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総務省福島行政監視行政相談センターでは、新型コロナウイルス感染症に関して、様々な
お問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、主に福島県内にある国、県、市町村など
の行政機関を中心として各種相談窓口に関する情報等について、関係機関が提供している情
報を当センターにおいて確認して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、全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。 

また、お困りごとがありましたら、次のとおり受け付けていますので、ご相談ください。 

●電話による相談受付 ： 平日 ８：３０～１７：１５（左記時間帯以外は留守番電話対応） 

行政相談専用ダイヤル ： ０５７０－０９０１１０ 
※ 一部のＩＰ電話では、ご利用できない場合があります。その場合は、 

０２４－５３４－１１００におかけください。 
       ※ NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社が定める通話料がかかります。携帯電話の料金定額 

プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。 
●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できます。) 

●ＦＡＸによる相談受付 : ０２４－５３４－１１０２ 

【ご注意】 
このガイドブックに掲載している情報は、令和５年5月16日時点で福島行政監視行政相談センターが独

自に情報収集したものに基づき作成しております。各機関等の支援策等については、随時、追加、変更して
まいります。 
また、本ガイドブックは、随時、追加、更新し、当センターホームページに掲載してまいります。 
（URL https://www.soumu.go.jp/kanku/tohoku/fukushima/fukushima.html） 

新型コロナウイルス感染症に 
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【参考】前回版（第 32版(令和 5年 4月 6日)）からの変更部分 

変更した項目 頁 主な変更の内容 

１⑴発熱などの症状がある場合の相

談窓口 
4～5 

・令和５年５月８日（月）から新型コロナウイルス感染症が「５

類感染症」に位置付けられたことに伴い、記載内容を更新しま

した。

１⑽住居確保給付金に関する相談窓

口 
14 

・コールセンターの電話番号が変更になったことを掲載しまし

た。

１⒄人権に関する相談窓口 18 

・令和５年５月８日（月）から新型コロナウイルス感染症が「５

類感染症」に位置付けられたことに伴い、誹謗中傷等被害の相

談窓口が廃止されましたので、当該情報を削除しました。

２⑴経営相談、金融支援策に関する

相談窓口 
19 

・新たに創設された「コロナ借換保証（民間ゼロゼロ融資等の返

済負担軽減のための保証制度(保証料減額)）」を掲載しました。 

なお、本ガイドブックのほか、以下の機関でも各種支援情報をご案内しています。 

○ 内閣官房

◆ 新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内

（URL：https://corona.go.jp/action/）

◆ 支援情報ナビ（都道府県別に困りごとに対する支援策が探せます。）※更新は終了しています。

（URL：https://corona.go.jp/info-navi/）

○ 福島県

◆ 新型コロナウイルス支援情報ガイドブック

（URL：https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045c/covid19-guidebook.html） 

○ 経済産業省（事業者の方向け）

◆ 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(新型コロナウイルス感染症で影

響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策がパンフレットにまとめられています。)

 （URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html） 

https://corona.go.jp/action/
https://corona.go.jp/info-navi/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045c/covid19-guidebook.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
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（１）発熱などの症状がある場合の相談窓口 

○ 福島県は、発熱やのどの痛みなどの症状がある方、療養中の症状悪化の相談窓口

を設置しています。 

 

【福島県新型コロナウイルス感染症相談センター】 

 電話番号：０１２０-５６７-７４７（フリーダイヤル） 

 受付時間：２４時間（土日祝日含む） 

 

 日本語以外の言語は「訪日外国人向け通訳センター」で対応 

 電話番号：０９２-６８７-６１４８ 

対応言語：英語・中国語（北京語）・韓国語・タイ語・ベトナム語・他 

受付時間：２４時間（土日祝日含む） 

 

  なお、令和５年５月８日（月）から新型コロナウイルス感染症が「５類感染症」

に位置付けられ、取扱いが変更されています。 

 

○ ５月８日から変わること 

 ① 保健所等による療養期間中の健康観察や生活支援が終了します。 

   今後は、ご自身で療養に備えた準備や体調の管理を行ってください。 

 

 ② 検査費・治療費の自己負担が生じます。 

    

