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新型コロナウイルス感染症関連 

支援窓口案内（ガイドブック） 

＜広島県版＞ 

総務省中国四国管区行政評価局では、新型コロナウイルス感染症に関する 
お問合せやご相談を受け付けています。 
本資料は、関係機関が実施している新型コロナウイルス感染症対策に関する

窓口情報を当局が取りまとめたものです（注）。 
新たな取組等の情報が確認できた場合には、随時、更新しますので、お困り

になっていることがありましたら、どうぞお気軽にご利用ください。 

● 電話による相談受付：平日８：３０～１７：１５
ＴＥＬ：０８２－２２２－１１００（要通話料）

● インターネットによる相談受付
ＵＲＬ：https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
※ 右の QRコードからもアクセス可能です。

● 面談、手紙及びＦＡＸによる相談受付
〒730-0012

   広島市中区上八丁堀 6-30 広島合同庁舎 4号館 13階 
ＦＡＸ：０８２－２２８－４９５５ 

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


目   次 

健康・医療（P1～3） 教育（P7） 
13 学生・生徒への経済支援 
・ 授業料などの費用の支援
・ 広島県高等学校等奨学金

1 感染の疑いがある場合 
2 感染と診断された場合（自宅療養中） 
3 後遺症の疑いがある場合 
4 ワクチン接種 
・ 接種に関する相談窓口
・ 接種後の副反応等

その他（P9～10） 
16 外国人向け相談窓口 
・ 医療相談
・ Japan Visitor Hotline

17 各種証明書の発行 
・ 接種証明書
・ 療養証明書

生活（P3～5） 
5 解雇・休業 
・ 特別労働相談窓口
・ 休業支援金・給付金
・ 傷病手当金
6 生活資金
・ ⼦育て世帯生活支援特別給付金
7 住まい
・ 住居確保給付金
・ 住宅ローン返済期間の特例措置
8 公共料金
・ 電気料金
・ 水道料金
・ ＮＨＫ受信料

事業者支援（P7～9） 

14 休業 
・ 特別労働相談窓口
・ 小学校休業等対応助成金
・ 雇用調整助成金

15 資金繰り 
・ 事業者の方向け支援
・ 中国財務局金融相談ダイヤル
・ 日本政策金融公庫、商工中金
・ 事業者別相談窓口

役所の手続（P5～6） 
9  運転免許証 
10 税金 
・ 国税（所得税等）
・ 地方税（自動車税、住民税等）

11 住民票の転出・転入届 
12 年金 
・ 国民年金保険料
・ 厚生年金保険料等
・ 標準報酬月額の特例改定



- 1 -

（相談の目安） 
軽い風邪症状であっても、新型コロナウイルスに感染していた事例が多く報 

告されていますので、発熱等の症状が生じたら、まずは、かかりつけ医など、 
身近な医療機関に電話でご相談ください。かかりつけ医を持たない場合は、広
島県ホームページ掲載の「診療・検査医療機関」のリストから医療機関を探し、
事前予約の上、受診してください。それでも受診先が見つからない場合は、積
極ガードダイヤル（24時間対応）に電話でご相談ください。 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/sinryoukensaichiran.html 

＜問合せ先＞積極ガードダイヤル（受診先が見つからない場合） 
お住まいの区域 電話番号等 

広島市 082-241-4566（広島市各保健センター）
呉市 0823-22-5858（呉市保健所） 
福山市 084-928-1350（福山市保健所）
広島市、呉市、福山市以外の市町 082-513-2567（県の保健所・支所）

【体調悪化等に関する相談窓口】 
◆ 症状が改善しない場合や悪化した場合、まずは、検査した医療機関又はかか
りつけ医にご相談ください。休日等で検査した医療機関に電話がつながらない
などの場合には、広島県ホームページ掲載の「電話・オンライン診療実施医療
機関」のリストに記載されているお近くの医療機関にご相談ください。

    https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/sinryoukensaichiran.html 

