅広い業種の中小企業者等を対象に特別応援金を支給します。 

支給対象 長野県内の幅広い業種の中小企業者等 

支給金額 

（基準月の事業収入等）➖（対象月の事業収入等） 

上限額は、中小法人等：40万円 個人事業者：20万円 

※申請は各者1回限りです。 

申請期間 令和３年10月１日（金）11月30日（火） 

◆ 支給対象等の詳細や具体的な手続は、以下のＵＲＬをご確認ください。 

https://www.shinshu-ouen.jp/ 

◆ お問合せは、長野県新型コロナ中小企業者等特別応援金事務局にお願いいたします。 

電話番号:026-262-1807 受付時間:9:15〜17:15（土日・祝日を除く） 

 

G-4 産業雇用安定助成金  
◆ 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に、出向元と出向先の双方の

事業主に対して助成する制度です。 

◆ 助成の対象となる「出向」 

■対象：雇用調整を目的とする出向（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、雇用の維持を図ることを目的

に行う出向）が対象 

■前提：雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働

くことが前提 

 

◆ 対象者（事業主） 

①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

ため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者（雇用保険被保険者）を送

り出す事業主（出向元事業主） 

②当該労働者を受け入れる事業主（出向先事業主） 

目次に戻る 

http://www.revic.co.jp/
https://www.shinshu-ouen.jp/
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◆ 助成率・助成額 

○出向運営経費 

出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関

する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。 

 中小企業 中小企業以外 

出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 ９／10 ３／４ 

出向元が労働者の解雇などを行っている場合 ４／５ ２／３ 

上限額（出向元・先の計） 12,000円／日 

○出向初期経費 

就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う

教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品などの出向の成立

に要する措置を行った場合に助成します。 

 出向元 出向先 

助成額 各10万円／１人当たり（定額） 

加算額※ 各５万円／１人当たり（定額） 

※ 出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業

である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成

額の加算を行います。 

 

◆ 支給要件の詳細や具体的な手続は、以下のＵＲＬをご確認ください。 

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

 

◆ 申請は、事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークにて受け付けておりま

す（窓口又は郵送）。ご連絡先は、本ガイドブックの「G-5 雇用調整助成金」に掲載

しております。 

また、産業雇用安定助成金の関するコールセンターが下記の通り開設されました。 

【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター】 

  ・電話番号 0120-603-999 

  ・受付時間 9:00～21:00（土日・祝日含む） 

 

G-5 雇用調整助成金  
◆ 雇用調整助成金とは、「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、「労使間の協定」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す

るものです。 

  なお、令和２年４月１日から令和４年６月30日までの緊急対応期間における制度の概

要は、以下のとおりです。※同制度は9月30日までの延長が予定されております。 

 

目次に戻る 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
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特例以外の場合の雇用調整助成金 

新型コロナウイルス感染症特例措置 

緊急対応期間 
(緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末) 

 感染拡大防止のため、この期間中は、 

全国で以下の特例措置を実施 

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 

新型コロナウイルス感染症の影響を 

受ける事業主（全業種） 

生産指標要件 ３か月10％以上低下 
生産指標要件を緩和 

（１か月５％以上減少） 

被保険者が対象 

雇用保険被保険者でない労働者の休業も 

助成金の対象に含める 

学生アルバイト・パート労働者※も対象 

（緊急雇用安定助成金） 
 

※週の所定労働時間が20時間未満の労働者 

助成率２/３（中小）、１/２（大企業） 

解雇等を 

行わない 

場合 

９/10（中小） 

３/４（大企業） 
 

 

それ以外 
４/５（中小） 

２/３（大企業） 

日額上限額：8,370円 

日額上限額：9,000円※ 
※判定基礎期間が令和4年３月～６月の場合 

判定基礎期間の設定日や特例の適用有無に 

よって異なります。 

計画届は事前提出 計画届は提出不要 

１年のクーリング期間が必要 クーリング期間を撤廃 

６か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件を撤廃 

支給限度日数：１年100日、３年150日 同左＋上記対象期間 

短時間一斉休業のみ 

休業規模要件 

１/20（中小）、１/15(大企業) 

短時間休業の要件を緩和 

併せて、休業規模要件を緩和 

（１/40（中小）、１/30（大企業）） 

残業相殺 残業相殺を停止 

教育訓練が必要な被保険者に対する 

教育訓練 

助成率２/３（中小）、１/２（大企業） 

加算額：1,200円 

助成率４/５（中小）、２/３（大企業） 

解雇等を行わない場合は、 

９/10（中小）、３/４（大企業） 

加算額：2,400円(中小)、1,800円(大企業) 

出向期間要件：３か月以上１年以内 
緊急対応期間に開始した出向については、 

出向期間要件：１か月以上１年以内 

 