 ③ 一律の外出自粛の要請はなくなります。 

   外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが、次のことが推奨され

ています。 

・陽性になった場合 

発症後 5 日を経過し、かつ症状軽快から 24 時間経過するまでの間は外出を

控えること。その後も 10 日が経過するまではマスクを着用するなど、周り

にうつさないよう配慮すること。 

 

・家族が陽性になった場合 

5 日間は体調に注意し、重症化リスクの高い方との接触を控えること。 

 

 

１ 一般の方へ 
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○ ５月８日以降も変わらないこと 

 ① 新型コロナウイルスの特性 

   ５類感染症になっても、新型コロナウイルスの特性は変わりません。感染力

が強く、重症化のリスクもありますので、「うつらない」「うつさない」ため

の対応をお願いします。 

 

 ② 基本的感染対策の有効性 

    福島県が一律の感染対策を求めることはなくなり、個人や事業者が自主的に

判断して感染対策を行うことになりますが、これまで行ってきた基本的感染対

策は引き続き有効です。 

 

  ③ 体調不良時の対応 

    発熱やのどの痛みなどの症状がある場合は、あわてずに検査キットで自主的

な検査を行いましょう。 

 

    もし陽性になったら 

・症状が軽い方は、自宅等で療養を開始しましょう。 

・症状が重い方、重症化リスクが高い方（65 歳以上の方、基礎疾患を有して

いる方、妊娠している方）は、必ず事前に連絡をしてからかかりつけ医や身

近な医療機関を受診してください。 

 

    体調悪化時などの相談先 

    発熱やのどの痛みなどの症状があるときや療養中に症状が悪化したときなど

は、４ページの「福島県新型コロナウイルス感染症相談センター」にご相談く

ださい。 
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（２）罹患後症状（いわゆる後遺症）についての相談窓口 

  ○ 新型コロナウイルス感染症の治療や療養が終わった後、感染性がなくなったのに

もかかわらず、療養中にみられた症状が続いたり、新たに症状が出現したりするな

ど、様々な症状がみられる場合があります。 

 症状には、倦怠感、息切れ、思考力や記憶への影響などがあり、急性期から回復

した後に新たに出現する症状と、急性期から持続する症状があります。 

 現時点では、症状を引き起こす原因は明らかになっていません。 

 

  ○ 福島県では、罹患後症状を訴える患者が、かかりつけ医や身近な医療機関で相談・

受診ができるよう受診体制を整え、必要に応じてかかりつけ医等から専門的な医療機

関に繋ぐ体制を整備しています。 

 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状（いわゆる「後遺症」）を感じたら、まず

はかかりつけ医や身近な医療機関を受診してください。 

  

 

（３）新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口 

○ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口を設置しています。 

 

【厚生労働省の電話相談窓口】 

 電話番号：０１２０-５６５-６５３（フリーダイヤル） 

対応言語：日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ

語・ベトナム語 

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  

⇒9：００～２１：００ 

      タイ語   

⇒9：００～１８：００ 

     ベトナム語 

⇒10：００～１９：００ 

 

 ※聴覚に障害のある方をはじめ電話でのご相談が難しい方は、 

  FAX（０３－３５８１－６２５１）をご利用いただくか、一般財団法人 

全日本ろうあ連盟ホームページ(https://www.jfd.or.jp/covid19/) 

をご覧下さい。 

 

 

 

https://www.jfd.or.jp/covid19/
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（４）新型コロナウイルスワクチン接種に関する相談窓口 

○ 厚生労働省は、新型コロナワクチン接種に関する電話相談窓口を開設しています。 

【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：０１２０－７６１-７７０（フリーダイヤル） 

対応言語：日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ

語・ベトナム語 

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 

⇒９：００～２１：００ 

タイ語 

⇒９：００～１８：００ 

ベトナム語 

⇒１０：００～１９：００ 

 

※聴覚に障害のある方をはじめ電話でのご相談が難しい方は、 

  FAX（０３－３５８１－６２５１）をご利用いただくか、一般財団 法人 

全日本ろうあ連盟ホームページ(https://www.jfd.or.jp/covid19/) 

をご覧下さい。 

 

  〇 令和５年度も、全ての方に自己負担なしで新型コロナワクチンを接種いただけます。

現在の感染状況を踏まえ、接種券が届きましたら、「その時に接種できるワクチンで

の接種」をご検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※初回接種（１・２回目）がまだの方は、まずは、１・２回目接種（従来型）を受けてください。 