【食料・日用品の支援】 
◆ 広島県内の保健所は、新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅で療養さ
れる方を対象に、自宅療養セット（食品と衛生用品のセット）を準備していま
す。保健所からSMS（ショートメッセージ）が届きますので、希望される方は
SMSの案内に従ってお申込みください。
＜問合せ先＞自宅療養者相談センター（申込方法等が分からない場合）

お住まいの区域 電話番号等 
広島市 082-569-9233（8:30～17:15※土日・祝日も実施）
呉市 0570-007-725（24時間） 

福山市 084-928-3424（8:30～20:00※土日・祝日も実施）
広島市、呉市、福山市以外の市町 0120-304-477（9:00～18:00※土日・祝日も実施） 

 1 感染の疑いがある場合 

 2 感染と診断された場合（自宅療養中） 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/sinryoukensaichiran.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/sinryoukensaichiran.html
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◆ 新型コロナウイルス感染症の後遺症が疑われる場合、まずは、かかりつけ医
など、身近な医療機関を受診してください。受診後、専門的な診療が必要と判
断された場合は、紹介された後遺症外来連携病院を受診してください。
また、広島市内での対応として、広島市医師会が作成した「後遺症診療医療 

機関リスト」にある医療機関にご相談することも可能です。 
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/264487.html 

【接種に関する相談窓口】 
◆ 厚生労働省及び広島県は、新型コロナウイルスワクチンに関する相談窓口を
設置しています。

＜問合せ先＞ 
○ 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

TEL：0120－761－770
・ 日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語：（9:00
～21:00※土日・祝日も実施）

・ タイ語：（9:00～18:00※土日・祝日も実施）
・ ベトナム語：（10:00～19:00※土日・祝日も実施）

○ 広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
TEL︓082－513－2847（24時間※土日・祝日も実施）
・ 日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、韓国語、ポルトガル語

◆ 厚生労働省及び広島県は、聴覚に障害のある方など、電話での相談が難しい
方の新型コロナウイルスワクチンの接種に関する不安を解消するため、FAX相
談窓口も設置しています。

＜問合せ先＞ 
○ 厚生労働省新型コロナワクチン聴覚障害者相談窓口

FAX：03－3581－6251
○ 広島県新型コロナウイルスワクチン接種FAX相談窓口

FAX：082－211－3006
※ 自宅に FAXがない方はメールにより相談できます。
メール：https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/wakutin.html

◆ 広島県は、新型コロナウイルスワクチン接種の最新情報、県内市町の予約方
法や接種時期などの情報を提供しています。
詳細は、次のホームページでご確認ください。 
○ 新型コロナウイルスワクチン接種について（広島県）

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/59/corona-vaccine.html

 3 後遺症の疑いがある場合 

4 ワクチン接種 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/264487.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/wakutin.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/59/corona-vaccine.html
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◆ 厚生労働省は、新型コロナウイルスワクチンの接種会場を探したり、どうや
って接種を受けるかなどの情報を提供しています。
○ コロナワクチンナビ（厚生労働省）

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

【接種後の副反応等】 
◆ 新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状がある場合、まずは、身近な
医療機関（接種を受けた医療機関や、かかりつけ医等）を受診してください。
受診後、専門的な対応が必要と判断された場合は、紹介された専門的な医療機
関を受診してください。
＜問合せ先＞広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

082－513－2847 （電話が難しい方：FAX：082－211－3006） 
   https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/coronafukuhannou.html 

【特別労働相談窓口】 
◆ 広島労働局は、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇・休業等の労働
に関する相談を受け付ける「特別労働相談窓口」を設置しています。

＜問合せ先＞広島労働局総合労働相談コーナー（広島労働局雇用環境・均等室） 
TEL：082－221－9296（平日8:30～17:00） 

【休業支援金・給付金】 
◆ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置により
休業させられ、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、休業支援金・給付金を支給していますが、令和5年3月末をもって終了予
定です。
詳細は、次のホームページでご確認ください。 

〇 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金（厚生労働省） 
   https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 

＜問合せ先＞新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 
TEL：0120－221－276（平日8:30～20:00、土日祝日8:30～17:15） 

【傷病手当金】 
◆ 健康保険等の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱などの
症状があり、療養のために会社等を休み、事業主から報酬が受けられない場合、
傷病手当金が支給されます。