◆ 特例措置による上限額の引上げや助成率の拡充は、令和2年4月1日から令和４年６月30

日までの期間を １日でも含む賃金締切期間（判定基礎期間）が対象です。 

 (注)判定基礎期間の初日が令和４年６月以降の場合です。 

判定基礎期間の初日が令和３年４月30日以前の場合は、中小企業の助成率：10/10、 

上限額：15,000円となります。  
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※緊急事態宣言等対応特例、業況特例、地域特例のいずれかに該当する事業主は、上

乗せが適用されます。 

 

◆ 支給申請に必要な書類は、事業所の企業規模と休業する対象者によって異なります。 

以下のＵＲＬより、様式をダウンロードすることができます。 

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

pageL07.html#abstract 

 

◆ 雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハロ

ーワークで受け付けています。郵送での申請も受け付けています。 

 長野県内の労働局またはハローワークは、以下のとおりです。 

 

お問合せ先 管轄市町村 電話番号 

ハローワーク長野 
長野市（篠ノ井所・須坂所管轄区域を除

く）、上水内郡 
026-228-1300 

ハローワーク松本 
松本市、塩尻市、（木曽福島所の管轄区域

を除く）、安曇野市、東筑摩郡 
0263-27-0111 

ハローワーク上田 上田市、東御市、小県郡 0268-23-8609 

ハローワーク飯田 飯田市、下伊那郡 0265-24-8609 

ハローワーク伊那 伊那市、駒ケ根市、上伊那郡 0265-73-8609 

ハローワーク篠ノ井 

長野市(篠ノ井、松代町、川中島町、稲里

町、真島町、小島田町、青木島町、丹波

島、 

三本柳、信更町、大岡）、千曲市、埴科郡 

026-293-8609 

ハローワーク飯山 飯山市、中野市、下水内郡、下高井郡 0269-62-8609 

ハローワーク木曽福島 塩尻市（贄川、木曽平沢、奈良井）木曽郡 0264-22-2233 

ハローワーク佐久 佐久市、南佐久郡、北佐久郡、小諸市 0267-62-8609 

ハローワーク大町 大町市、北安曇郡 0261-22-0340 

ハローワーク須坂 須坂市、長野市（若穂地区）、上高井郡 026-248-8609 

ハローワーク諏訪 諏訪市、茅野市、岡谷市、諏訪郡 0266-58-8609 

長野労働局職業対策課 ー 026-226-0866 

 
◆ また、雇用調整助成金の活用を、「産業・雇用総合サポートセンター」（労政事務

所）においてサポートしています。 

  サポートを希望される方は、事業所が所在する地域を担当する労政事務所に電話によ

りお申込みください（※事前予約制です）。 

 

窓口 所在地 電話番号 

東信労政事務所 上田市材木町1-2-6 上田合同庁舎内 0268-25-7144 

南信労政事務所 伊那市荒井3497 伊那合同庁舎内 0265-76-6833 

中信労政事務所 松本市大字島立1020 松本合同庁舎内 0263-40-1936 

北信労政事務所 長野市大字南長野南県町686-1 長野合同庁舎内 026-234-9532 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html#abstract
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html#abstract
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G-6 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） 

 

◆ 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が３か

月を超え、就労経験のない職業に就くことを希望する方の早期再就職支援を図るため、

一定期間（原則３か月）試行雇用する事業主に対して、試行雇用期間中の賃金の一部を

助成する制度です。 
 

◆ 対象者（事業主） 

以下全てを満たす方を一定期間（原則３か月）試行雇用する事業主 

①令和２年１月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により離

職を余儀なくされた方 

②離職期間が３か月を超える方 

③就労経験のない職業に就くことを希望する方 

 

◆ 助成内容等 

本人の希望 所定労働時間 支給額 

常用雇用 週30H以上 月額４万円 

短時間労働 週20H以上～30H未満 月額2.5万円 

◆ 助成のイメージ 

トライアル雇用開始      本雇用契約開始 

 

 

 

 

 

◆ 支給要件の詳細や具体的な手続は、以下のＵＲＬをご確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_

16286.html 

◆ 申請は、事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークにて受け付けておりま

す（窓口又は郵送）。ご連絡先は、本ガイドブックの「G-5 雇用調整助成金」に掲載し

ております。 

 

G-7 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金  
◆ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは、新型コロナウイルス感染症

及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払

いを受けることができなかった方に対し、当該労働者の申請により支給するものです。 

 

目次に戻る 

目次に戻る 

トライアル雇用 

有効雇用契約（原則３か月） 

期間の定めのない雇用 

（常用又は短時間） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
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◆ 支援の主な内容は、以下のとおりです。 