  詳細は、お住まいの市町村の相談窓口・コールセンター（次ページ）にお問い合

わせください。 

https://www.jfd.or.jp/covid19/
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〇 市町村新型コロナワクチン相談窓口・コールセンター 

市町村名 電話番号 市町村名 電話番号 

県北地域  会津地域  

福島市 ０５０-５５７７-２８０４ 会津若松市 ０５７０－０２６２６３ 

二本松市 ０５７０-０５０５５７ 喜多方市 ０２４１-２３-８２２０ 

伊達市 ０１２０-７４３-５６７ 北塩原村 ０２４１-２８-３７３３ 

本宮市 ０５７０-０５０５５７ 西会津町 ０２４１-４５-２２６９ 

桑折町 ０２４-５８２-１１３３ 磐梯町 ０２４２-７３-３１０１ 

国見町 ０２４-５８５-２１７９ 猪苗代町 ０２４２-６２-２１１５ 

川俣町 ０２４-５９７-６３２１ 会津坂下町 

０５７０－０２０２６０ 

(両沼地方コロナワクチン 

コールセンター) 

大玉村 ０５７０-０５０５５７ 湯川村 

県中地域  柳津町 

郡山市 ０１２０-９９４-８８３ 三島町 

須賀川市 ０１２０-５６７-４５５ 会津美里町 

田村市 ０２４７-８１-２５１２ 金山町 

鏡石町 ０１２０－００６-８７３ 昭和村 ０２４１-５７-２６４５ 

天栄村 ０２４８-９４-８８９２ 南会津地域  

石川町 ０２４７-２６-９１３０ 下郷町 ０２４１-６９-１１９９ 

玉川村 ０２４７-３７-１０２４ 檜枝岐村 ０２４１-７５-２５０２ 

平田村 ０２４７-５５-３１１９ 只見町 ０２４１-８４-７００５ 

浅川町 ０２４７-３６-４７２２ 南会津町 ０２４１-６２-６１８０ 

古殿町 ０２４７-５３-４０３８ 相双地域  

三春町 ０２４７-６２-５１１０ 相馬市 ０２４４-３７-７５６７ 

小野町 ０２４７-７２-６９３４ 南相馬市 ０１２０-２６８-２３７ 

県南地域  
新地町 ０２４４-６２-3942 又は 4998 

広野町 ０１２０-５６７-５１３ 

白河市 ０１２０-５６７-３４３ 楢葉町 ０２４０-２３-６１０２ 

西郷村 ０２４８-２５-１１１５ 富岡町 ０１２０-８１１-００１ 

泉崎村 ０２４８-２１-５６６４ 川内村 ０２４０-３８-２９４１ 

中島村 ０２４８-５２-２１７４ 大熊町 ０１２０-２０５-８０８ 

矢吹町 ０２４８-４４-２３００ 双葉町 避難先市町村に問い合わせください 

棚倉町 ０１２０-５６７-５４２ 浪江町 ０２４０-３４-０２４９ 

矢祭町 ０２４７-４６-４５８１ 葛尾村 ０２４０-２９-２１１２ 

塙町 ０２４７-４３-２１１５ 飯舘村 ０２４４-４２-１６３７ 

鮫川村 ０２４７-４９-３１１２ いわき市 ０１２０-０５３-５００ 

  (注) ワクチン接種の予約受付は別の窓口が設けられている場合があります。 

        詳細は、上記相談窓口・コールセンターにご確認ください。   
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〇 東日本大震災における原子力発電所の事故により避難されている方は、住民票を

移していない場合でも、特別な手続を行うことなく、避難先市町村で新型コロナワ

クチン接種を受けることが可能となっています（避難の届出をしている方に限りま

す）。 

 住民票のある避難元市町村から「接種券」と「住所地外接種届出済証」が送付さ

れることにより、避難先の住民と同様に接種予約をし、この両方と本人確認書類

（運転免許証、健康保険証など）を接種会場に持参いただければ、避難先市町村で

も接種が可能となります。 

 接種について不明な点、心配な点がありましたら、避難元市町村へ、接種予約に

ついては避難先市町村の相談窓口・コールセンター（前ページ）へお問い合わせく

ださい。 
※ 避難の届出の状況等によっては、接種券がお手元に届かない場合があります。この場合、住民票のある避難

元市町村へお問合せください。 

 