＜問合せ先＞支給要件の詳細や具体的な手続は、ご加入の健康保険等の保険者に 
ご確認ください。 
※ 国民健康保険に加入されている方

市町によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染す
るなどした被保険者に傷病手当金を支給する場合があります。詳細
は、お住まいの市町にお問合せください。 

 5 解雇・休業 

https://v-sys.mhlw.go.jp/
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcdc/coronafukuhannou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
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【子育て世帯生活支援特別給付金】 
◆ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食
費等の物価高騰等に直面する低所得の⼦育て世帯に対し、特別給付金（児童 1
人当たり 5万円）を支給していますが、その申請期限は原則、令和 5年 2月末
日となっています。
※ 市町によって申請期限が異なりますので、詳細は、お住まいの市町にお
問合せください。

○ 低所得の⼦育て世帯に対する⼦育て世帯等生活支援特別給付金（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html

＜問合せ先＞厚生労働省コールセンター 
    TEL：0120－400－903（平日 9:00～18:00） 

【住居確保給付金】 
◆ 厚生労働省は、生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の要件を緩和
しました。これにより、新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う
収入減少により、離職や廃業には至っていないが、同程度の状況に至り、住居
を失うおそれが生じている方も支給対象としています。

＜問合せ先＞ 
○ 広島県内の生活困窮者自立相談支援機関（別紙1（Ｐ11）参照）
○ 厚生労働省住居確保給付金相談コールセンター

TEL：0120－235－572（平日9:00～17:00）

【住宅ローン返済期間の特例措置】 
◆ 住宅金融支援機構は、これまでどおりの住宅ローン返済が困難となった方に
対し、返済方法の変更メニューを用意しています。また、返済期間の延長等の
特例措置を講じています。

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

【電気料金】 
◆ 中国電力は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業及び失業で、社会
福祉協議会から緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けている方又は電
気料金の支払いに困難な事情があると認められる方を対象に、電気料金の支払
期日を延長する措置を講じています。

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

 6 生活資金 

 7 住まい 

 8 公共料金 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html
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【水道料金】 
◆ 水道料金・下水道使用料の支払いが困難な方は、お住まいの地域の水道局営
業所にお問合せください。

＜問合せ先＞お住まいの地域の水道局営業所 

【ＮＨＫ受信料】 
◆ ＮＨＫは、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた方からの受信料の支
払いに関する相談窓口を設置しています。

＜問合せ先＞NHK広島放送局（視聴者リレーションセンター) 
TEL：082-504-5113（平日10:00～17:00） 

◆ 新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の更新手続
ができなかった方は、運転免許の失効から3年以内、かつ、更新手続が困難であ
った状況がやんでから1か月以内であれば、学科試験・技能試験が免除され、運
転免許の再取得が可能です。また、この場合、再取得に必要な手数料が減額さ
れます。

＜問合せ先＞広島県警察本部 
TEL：082－228－0110（平日8：30～17：00） 

【国税（所得税等）】 
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国税を一時に納付す
ることが困難な場合は、税務署に申請することにより納税が猶予されます。
納税の猶予等に関するご質問やご相談は、ご自身の住所地を管轄する税務署

（徴収担当）にお問合せください。 
〇 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ（国税庁） 

   https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm 
＜問合せ先＞広島県内の税務署（徴収担当）（別紙2（Ｐ12）参照） 

【地方税（自動車税、住民税等）】 
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、地方税を一時に納付
することが困難な場合は、地方税の徴収猶予が認められる場合があります。
詳細は、県税事務所、お住まいの市町にお問合せください。 

＜問合せ先＞県税事務所、お住まいの市町 

9 運転免許証 

 10 税金 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
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◆ 住民基本台帳法により、「正当な理由」なしに、転入した日から14日以内に
転入届を行わない者は、過料に処するとされていますが、総務省は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のために、役所への来庁を避けたことにより届出期間
を経過してしまった場合、これを「正当な理由」とみなすと各市区町村に通知
しています。詳細は、お住まいの市町にお問合せください。