 ① 対象者 

(1) 令和３年10月１日から令和４年６月30日までに事業主が休業させた中小企業

の労働者 

(2) 令和３年10月１日から令和４年６月30日までに事業主が休業させた大企業の

シフト制労働者等のうち、休業期間中の賃金（休業手当）の支払いを受けるこ

とができなかった労働者(※)  ※ 雇用保険被保険者ではない方も対象 
 

 ② 支援金額の算定方法 

   「休業前の１日当たり平均賃金×80％（１日当たり支給額（8,265円（令和３年12月までは

9,900円）が上限）」×「（各月の休業期間の日数）－（就労した又は労働者の事情で休

んだ日数）」 

 

 ③ 申請期限 

    

休業した期間 申請期限（郵送の場合は必着） 

令和３年10月～令和４年３月 令和４年6月30日(木)  

令和４年４月～６月 令和４年9月30日(金) 

 

・ 既申請分の支給（不支給）決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れと

なる方は、支給（不支給）決定が行われた日から１か月以内に申請があれば、制度

を知った時期にかかわらず受け付けます。 

 

◆ 申請方法等の詳細については、以下のＵＲＬよりご確認いただけます。 

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

 

◆ 詳しくは、「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」ま

でお問合せください。 

 電話番号：0120-221-276 

 受付時間：８：30～20：00（平日）／８：30～17：15（土日・祝日） 

 

G-8 農業者の皆様へ  
 

【農業者向け相談窓口】 

◆ 長野県では、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けている農業者向けの電話

相談窓口を設置しています。 

 

窓口 電話番号 受付時間 

佐久農業農村支援センター 0267-63-3146 

８：30～17：00 

（平日のみ） 

上田農業農村支援センター 0268-25-7157 

諏訪農業農村支援センター 0266-57-2932 

上伊那農業農村支援センター 0265-76-6842 

南信州農業農村支援センター 0265-53-0436 

目次に戻る 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
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木曽農業農村支援センター 0264-25-2230 

松本農業農村支援センター 0263-40-1947 

北アルプス農業農村支援センター 0261-23-6543 

長野農業農村支援センター 026-234-9534 

北信農業農村支援センター 0269-23-0221 

 

 G-9 観光業者等のための相談窓口  
◆ 観光庁では、新型コロナウイルス感染症等を起因とした旅行者の減少等、経営環境の

変化に直面している旅行・宿泊事業者等の不安を解消するため、特別相談窓口を設置

し、旅行業者等の状況や要望をお聞きした上で、活用可能な支援策の紹介や、経済産業

局・都道府県労働局等と連携した支援を行います。 

◆ また、各国からの団体旅行や個人向けツアーなどの取扱い停止等により、外国人旅行

者の減少等の変化に直面している通訳案内士の不安を解消するため、通訳案内士からの

相談や要望に対応いたします。 

 

窓口 連絡先 

北陸信越運輸局観光部観光企画課 
電 話：025-285-9181 

ＦＡＸ：025-285-9172 

 

G-10 バス、タクシー等事業者向けの相談窓口  
◆ 国土交通省では、バス、タクシー、レンタカー、個人タクシー事業者の方からのご相

談を受け付けております。 

 

窓口 電話番号 

北陸信越運輸局 自動車交通部旅客課 

（バス・タクシー・レンタカー事業関係） 
025-285-9154 

 

G-11 社会福祉施設等・利用者向けの相談窓口  
◆ 新型コロナウイルス感染症に係る事業所の運営に関するご相談等を受け付けていま

す。社会福祉施設等を利用されている方やご家族の方も相談できます。 

 ※ 社会福祉施設等とは、高齢者施設、介護保険所等、障がい福祉サービス事業所等、

保育所等をいいます。 

◆ 受付時間は、８時30分から17時15分（土日祝日除く）です。 

 

 【県の窓口】 

電話相談窓口 電話番号 電話相談窓口 電話番号 

佐久保健福祉事務所 

福祉課 
0267-63-3140 

上田保健福祉事務所 

福祉課 
0268-25-7122 

諏訪保健福祉事務所 0266-57-2910 伊那保健福祉事務所 0265-76-6810 

目次に戻る 
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福祉課 福祉課 

飯田保健福祉事務所 

福祉課 
0265-53-0410 

木曽保健福祉事務所 

福祉課 
0264-25-2218 

松本保健福祉事務所 

福祉課 
0263-40-1911 

大町保健福祉事務所 

福祉課 
0261-23-6507 

長野保健福祉事務所 

福祉課 
026-225-9085 

北信保健福祉事務所 

福祉課 
0269-62-3604 

【長野市の窓口】 

 

G-12 文化芸術関係者の皆様へ  
◆ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための文化イベントの自粛や文化施設の休館等