 

○ 福島県は、小児接種の対象者及び保護者様からのワクチン接種に関する全般的な

相談に医学的知見を有する看護師が対応する電話相談窓口を開設しています。 

 

【福島県 新型コロナワクチン子ども相談窓口】 

電話番号：０１２０－１９１―５６７（フリーダイヤル） 

受付時間：９：００～２０：００（土日祝日含む） 

 
 

    （例）・これから接種するか迷っている保護者様からの相談 
 
      ・接種後に副反応（発熱、痛み等）が生じたときの相談   等 
 
    （相談内容により、かかりつけ医や接種医への受診をお勧めされることがあります。） 
 

 

○ 福島県は、ワクチン接種後に副反応等が見られる場合に、看護師資格を有する者

に相談できるコールセンターを開設しています。接種後、２日間以上熱が続く場合

や、症状が重い場合等の症状がみられる場合には、かかりつけ医やワクチンを受け

た医療機関などへの受診や相談又は下記のコールセンターへの相談をご検討くださ

い。 

 

【福島県 新型コロナワクチン副反応コールセンター】 

電話番号：０１２０－３３６―５６７（フリーダイヤル） 

受付時間：９：００～２０：００（土日祝日含む） 

 



10 

 

（５）新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書（接種証明書）に関する相談窓口 

○ 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、日本への入国後・帰国後に待機期間の緩和措置を受ける場合や、日本国内にお

いて行動制限の緩和等の措置を受ける場合など、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が交付されます。  
(注) 令和３年 12 月 20 日より、申請の必要条件から「海外渡航に関する場合」であることが撤廃され、日本

国内用の接種証明書の交付が可能となりました。 

   

○ 書面での交付の場合 

  市町村の窓口（郵送申請・電子申請を含む。）への申請となります。 

 

○ 電子（スマートフォン）での交付の場合 

  スマートフォン上の専用アプリでの申請となります。 

アプリのダウンロード方法や申請手順の詳細は以下をご確認ください。 

【デジタル庁ウェブサイト：新型コロナワクチン接種証明書アプリ】 

https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert 

 

  ○ 接種証明書の一般的・制度的事柄については、下記厚生労働省新型コロナウイル

スワクチンコールセンターまでお問合せください。 

 

【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：０１２０－７６１-７７０（フリーダイヤル） 

受付時間：9：００～21:00（日本語） 

※ 外国語による対応及び対応時間については、６ページをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert
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（６）税金手続に関する相談窓口 

○ 国税 

税務署では、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(注)に関する質問や相談をお受けしています。 

     猶予制度についてのご相談がある方は、管轄の税務署にご相談ください。 
   (注) 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 
 

  ○ 福島県内の税務署の連絡先と管轄地域 

 

税務署名 
電話番号 

（自動音声によるご案内） 
管轄地域 

会津若松税務署 0242-27-4311 
会津若松市、耶麻郡のうち磐梯町、猪苗代町、河沼

郡、大沼郡 

いわき税務署 0246-23-2141 いわき市 

喜多方税務署 0241-24-5050 喜多方市、耶麻郡のうち北塩原村、西会津町 

郡山税務署 024-932-2041 郡山市、田村市、田村郡 

白河税務署 0248-22-7111 白河市、西白河郡、東白川郡 

須賀川税務署 0248-75-2194 須賀川市、岩瀬郡、石川郡 

相馬税務署 0244-36-3111 相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡 

田島税務署 0241-62-1230 南会津郡 

二本松税務署 0243-22-1192 二本松市、本宮市、安達郡 

福島税務署 024-534-3121 福島市、伊達市、伊達郡 
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○ 県税、市町村税   

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

予を受けられる場合があります。 

詳細は、最寄りの県地方振興局県税部又はお住まいの市町村の税務担当課にお問

合せください。 

 

① 財産に相当な損失が生じた場合 

例）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 

② ご本人又はご家族が病気にかかった場合 

例）納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 

③ 事業を廃止し、又は休止した場合 

例）納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 

④ 事業に著しい損失を受けた場合 

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

 