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

＜問合せ先＞お住まいの市町、又は住んでいた市区町村 

◆ 日本年金機構は、以下の対応を実施しています。
【国民年金保険料】
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金の免除相当
程度まで所得の減少が見込まれる方は、申請を行うことにより、国民年金保険
料の免除・猶予を受けることができます。
詳細は、次のホームページでご確認ください。 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料 
免除（日本年金機構） 

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

【厚生年金保険料等】 
◆ 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
を受けていた事業者の方などで、納付猶予特例終了後も保険料の納付が困難な
場合などは他の猶予制度を受けられることがあります。
詳細は、次のホームページでご確認ください。 

〇 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 
となった場合の猶予制度 

     https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/koronayuyo.html 

【標準報酬月額の特例改定】 
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業により、著しく報酬が下がった
方で、一定の要件を満たした場合は、事業主からの届出により、健康保険・厚
生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定（4か月目に改定）によらず、
特例により急減となった月の翌月から改定する措置が講じられていましたが、
令和4年12月を急減月とする改定をもって終了となります。
※ 令和4年12月を急減月とする特例改定の届出期限：令和5年2月28日

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0708.html
＜問合せ先＞広島県内の年金事務所（別紙 3（Ｐ13）参照） 

 12 年金 

 11 住民票の転出・転入届 

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/koronayuyo.html
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0708.html
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【授業料などの費用の支援】 
◆ 文部科学省は、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・生徒の皆様に関する様々な経済的支援を実施しています。
詳細は、次のホームページでご確認ください。 

○ 新型コロナの影響を受けた学生等の経済支援（文部科学省）
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/benefit/index.html

【広島県高等学校等奨学金】 
◆ 広島県教育委員会は、新型コロナウイルス感染症の影響又はその他の事由
（父母等の失職、破産、死亡等又は災害等）により家計が急変し、学費の負担
が困難と認められる場合に、緊急に奨学金を貸し付ける制度（緊急募集）を実
施しています。

＜問合せ先＞広島県教育委員会事務局 学びの変革推進部 教育支援推進課 
TEL：082－513－4996（平日9:00～17:00） 

【特別労働相談窓口】 
◆ 広島労働局は、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇・休業等の労働
に関する相談を受け付ける「特別労働相談窓口」を設置しています（再掲）。

＜問合せ先＞広島労働局総合労働相談コーナー（広島労働局雇用環境・均等室） 
TEL：082－221－9296（平日8:30～17:00） 

【小学校休業等対応助成金】 
◆ 厚生労働省は、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う⼦の
保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正
規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させ
た企業に対する助成金を支給しています。
【対象及び申請期間】
令和4年10月1日～同年11月30日までの休暇：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日までの休暇：令和5年5月31日（必着） 

＜問合せ先＞小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター 
TEL：0120－876－187（9:00～21:00※土日・祝日も実施） 

※ 労働者が事業主に本助成金の活用･有給の付与を働きかけたものの、事業
主がそれに応じない場合には、休業支援金・給付金の仕組みにより、直接申
請が可能です。まずは、特別相談窓口にお問合せください。

＜問合せ先＞特別相談窓口（広島労働局雇用環境･均等室） 
TEL：082-221-9247（平日8:30～17:15） 

 14 休業 

 13 学生・生徒への経済支援 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/benefit/index.html
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【雇用調整助成金】 
◆ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が、労働者
に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図っ
た場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する雇用調整助成金の特例措置を講
じていましたが、令和4年12月以降は通常制度とし、5年3月31日まで経過措置
（支給要件の緩和等）を設けています。

＜問合せ先＞ 
○ 雇用調整助成金・産業雇用安定助成金コールセンター

TEL：0120－603－999（9:00～21:00※休日も実施）
○ 広島県内の労働局又はハローワーク（別紙4（Ｐ14）参照）

【事業者の方向け支援】 
◆ 県内には、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者への支援を
独自に実施している市町があります。
詳細は、市町のホームページでご確認ください。 

【中国財務局金融相談ダイヤル】 
◆ 中国財務局は、新型コロナウイルス感染症に関連し、金融機関窓口の問合せ
や、金融機関との取引に関する相談の専用ダイヤルを開設しています。