により、活動等に影響を受けている文化芸術関係者の皆様からのご相談を受け付けてい

ます。 

 
  相談方法：長野県文化芸術情報サイト「ＣＵＬＴＵＲＥ.ＮＡＧＡＮＯ」に相談フォ

ームを開設し、ご相談を受け付けています。 

       ＜相談受付フォーム（24時間受付）＞ 

       https://www.culture.nagano.jp/inquiry/ 

  相談内容：文化芸術の活動に関するお困りごと全般 

 

G-13 母性健康管理措置による休暇制度導入助成金  
◆ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠

中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場

環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業

主を助成します。 

 

【休暇制度導入助成金】                                      

支給条件 

以下の①～④の全ての条件を満たす事業主が対象です。 

① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師

または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者

が取得できる有給の休暇制度（年次有給休暇を除き、年次有給休暇の

賃金相当額の６割以上が支払われるものに限る）を整備し、 

② 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性

健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、 

③令和３年４月１日から令和５年３月31日までの間に、当該休暇を合計

電話相談窓口 電話番号 電話相談窓口 電話番号 

長野市高齢者活躍支援課

（介護施設） 
026-224-5094 

長野市介護保険課 

（介護サービス） 
026-224-7871 

長野市障害福祉課 026-224-8382 長野市保育・幼稚園課 026-224-8032 
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して５日以上取得させた事業主 

④ただし、この助成金の申請までに、対象となる事業場において、令和

２年度の「両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症に関する母性

健康管理措置による休暇取得支援コース）」や令和２年度の「新型コロ

ナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成

金」を受給していないこと。 

※雇用保険被保険者でない方も対象です。 

支給額 １事業場につき１回限り 15万円 

申請期間 

対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計５日に達した日の翌日から令和

５年３月31日まで 

※事業所単位ごとの申請です。 

  支給要件の詳細や具体的な手続きは、厚生労働省ホームページをご確認ください。 

  URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html 

  具体的なご相談・お問合せは、長野労働局雇用環境・均等室にお願いいたします。 

  電話番号：026-227-0125 

受付時間：８：30～17：15（土日・祝日・年末年始除く） 

 

G-14 両立支援等助成金  
 

（新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース） 

支給条件 

令和２年５月７日から令和５年３月31日までの間に、 

以下の①～③の全ての条件を満たす事業主が対象です。 

① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師

または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者

が取得できる有給の休暇制度（年次有給休暇を除き、年次有給休暇の

賃金相当額の６割以上が支払われるものに限る）を整備し、 

② 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性

健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、 

③ 当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主 

支給額 
対象労働者１人当たり28.5万円 

※１事業所当たり ５人まで 

申請期間 

対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和

５年３月31日まで 

※事業所単位ごとの申請です。 

  支給要件の詳細や具体的な手続きは、厚生労働省ホームページをご確認ください。 

  URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html 

 

（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）） 
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◆ 新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育

児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、特別な有給休暇を付与して、介護を行える

ような取組を行う中小企業事業主に助成します。 

 

対象者 

① 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための

有給の休暇制度（※）を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支

援制度の内容を社内に周知すること 

※所定労働日の20日以上取得できる制度 

※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが

必要です。 

② 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕

事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計５日以上取得すること 

支給額 

 

取得日数 支給額 

合計５日以上10日未満 20万円 

合計10日以上 35万円 

対象となる

労働者 

① 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介

護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用で

きなくなった場合 

② 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスに

ついて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合 

③ 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響に

より家族を介護することができなくなった場合 

  支給要件の詳細や具体的な手続きは、厚生労働省ホームページをご確認ください。 

  URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodat

e/ryouritsu01/index.html 

 

◆ 各コースに関する、具体的なご相談・お問合せは、長野労働局雇用環境・均等室にお

願いいたします。 電話番号：026-227-0125 

 

G-15 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金  
◆ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が

今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、

賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む

革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援

するものです。 

詳細は、以下のＵＲＬをご確認ください。 

https://portal.monodukuri-hojo.jp/  
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H-1 新型コロナウイルスに関する消費者トラブル  
◆ 現在、新型コロナウイルス感染症に便乗した消費者トラブルが発生しています。正確

な情報に基づいて冷静に対応することを心がけましょう。また、不審に思った場合や、

トラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。今後、新た

な手口の勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら早めにご相談

ください。 

 

◆ 消費者ホットライン（全国統一番号）及び長野県の消費生活センターの電話番号は、

以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

H-2 慢性疾患等の患者の皆様へ  
◆ 新型コロナウイルスの感染防止の観点から、慢性疾患等により定期的に受診する患者

の方が、既に診断されている慢性疾患等への薬を必要とする場合、患者の方は電話や情

報通信機器を用いた医師の診察を受け、医師がファクシミリ等で処方せん情報を送付し

た薬局で、薬を受け取ることが可能となりました。 

 