〈お問合せ先〉 

 ○ 県税   最寄りの県地方振興局県税部(県税部の連絡先は下記をご参照ください。) 

 ○ 市町村税 お住まいの市町村の税務担当課 

 ※市町村の連絡先は【７ 市町村連絡先一覧】（最終ページ）をご参照ください。 

   

  ○ 県地方振興局県税部の連絡先と担当区域 

地方振興局名（県税部） 電話番号 担当区域 

県北地方振興局 024-521-2682 
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、

安達郡 

県中地方振興局 024-935-1241 
郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、 

田村郡 

県南地方振興局 0248-23-1514 白河市、東白川郡、西白河郡 

会津地方振興局 0242-29-5241 
会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、 

大沼郡 

南会津地方振興局 0241-62-5212 南会津郡 

相双地方振興局 0244-26-1124 相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡 

いわき地方振興局 0246-24-6030 いわき市 
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（７）運転免許証の手続に関する相談窓口 

〇 運転免許証の有効期間の末日を過ぎてしまった方で、新型コロナウイルス感染症

の影響によるやむを得ない理由により運転免許を失効したと認められる場合は再取

得の手続ができる場合があります。 

詳細は、福島運転免許センターにお問い合わせください。 

 

【福島運転免許センター】   

電話番号：０２４－５９１－４３７２（平日 ９：００～１６：００）      

 

 

 

（８）新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブルに関する相談窓口 

〇 新型コロナウイルス感染症に便乗した消費者トラブルや給付金、ワクチンに関連

する詐欺的な消費者トラブルが発生しています。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ご相談ください。 

 

相談窓口 電話番号 受付時間等 

消費者ホットライン 
局番なしの 

「１８８(いやや)」 

郵便番号等を入力いただくこと

で、お近くの市町村や都道府県の

消費生活センター等の消費生活相

談窓口が案内されます。 
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（９）生活福祉資金（コロナ特例貸付）の返済に関する相談窓口 

  ○ 生活福祉資金貸付制度について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸

付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業、失業等により生活資金でお悩みの

方々に向けた特例貸付が令和 4 年 9 月末日までを申請期間として実施されていまし

た。     

    今後の返済に関するご相談は、福島県社会福祉協議会地域福祉課生活支援室(電

話：024-523-1250)にお問い合わせください。 

 その他お問い合わせは、厚生労働省が設置したコールセンターでお受けしています。 

 

 

（１０）住居確保給付金に関する相談窓口 

〇 住居確保給付金は、住居を失うおそれがある方に対して家賃相当額を自治体から

支給する制度です。支給対象の拡大や求職活動要件の緩和を進め、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で収入が減少し家賃の支払いにお困りの方が利用しやすい制度と

なっています。 

区分 住居確保給付金 

概要 【主な支給要件】 

 主たる生計維持者が 

 ①離職・廃業後 2 年以内である場合 

 又は 

 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 

 

【支給期間】 

 原則 3 か月（一定の要件を満たした場合、2 回まで最長 9 か月間に延長可） 

 

【支給額】 

家賃額（ただし生活保護制度における住宅扶助基準額を上限とする） 

 

相談窓口 （１）制度についてのお問合せ 

【生活福祉資金貸付相談コールセンター】 

電話番号：０１２０－４６－１９９９ 

受付時間：９：００～１７：００（平日） 

（２）申請についてのご相談 

   お住まいの自治体の自立相談支援機関 

    ※下記【（11）生活に困窮した場合の相談窓口】をご参照ください。 

【生活福祉資金貸付相談コールセンター】 

電話番号：０１２０-４６-１９９９ 

受付時間：９：００～１７：００（平日） 
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（１１）生活に困窮した場合の相談窓口（生活困窮者自立支援制度） 

○ 生活困窮者自立支援制度は、支援機関に相談することにより、住居確保や就労準

備、家計相談等の支援を受けられる制度です。 

  詳細は、下記の自立相談支援機関の相談窓口にお問い合わせください。 

 