＜問合せ先＞中国財務局金融相談ダイヤル 
TEL：0120－990－028（平日9:00～12:00、13:00～17:00） 

【日本政策金融公庫、商工中金】 
◆ 日本政策金融公庫は、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた
中小企業・小規模事業者や農林事業者等からの融資や返済に関する相談を受け
付けています。
＜問合せ先＞日本政策金融公庫各支店（平日9:00～17:00） 

区分 国民生活事業 中小企業事業 農林水産事業 
広島支店 0570-077-861 082-247-9151 082-249-9152
呉支店 0570-080-581 ― ― 
尾道支店 0570-079-509 ― ― 
福山支店 0570-079-765 ― ― 

◆ 商工組合中央金庫は、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた
中小企業や事業協同組合等の返済に関する相談を受け付けています。
＜問合せ先＞商工中金各営業店（平日9:00～17:00）

区分 電話番号 
広島支店 082-248-1151
広島西部支店 082-277-5421
福山支店 084-922-6830

 15 資金繰り 
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【事業者別相談窓口】 
◆ 国の行政機関は、各業種の事業者向け相談窓口を設置しています。
＜問合せ先＞各業種の事業者向け相談窓口（別紙5（Ｐ15）参照）

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

の施策を公表しています。 
〇 経済産業省の支援策 

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

【医療相談】 
◆ AMDA国際医療情報センター（NPO団体）は、日本語の助けを必要とする在
日・訪日外国人のため、多言語による医療情報提供・電話医療通訳を行ってお
り、新型コロナウイルス感染症に関する多言語相談窓口も設置しています。
【対応言語】英語、やさしい日本語、中国語、韓国語、タイ語、スペイン語、

ポルトガル語、フィリピン語、ベトナム語 
（英語・やさしい日本語：毎日対応、その他の言語：指定曜日に対応） 

＜問合せ先＞AMDA国際医療情報センター 
    TEL：03－6233－9266（平日10:00～16:00） 

https://www.amdamedicalcenter.com/ 

【Japan Visitor Hotline】 
◆ 日本政府観光局（JNTO）は、非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のため、
多言語で対応するコールセンター「Japan Visitor Hotline」を設置しています。
【対応言語】英語、中国語、韓国語、日本語
＜問合せ先＞Japan Visitor Hotline 

TEL：050－3816－2787（24時間） 

【接種証明書】
◆ 予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種済みの方が、渡航先への入国
時や、様々なシーンで活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的
に証明する接種証明書を交付しています。
接種証明書は、スマートフォンアプリによる電⼦交付や、コンビニ交付が可 

能となっています。 
詳細は、次のホームページでご確認ください。 

○ 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（接種証明書）について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certif icate.html

 16 外国人向け相談窓口 

 17 各種証明書の発行 

https://www.meti.go.jp/covid-19/
https://www.amdamedicalcenter.com/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html
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【療養証明書】 
◆ 療養証明の発行は、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、次の
４区分に当てはまる方に限られます。「My HER-SYS」から発行（表示）できま
すので、次のホームページでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html 
1．65歳以上の方 
2．入院を要する方 
3．重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方又は重症 
化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方 

4．妊婦 
  なお、「My HER-SYS」で療養証明書を表示できない方等は、郵送等で申請を
行うことが可能です。 
 ＜問合せ先＞事務局等（郵送等で申請を行う場合） 

お住まいの区域 問合せ先 
広島市 広島市新型コロナウイルス感染症宿泊・自宅療養証明書 

受付事務局 
TEL:050-3649-1674（平日8:30～17:15） 

呉市 呉市保健所 地域保健課 予防グループ  
TEL：0823-25-3525（平日8:30～17:15) 

福山市 福山市保健所 保健予防課 
TEL:084-928-1127（平日8:30～17:15） 

広島市、呉市、福山市以外
の市町 

広島県宿泊・自宅療養証明書事務局 
TEL:0120-304-477（平日9:00～18:00） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html
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別紙 1 広島県内の生活困窮者自立相談支援機関 