◆ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療についての詳しい情

報（電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧や、電話・オンライン

診療の手順等について）は、以下のＵＲＬよりご確認いただけます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/inde

x_00014.html 

 

◆ 調剤された薬は、品質の保持や確実な授与等がなされる方法により薬局から患者さん

に渡すことも可能ですので、希望される方は、かかりつけの薬局等に相談してくださ

い。 

※ 新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者の診察は、直接の対面による診療を

行うとされ、電話等による処方せん発行は認められません。 

※ これまでも処方されていた慢性疾患治療薬であることが必要です。 

※ これまでに複数回受診しているかかりつけ医等が、利便性や有効性が危険性等を

上回ると判断した場合に処方されます。 

※ 処方せんの送付は患者の方が希望する薬局です。 

※ 詳しくは、かかりつけ医等にお問い合わせください。 

 

消費者ホットライン １８８（局番なし） 

北信消費生活センター 0 2 6 - 2 1 7 - 0 0 0 9 

東信消費生活センター 0 2 6 8 - 2 7 - 8 5 1 7 

中信消費生活センター 0 2 6 3 - 4 0 - 3 6 6 0 

南信消費生活センター 0 2 6 5 - 2 4 - 8 0 5 8 
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H-3 外国人向
がいこくじんむ

けの 新型
しんがた

コロナウイルス 

感染症
かんせんしょう

関連
かんれん

情報
じょうほう

 
 

◆  出入国
しゅつにゅうこく

在留
ざいりゅう

管理庁
かんりちょう

（Immigration Services Agency of Japan）では新型
しんがた

コロナウ

イルス感染症
かんせんしょう

（COVID-19）の情報
じょうほう

について、色々
いろいろ

な国
くに

の言葉
こ と ば

で説明
せつめい

しています。 

詳
くわ

しい内容
ないよう

は、下
した

のＵＲＬを見
み

てください。 

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/information_covid19.html 

 

 

H-4 外国人
がいこくじん

の 皆様
みなさま

へ  
 

◆ ＮＡＧＡＮＯ新型コロナ多言語コールセンター 

新型
しんがた

コロナウイルス 感染症
かんせんしょう

について 心配
しんぱい

なことがあるときに、外国語
がいこくご

で 相談
そうだん

で

きます。電話
で ん わ

をすると、通訳
つうやく

の 会社
かいしゃ

にかかり、通訳
つうやく

してもらいながら 保健師
ほ け ん し

など

の 専門
せんもん

の 職員
しょくいん

に 相談
そうだん

できます。 

電話番号
でんわばんごう

：0120-974-998  

受付
うけつけ

時間
じ か ん

：熱
ねつ

があったり 咳
せき

が 出
で

たりして 心配
しんぱい

なとき・・・24時間
じ か ん

話
はな

せます 

ワクチンについて 心配
しんぱい

なことがあるとき・・・8:30～21:00 

対応
たいおう

できる 20言語
げ ん ご

：英語
え い ご

・中国語
ちゅうごくご

・韓国語
かんこくご

・ドイツ 語
ご

・フランス 語
ご

・イタリア

語
ご

・ロシア 語
ご

・スペイン 語
ご

・ポルトガル 語
ご

・タイ 語
ご

・インドネシア 語
ご

・ベトナ

ム 語
ご

・ネパール 語
ご

・タガログ 語
ご

・マレー語
ご

・ミャンマー語
ご

・クメール 語
ご

・モンゴ

ル 語
ご

・シンハラ 語
ご

・ヒンディー語
ご

 

 

◆ 新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

に関
かん

する厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

の電話
で ん わ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

） 

電話番号
でんわばんごう

：０１２０－５６５６５３（フリーダイヤル） 

受付
うけつけ

時間
じ か ん

：下
した

に書
か

かれているとおり（土曜
ど よ う

、日曜
にちよう

、祝日
しゅくじつ

も実施
じ っ し

） 

・日本語
に ほ ん ご

・英語
え い ご

・中国語
ちゅうごくご

・韓国語
かんこくご

・ポルトガル語
ご

・スペイン語
ご

：９：00～21：00 

・タイ語
ご

：９：00～18：00 

・ベトナム語
ご

：10：00～19：00 

  URL：https://v-sys.mhlw.go.jp/contact/  
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◆ FRESC
フ レ ス ク

ヘルプデスクは、新
あたら

しいコロナウイルスの影響
えいきょう

で仕事
し ご と

がなくなったなど、

生活
せいかつ

に困
こま

っている外国人
がいこくじん

）の相談
そうだん

を電話
で ん わ

で聞
き

きます。 

 