自立相談支援機関 電話番号 所管地域 

福島市 生活福祉課 024-525-3725 福島市 

会津若松市 生活サポート相談窓口 0242-23-4800 会津若松市 

郡山市 自立支援相談窓口 024-924-3822 郡山市 

いわき市社会福祉協議会  

生活・就労支援センター 
0246-38-6500 いわき市 

白河市 社会福祉課 
0248-22-1111 

(内 2151) 
白河市 

須賀川市社会福祉協議会 

福祉まるごと相談窓口 
0248-94-7091 須賀川市 

喜多方市社会福祉協議会 

生活サポートセンター 
0241-23-7373 喜多方市 

相馬市社会福祉協議会 

生活サポートセンター 
0244-36-2015 相馬市 

二本松市社会福祉協議会 

生活相談センター 
0243-23-8262 二本松市 

田村市社会福祉協議会 

生活サポートセンター 
0247-68-3777 田村市 

南相馬市社会福祉協議会 

福祉総合相談センター 
0244-24-3415 南相馬市 

伊達市 社会福祉課 024-575-1264 伊達市 

本宮市社会福祉協議会 

生活サポート相談センター 
0243-24-7780 本宮市 

福島県社会福祉協議会  

生活自立サポートセンター 
024-525-8801 

桑折町、国見町、川俣町、大玉

村 

福島県社会福祉協議会  

生活自立サポートセンター 

県中事務所 

0248-94-7800 

鏡石町、天栄村、石川町、玉川

村、平田村、浅川町、古殿町、

三春町、小野町 
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福島県社会福祉協議会  

生活自立サポートセンター 

県南事務所 

0247-57-7141 

西郷村、泉崎村、中島村、矢吹

町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫

川村 

福島県社会福祉協議会  

生活自立サポートセンター 

会津事務所 

0242-23-7445 

北塩原村、西会津町、磐梯町、

猪苗代町、会津坂下町、湯川村、

柳津町、三島町、金山町、昭和

村、会津美里町、下郷村、桧枝

岐村、只見町、南会津町 

福島県社会福祉協議会 

生活自立サポートセンター 

相双事務所 

0244-32-1753 

広野町、楢葉町、富岡町、川内

村、大熊町、双葉町、浪江町、

葛尾村、新地町、飯舘村 

 

（1２）住むところに不安を抱えている場合の相談窓口（すまこま） 

○ 厚生労働省は、不安定な居住環境にある方のための支援情報サイトを開設する 

とともに、住まいの困りごと相談窓口（通称「すまこま」）を立ち上げています。     

今日行くところがない、家賃が払えないなどの「住まいに関する困りごと」につ

いて、電話や Web サイトで相談できます。 

 

【住まいの困りごと相談窓口「すまこま」】 

 電話番号：０１２０－０５０－５９３ 

 受付時間：９：００～1８：00（月～金及び土・祝日のうち月 3 日） 

 メールアドレス：sos@sumakoma.jp 

 サイト URL：https://sumakoma.jp/ 

 

（1３）住宅ローンの返済の相談窓口 

〇 住宅金融支援機構では、新型コロナウイルス感染症の影響により住宅金融支援機

構の住宅ローン返済にお困りの方に、安心して返済を継続いただくため、以下の返

済方法の変更メニューを用意しています。 

 

＜返済方法の変更メニュー＞ 

○ 返済特例（返済期間の延長など） 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、返済が大変になった場合 

○ 中ゆとり（一定期間、返済額を軽減） 

しばらくの間、返済額を減らして返済 

○  ボーナス返済の見直し 

ボーナス返済が負担になっているとき、ボーナス返済月の変更や毎月分・ボーナス返済

分の返済額の内訳変更など 

＜問合せ先＞ 

具体的な相談や申請手続は、返済中の金融機関にお問い合せください。 

mailto:sos@sumakoma.jp
https://sumakoma.jp/
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（1４）国民年金保険料に関する相談窓口 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響により、退職（失業等）、収入の減少など、一

時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合、一定の要件に該当する方は、

ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です。 

国民年金保険料の免除・納付猶予申請の詳細は、お住まいの市町村の国民年金担当

課又はお近くの年金事務所にお問い合わせください。 

 