市町名 管轄地域 電話番号 

広島市 中区くらしサポートセンター（広島市社会福祉協議会） 082-545-8388
東区くらしサポートセンター（広島市社会福祉協議会） 082-568-6887
南区くらしサポートセンター（広島市社会福祉協議会） 082-250-5677
西区くらしサポートセンター（広島市社会福祉協議会） 082-235-3566
安佐南区くらしサポートセンター（広島市社会福祉協議会） 082-831-1209
安佐北区くらしサポートセンター（広島市社会福祉協議会） 082-815-1124
安芸区くらしサポートセンター（広島市社会福祉協議会） 082-821-5662
佐伯区くらしサポートセンター（広島市社会福祉協議会） 082-943-8797

呉市 福祉の窓口（呉市社会福祉協議会） 0823-25-3571 

竹原市 生活困窮者自立支援相談窓口（竹原市社会福祉協議会） 0846-22-5131 

三原市 自立相談支援センターみはら（三原市社会福祉協議会） 0848-67-4568 

尾道市 くらしサポートセンター尾道（尾道市社会福祉協議会） 0848-21-0322 

福山市 生活困窮者自立支援センター（福山市社会福祉協議会） 084-928-1241

府中市 府中市くらしサポートセンター（府中市社会福祉協議会） 0847-46-3334 

三次市 三次市生活サポートセンター（地域包括支援センターみよし） 0824-65-1180 

庄原市 自立相談支援事業たんぽぽ（庄原市社会福祉協議会） 0824-75-0345 

大竹市 よりそいサポートセンター（大竹市社会福祉協議会） 0827-35-5300 

東広島市 東広島市生活支援センター（東広島市社会福祉協議会） 082-420-0410

廿日市市 はつかいち生活支援センター（廿日市市社会福祉協議会） 0829-20-4080 

安芸高田市 安芸高田市社会福祉課 0826-42-5615 

江田島市 くらしサポートセンターえたじま（江田島市社会福祉協議会） 0823-27-7770 

府中町 
府中町くらしごと自立応援センター 
（株式会社アソウ・ヒューマニーセンター） 

082-546-9360

海田町 
海田町くらしの安心・サポートセンター 
(特定非営利活動法人 FOOT＆WORK) 

082-573-0772

熊野町 熊野町健康福祉部社会福祉課 082-820-5614

坂町 坂町民生課 082-820-1505

安芸太田町 生活困窮自立支援担当（安芸太田町社会福祉協議会） 0826-32-2226 

北広島町 福祉する係（北広島町社会福祉協議会） 
(0826)82-2680 
050-5812-2680

大崎上島町 大崎上島町総務経理係（大崎上島町社会福祉協議会） 0846-62-1819 

世羅町 世羅町総務福祉課生活安心係 0847-22-3162 

神石高原町 
くらしサポートセンター神石高原(神石高原町社会福祉協議会) 0847-85-2330 
神石高原町保健福祉課 0847-89-3335 
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別紙 2 広島県内の税務署（徴収担当） 

税務署名 管轄地域 電話番号 

尾道税務署 尾道市、世羅郡 0848-22-2131 

海田税務署 東区のうち馬木町、馬木 1～9丁目、温品町、温品 1～8丁目、
上温品 1～4丁目、福田町、福田 1～8丁目、安芸区、安芸郡 

082-823-2131

呉税務署 呉市 0823-23-2424 

西条税務署 東広島市 082-422-2191

庄原税務署 庄原市 0824-72-1001 

竹原税務署 竹原市、豊田郡 0846-22-0485 

廿日市税務署 佐伯区、大竹市、廿日市市 0829-32-1217 

広島北税務署 安佐南区、安佐北区の一部（吉田税務署管内の地域を除く。）、
山県郡 

082-814-2111

広島西税務署 中区の一部、西区 082-234-3110

広島東税務署 中区の一部、東区の一部（海田税務署管内の地域を除く。）、 

南区の一部 

082-227-1155

広島南税務署 南区の一部、江田島市 082-253-3281

福山税務署 福山市の一部（府中税務署管内の地域を除く。） 084-922-1350

府中税務署 福山市のうち芦田町、駅家町、新市町、府中市、神石郡 0847-45-2570 

三原税務署 三原市 0848-62-3131 

三次税務署 三次市 0824-62-2721 

吉田税務署 安佐北区のうち白木町、安芸高田市 0826-42-0008 
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別紙 3 広島県内の年金事務所 