あなたを助
たす

けることができる仕組
し く み

や，在留
ざいりゅう

（＝日本
に ほ ん

にいること）のために必要
ひつよう

なこと

などを教
おし

えることができます。困
こま

ったことがあるときは、電話
で ん わ

をかけてください。 

 

 電話番号
でんわばんごう

：0120-76-2029 

 

 

H-5 新型コロナ 誹謗中傷等被害相談窓口  
◆  長野県では、新型コロナウイルス感染症に関連し、誹謗中傷や差別的な扱いを受け

た被害者への支援のため、電話相談窓口を設置しています。 

 

電話番号：026-235-7100 

受付時間：８：30～17：15（平日のみ） 

 

H-6 新型コロナウイルス感染症に関する不安や

差別などの相談  
 

◆ 新型コロナウイルス感染症に関する不安や差別などの相談をしたい方は、以下の窓口

までご連絡ください。 

相談窓口 電話番号 受付時間 

みんなの人権110番 0570-003-110 

８：30～17：15（平日のみ） 子どもの人権110番 0120-007-110 

女性の人権ホットライン 0570-070-810 

外国語
がいこくご

人権
じんけん

相談
そうだん

ダイヤル 

（Foreign-language Human 

Rights Hotline） 

0570-090911 ９：00～17：00（平日
へいじつ

のみ） 

長野県人権啓発センター 

人権相談専用電話 
026-274-3232 

８：30～17：00 

（原則火曜日～日曜日） 

長野県男女共同参画センター 

女性相談専用電話 
0266-22-8822 

９：00～12：00、13：00～16：30 

（火曜日～土曜日） 

長野県男女共同参画センター 

男性相談専用電話 
0266-22-7111 17：00～19：00（金曜日のみ） 

県精神保健福祉センター 026-266-0280 ８：30～17：15（平日のみ） 
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H-7 子育て・児童虐待・ＤＶに関する相談窓口  
 

相談窓口 連絡先電話番号 

長野県子ども支援センター 

月曜～土曜 10：00～18：00 

（日曜・祝日・年末年始はお休み） 

子ども専用ダイヤル

（無料） 
0800-800-8035 

大人専用ダイヤル 026-225-9330 

児童相談所相談専用ダイヤル 

（最寄りの児童相談所につながります） 
0120-189-783 

児童相談所虐待対応ダイヤル 

（最寄りの児童相談所につながります） 

189 

（局番なし・無料） 

児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン 026-219-2413 

ＤＶ相談ナビ 

（最寄りの相談機関の窓口につながります） 

※ 配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すれば

よいかわからないという方は、こちらにご相談ください。 

＃8008 

ＤＶ相談＋（プラス） 
0120-279-889 

（24時間受付） 

 

H-8 法律相談等の窓口  
【長野県弁護士会】 

◆ 長野県弁護士会では、「新型コロナウイルス対策ダイヤル」及び「ひまわりホットダ

イヤル」を開設し、皆様からの相談を受け付けております。 

 

 ＜新型コロナウイルス対策ダイヤル＞ 

 ○ 労働問題、事業に関する問題など、新型コロナウイルスの影響による法律問題でお

悩みの方は、以下の電話番号までお電話ください。 

   担当弁護士が２～３日中に折り返し、最大 20分程度の無料電話相談を受け付けま

す。 

  電話番号：026-232-2104 

  受付時間：９：00～17：00（平日のみ） 

 

 ＜ひまわりホットダイヤル（中小企業・小規模事業者の皆様向け）＞ 

 ○ 長野県弁護士会では、中小企業・小規模事業者の皆様からの、新型コロナウイルス

感染症の影響による経営等に関する相談について、初回 30分の無料法律相談を実施

しております。 

   お困りのことがございましたら、以下の電話番号までご連絡ください。 

  電話番号：0570-001-240（全国共通番号） 

  受付時間：10:00～12:00  13:00～16:00(平日のみ) 
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【長野県司法書士会】 