年金事務所名 電話番号 管轄区域 

東北福島年金事務所 024-535-0141 
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、

安達郡 

平年金事務所 0246-23-5611 いわき市、双葉郡 

相馬年金事務所 0244-36-5172 相馬市、南相馬市、相馬郡 

郡山年金事務所 024-932-3434 
郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、

田村郡 

白河年金事務所 0248-27-4161 白河市、西白河郡、東白川郡 

会津若松年金事務所 0242-27-5321 
会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河

沼郡、大沼郡 

 

 

（1５）国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険料に関する相談窓口 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対 

しては、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料（税）の減免

や徴収猶予等が認められる場合があります。 

 詳細は、お住まいの市町村又は加入されている国民健康保険組合にお問い合わ

せください。 

 

＜お問合せ先＞ 

○ 国民健康保険料（税） お住まいの市町村の国民健康保険担当課 

（国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合） 

○ 後期高齢者医療制度の保険料 お住まいの市町村の後期高齢者医療担当課 

○ 介護保険料 お住まいの市町村の介護保険担当課 

 

※ お住まいの市町村の連絡先は【７ 市町村連絡先一覧】(最終ページ)をご参照ください。 

 

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/miyagi/ishinomaki.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/miyagi/ishinomaki.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/miyagi/ishinomaki.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/miyagi/ishinomaki.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/miyagi/ishinomaki.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/miyagi/ishinomaki.html
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（１６）心の健康相談窓口 

〇 新型コロナウイルス感染症やその影響に関して不安や動揺等を感じている方に向

けて、下記の電話相談窓口が開設されています。 

 

相談窓口 電話番号 受付時間 

こころの電話（福島県精神

保健福祉センター） 
024-535-5560 9:00～17:00（平日） 

働く人の 

「こころの耳電話相談」 

(労働者やそのご家族、企業の

人事労務担当者の方が対象) 

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、年末年始は除く） 

福島いのちの電話 024-536-4343 

10:00～22:00（年中無休） 

毎月第 3 土曜日は午前 10:00～翌日午前

10:00 までの 24 時間相談 

 

 

（１７）人権に関する相談窓口 

  ○ 法務省の人権擁護機関は、新型コロナウイルス感染者・濃厚接触者、医療従事者

等に対する誤解、偏見、いじめ等について、被害に遭った方からの人権相談を次の

とおり受け付けています。 

 

相談窓口 電話番号 受付時間 

みんなの人権 110 番 

（全国共通人権相談ダイヤル） 
０５７０－００３－１１０ 

8：30～17：15（平日） 
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 

外国語人権相談ダイヤル 

（対応言語：英語、中国語、韓国

語、フィリピノ語、ポルトガル語、

ベトナム語、ネパール語、スペイ

ン語、インドネシア語、タイ語） 

０５７０－０９０－９１１ 9：00～17：00（平日） 
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（１）経営相談、金融支援策に関する相談窓口 

○ 新型コロナウイルス感染症の発生などにより影響を受けた中小企業・小規模事業

者の方々等を対象に、以下のような資金繰りの支援制度が用意されています。 

  

区分 資金繰りの支援制度 対応機関 

低利融資 

新型コロナウイルス感染症特別貸付(金利引下げ) 

日本政策金融公庫 

新型コロナウイルス感染症マル経融資(金利引下げ) 

【生活衛生関係の事業者向け】 

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(金利引下げ) 

【生活衛生関係の事業者向け】 

新型コロナウイルス対策衛経融資(金利引下げ) 

【旅館業、飲食店営業、喫茶店営業を営む方向け】 

衛生環境激変対策特別貸付(金利引下げ) 

融資 

(要件緩和) 

セーフティネット貸付け（売上高が 5％以上減少といった

数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も

含めて融資対象） 

資本性劣後 

ローン 

新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付

（新型コロナ対策資本性劣後ローン） 

信用保証 

付き融資 

セーフティネット補償４号(売上高▲20％以上減少等の場合) 

（一般保証とは別枠保証） 

民間金融機関又は

信用保証協会 

※利用には市町村の

認定書が必要 

セーフティネット補償５号(重大な影響が生じている業種対象) 

（一般保証とは別枠保証） 

保証料減額 
経営改善サポート保証 民間金融機関又は

信用保証協会 

借換保証 

(保証料減額) 