（注）1 健康保険・厚生年金保険に関する事業所の事務手続は、事業所の所在地を管轄する年
金事務所にご相談ください。 

2 個人の相談は、全国どこの年金事務所でも受け付けています。 

年金事務所名 
管轄地域 

電話番号 
健康保険・厚生年金保険 国民年金 

広島東年金事務所 
広島市、大竹市、廿日市市、 
江田島市、安芸郡、山県郡 

中区、安佐南区、安佐北区 082-228-3131

広島西年金事務所 ― 
西区、佐伯区、大竹市、
廿日市市、山県郡 

082-535-1505

広島南年金事務所 ― 
東区、南区、安芸区、 

江田島市、安芸郡 

082-253-7710

福山年金事務所 福山市 084-924-2181

呉年金事務所 呉市、竹原市、東広島市 0823-22-1691 

三原年金事務所 三原市、尾道市、豊田郡、世羅郡 0848-63-4111 

三次年金事務所 三次市、庄原市、安芸高田市 0824-62-3107 

備後府中年金事務所 府中市、神石郡 0847-41-7421 
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別紙 4 広島県内の労働局又はハローワーク（雇用調整助成金） 

お問合せ先 管轄 電話番号 

広島労働局 
広島市のうち中区、東区、南区、西区、安
佐南区、佐伯区（杉並台、湯来町を除
く）、安芸区、安芸郡 

082-502-7832

ハローワーク広島西条 東広島市 082-422-8609

ハローワーク竹原 竹原市、豊田郡 0846-22-8609 

ハローワーク呉 呉市、江田島市 0823-25-8609 

ハローワーク尾道 尾道市、世羅郡 0848-23-8609 

ハローワーク福山 福山市 084-923-8609

ハローワーク三原 三原市 0848-64-8609 

ハローワーク三次 三次市 0824-62-8609 

ハローワーク安芸高田 安芸高田市 0826-42-0605 

ハローワーク庄原 庄原市 0824-72-1197 

ハローワーク可部 広島市のうち安佐北区、山県郡 082-815-8609

ハローワーク府中 府中市、神石郡 0847-43-8609 

ハローワーク廿日市 
廿日市市、広島市佐伯区のうち杉並台、湯来
町 

0829-32-8609 

ハローワーク大竹 大竹市 0827-52-8609 
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別紙 5 各業種の事業者向け相談窓口 

対象業種 相談窓口 電話番号 

農業・食品事業者等 中国四国農政局企画調整室 
086-224-9400

（平日9:00～17:00） 

中小企業・小規模事業者 中国経済産業局産業部中小企業課 
082-224-5661

（平日8:30～17:00） 

自動車関連取引事業者 中国経済産業局地域経済部自動車担当 
082－224－5760 
（平日8:30～17:00） 

旅行業者・宿泊事業者 中国運輸局観光部観光企画課 
082-228-8701

（平日8:30～17:15） 

鉄道事業者 中国運輸局鉄道部計画課 
082-228-8797

（平日8:30～17:15） 

バス事業者 中国運輸局自動車交通部旅客第一課 
082-228-3436

（平日8:30～17:15） 

タクシー事業者 中国運輸局自動車交通部旅客第二課 
082-228-3450

（平日8:30～17:15） 

トラック事業者 中国運輸局自動車交通部貨物課 
082-228-3438

（平日8:30～17:15） 

自動車整備業者 中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 
082-228-9142

（平日8:30～17:15） 

旅客船事業者 中国運輸局海事振興部旅客課 
082-228-3679

（平日8:30～17:15） 

貨物船・港湾運送事業者 中国運輸局海事振興部貨物・港運課 
082-228-3690

（平日8:30～17:15） 

造船・舶用工業事業者 中国運輸局海事振興部船舶産業課 
082-228-3691

（平日8:30～17:15） 