◆ 長野県司法書士会では、新型コロナウイルスにより生活に困っている方々への支援と

して、常設の電話相談にて相談を受け付けています。 

  電話相談の詳細については、以下のとおりです。 

相談項目 相談例 電話番号 相談時間 

消費者トラブル・

少額トラブル 

・カードローン等の借金の返済 

・裁判所からの突然の呼び出し 
026-233-4110 

月曜日～金曜日 

12：00～14：00 

登記手続 

・土地建物の登記手続 

・会社や各種法人に関する登記

手続 

026-232-9110 

相続 

・遺言 

・遺産分割 

・生前贈与 

・相続放棄 

・空家問題 

026-232-6110 

労働トラブル 
・解雇 

・賃金や退職金の未払い 

026-232-2110 

水曜日 

17：00～19：00 

会社法務 

・会社設立・解散 

・事業承継 

・雇用問題 

月曜日 

12：00～15：00 

借地借家 

・貸家の明渡し 

・契約の更新 

・敷金の返還 

・家賃の増額や減額 

火曜日 

12：00～15：00 

夫婦・親子 

・親権・扶養義務 

・離婚と住宅ローン 

・離婚による財産分与・養育費 

水曜日 

12：00～15：00 

成年後見 
・高齢者・障がい者の財産管理 

・後見人等の選任手続き 

木曜日 

12：00～15：00 

インターネット 

トラブル 

・ネット通販でのトラブル 

・アダルトサイトの不当請求 

金曜日 

12：00～15：00 

 

◆ 電話相談の詳細については、「長野県司法書士会 司法書士総合相談センター」（Ｔ

ＥＬ：026-232-7492）までお問合せください。 

 

【長野県行政書士会】 

◆ 長野県行政書士会では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、事業者の皆様を対象

に無料電話ダイヤルを開設し、事業継続に向けた各種支援策のご案内、支給金申請等手

続きのご相談に応じています。 

  無料電話ダイヤルでは、以下のような内容の相談をすることができます。 

 ・ 国、地方公共団体等による支援策のご案内 

 ・ 事業継続に向けての各種申請手続きのご相談 

 ・ 金融機関等への事業継続に向けての取次ぎ 

 ・ その他 
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◆ ご相談を希望される方は、以下の電話番号までお電話ください。 

 電話番号：0120-064222 

 受付時間：10：00～16：00（平日のみ） 

 

H-9 市町村連絡先一覧  
◆ 長野県内の市町村の連絡先（代表番号）等は、以下のとおりです。 

市町村名 電話番号（代表） 郵便番号 市役所・町村役場所在地 

小諸市 0267-22-1700 384-8501 小諸市相生町三丁目3番3号 

佐久市 0267-62-2111 385-8501 佐久市中込3056 

佐久穂町 0267-86-2525 384-0697 南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地 

小海町 0267-92-2525 384-1192 南佐久郡小海町大字豊里57番地1 

川上村 0267-97-2121 384-1405 南佐久郡川上村大字大深山525 

南牧村 0267-96-2211 384-1302 南佐久郡南牧村大字海ノ口1051番地 

南相木村 0267-78-2121 384-1211 南佐久郡南相木村3525番地1 

北相木村 0267-77-2111 384-1201 南佐久郡北相木村2744 

軽井沢町 0267-45-8111 389-0192 北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1 

御代田町 0267-32-3111 389-0292 北佐久郡御代田町大字馬瀬口1794番地6 

立科町 0267-56-2311 384-2305 北佐久郡立科町大字芦田2532 

上田市 0268-22-4100 386-8601 上田市大手一丁目11番16号 

東御市 0268-62-1111 389-0592 東御市県281-2 

長和町 0268-68-3111 386-0603 小県郡長和町古町4247-1 

青木村 0268-49-0111 386-1601 小県郡青木村大字田沢111 

岡谷市 0266-23-4811 394-8510 岡谷市幸町8-1 

諏訪市 0266-52-4141 392-8511 諏訪市高島一丁目22番30号 

茅野市 0266-72-2101 391-8501 茅野市塚原二丁目6番1号 

下諏訪町 0266-27-1111 393-8501 諏訪郡下諏訪町4613番地8 

富士見町 0266-62-2250 399-0292 諏訪郡富士見町落合10777 

原村 0266-79-2111 391-0192 諏訪郡原村6549番地1 

伊那市 0265-78-4111 396-8617 伊那市下新田3050番地 

駒ヶ根市 0265-83-2111 399-4192 駒ヶ根市赤須町20番1号 

辰野町 0266-41-1111 399-0493 上伊那郡辰野町中央1番地 

箕輪町 0265-79-3111 399-4695 上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298 

飯島町 0265-86-3111 399-3797 上伊那郡飯島町飯島2537番地 

南箕輪村 0265-72-2104 399-4592 上伊那郡南箕輪村4825-1 

中川村 0265-88-3001 399-3892 上伊那郡中川村大草4045-1 

宮田村 0265-85-3181 399-4392 上伊那郡宮田村98番地 

飯田市 0265-22-4511 395-8501 飯田市大久保町2534 

松川町 0265-36-3111 399-3303 下伊那郡松川町元大島3823 

高森町 0265-35-3111 399-3193 下伊那郡高森町下市田2183番地1 

阿南町 0260-22-2141 399-1511 下伊那郡阿南町東條58番地1 

阿智村 0265-43-2220 395-0303 下伊那郡阿智村駒場483 

平谷村 0265-48-2211 395-0601 下伊那郡平谷村354番地 
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市町村名 電話番号（代表） 郵便番号 市役所・町村役場所在地 

根羽村 0265-49-2111 395-0701 下伊那郡根羽村2131番地1 

下條村 0260-27-2311 399-2101 下伊那郡下條村睦沢8801-1 

売木村 0260-28-2311 399-1689 下伊那郡売木村968番地1 

天龍村 0260-32-2001 399-1201 下伊那郡天龍村平岡878番地 

泰阜村 0260-26-2111 399-1895 下伊那郡泰阜村3236-1 

喬木村 0265-33-2001 395-1107 下伊那郡喬木村6664番地 

豊丘村 0265-35-3311 399-3295 下伊那郡豊丘村大字神稲3120 

大鹿村 0265-39-2001 399-3502 下伊那郡大鹿村大河原354 

木曽町 0264-22-3000 397-8588 木曽郡木曽町福島2326番地6 

上松町 0264-52-2001 399-5601 木曽郡上松町大字上松159-4 

南木曽町 0264-57-2001 399-5301 木曽郡南木曽町読書3668番地1 

木祖村 0264-36-2001 399-6201 木曽郡木祖村薮原1191-1 

王滝村 0264-48-2001 397-0201 木曽郡王滝村3623 

大桑村 0264-55-3080 399-5503 木曽郡大桑村長野2778 

松本市 0263-34-3000 390-8620 松本市丸の内3番7号 

塩尻市 0263-52-0280 399-0786 塩尻市大門七番町3番3号 

筑北村 0263-66-2111 399-7501 東筑摩郡筑北村西条4195 

麻績村 0263-67-3001 399-7701 東筑摩郡麻績村麻3837番地 

生坂村 0263-69-3111 399-7201 東筑摩郡生坂村5493-2 

山形村 0263-98-3111 390-1392 東筑摩郡山形村2030番地1 

朝日村 0263-99-2001 390-1188 東筑摩郡朝日村大字古見1555番地1 

大町市 0261-22-0420 398-8601 大町市大町3887 

安曇野市 0263-71-2000 399-8281 安曇野市豊科6000番地 

池田町 0261-62-3131 399-8696 北安曇郡池田町大字池田3203-6 

松川村 0261-62-3111 399-8501 北安曇郡松川村76-5 

白馬村 0261-72-5000 399-9393 北安曇郡白馬村大字北城7025 

小谷村 0261-82-2001 399-9494 北安曇郡小谷村大字中小谷丙131 

長野市 026-226-4911 380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 

千曲市 026-273-1111 387-8511 千曲市杭瀬下二丁目１番地 

坂城町 0268-82-3111 389−0692 埴科郡坂城町大字坂城10050 

信濃町 026-255-3111 389-1392 上水内郡信濃町大字柏原428-2 

飯綱町 026-253-2511 389-1293 上水内郡飯綱町大字牟礼2795-1 

小川村 026-269-2323 381-3302 上水内郡小川村大字高府8800-8 

須坂市 026-245-1400 382-8511 須坂市大字須坂1528番地の1 

中野市 0269-22-2111 383-8614 中野市三好町一丁目3番19号 

飯山市 0269-62-3111 389-2292 飯山市大字飯山1110番地1号 

小布施町 026-247-3111 381-0297 上高井郡小布施町小布施1491-2 

高山村 026-245-1100 382-8510 上高井郡高山村大字高井4972 

山ノ内町 0269-33-3111 381-0498 下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1 

木島平村 0269-82-3111 389-2392 下高井郡木島平村大字往郷914番地6 

野沢温泉村 0269-85-3111 389-2592 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9817 

栄村 0269-87-3111 389-2792 下水内郡栄村大字北信3433番地 
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H-10 生きづらさなどの様々な悩みの相談  
◆ どんなひとの、どんな悩みにもよりそって、一緒に解決できる方法を探します。 

 ○ご相談の例 

  ・暮らしの悩みごと・悩みを聞いてほしい方、ＤＶ・性暴力などの相談をしたい方、 

  ・外国語による相談をしたい方  など 

  よりそいホットライン 電話番号：0120-279-338 

 

◆ LINE、Twitter、FacebookなどのＳＮＳや電話を通じて、年齢や性別を問わず、「生

きづらさを感じる」などのお悩みの相談を受け付けます。 

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuho

go/jisatsu/soudan_sns.html 

 

H-11 性犯罪・性暴力被害者のための

ワンストップ支援センター  
◆ 最寄の性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつながります。性

犯罪・性暴力被害について相談できます。 

 

電話番号：#8891（はやくワンストップ） 
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