コロナ借換保証（民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のた

めの保証制度(保証料減額)） 

民間金融機関又は

信用保証協会 

※利用には市町村の

認定書が必要 

既往債務 

の借換 

公庫融資借換特例制度（経営安定や中小企業者の自助努力

による企業再建の支援を図るための既往公庫融資の借換） 
日本政策金融公庫 

既往債務 

の条件変更 

借入金の返済金額や返済方法等の条件について、事業者の

方の業況に合わせて当初契約から変更（リスケジュール） 

借入をしている 

金融機関 

 

 ○ 資金繰り支援全般については中小企業庁の中小企業 金融相談窓口が、個別支援

策については対応機関（連絡先は 20～21 ページをご参照ください。）が、ご相

談を受け付けております。 

【中小企業庁 中小企業 金融相談窓口】 

電話番号：０５７０－７８３－１８３ 

受付時間：９：００～１７：００（平日） 

２ 事業者の方へ 
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〇 東北財務局は、新型コロナウイルスに関連する金融機関の窓口のご照会やお取引に関しての

お問い合わせ、ご相談を受け付けております。 

 

【東北財務局相談ダイヤル】 

電話番号：０１２０－９１７－９９３ 

受付時間：９：００～１２：００、１３：００～１７：００（平日） 

 

〇 東北経済産業局は、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等

を対象に、経営相談の窓口を設けています。 

 

【東北経済産業局 中小企業課 経営相談窓口】  

電話番号：０２２－２２１－４９２２ 

受付時間：９：００～１７：００（平日） 

 

 

〇 上記のほか各機関が資金繰り、経営等に関する相談に対応しています。 

詳細は、下記相談窓口にお問い合わせください。 

 

相談窓口 電話番号 備考（主な対象者、受付時間等） 

日本政策金融公庫 

 事業資金相談ダイヤル 

   

0120-154-505 

・個人企業、小規模事業者、

中小企業、農林漁業者等 

・平日 9：００～17：００

（これから創業をお考えの方、

創業後間もない方、個人企業・

小規模企業の方は 9：００～

19：００） 

日本政策金融公庫 

福島支店（中小企業事業） 

        （国民生活事業） 

会津若松支店（国民生活事業） 

郡山支店（国民生活事業） 

いわき支店（国民生活事業） 

 

024-522-9241 

024-523-2341 

0242-27-3120 

024-923-7140 

0246-25-7251 

中小企業・小規模事業者 

平日９：００～１７：００ 

商工組合中央金庫 

  福島支店  

会津若松営業所 

0120-542-711 

024-526-1201 

0242-26-2617 

中堅・中小企業 

平日 9:00～17:00 
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日本政策投資銀行 022-227-8181 平日 9:00～17:00 

福島県信用保証協会本店 

 福島営業店 

 郡山支店 

 白河支店 

 会津支店 

 いわき支店 

  相双支店 

024-526-2331 

024-526-1530 

02４-932-2769 

0248-24-0156 

0242-23-9171 

0246-23-3570 

0244-23-5105 

平日 9:00～17:15 

福島商工会議所 

郡山商工会議所 

会津若松商工会議所 

いわき商工会議所 

白河商工会議所 

原町商工会議所 

会津喜多方商工会議所 

相馬商工会議所 

須賀川商工会議所 

二本松商工会議所 

024-536-5511 

024-921-2600 

0242-27-1212 

0246-25-9151 

0248-23-3101 

0244-22-1141 

0241-24-3131 

0244-36-3171 

0248-76-2124 

0243-23-3211 

 

福島県商工会連合会 024-525-3411  

福島県中小企業団体中央会 024-536-1261  

福島県よろず支援拠点郡山事務所 

                    福島事務所 

024-954-4161 

024-525-4064 
 

中小企業基盤整備機構東北本部 

企業支援部企業支援課 
022-716-1751  

(公財)福島産業振興センター 024-525-4070  

福島県 経営金融課 024-521-7288  

東北経済産業局 産業部中小企業課 022-221-4922  
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（２）雇用調整助成金に関する相談窓口 

○ 雇用調整助成金の特例措置（コロナ特例）の経過措置については、令和５年３月

３１日をもって終了しました。 

 令和 5 年 3 月 31 日までの期間に係る雇用調整助成金の申請期限は、支給対象と

なる期間の最終日の翌日から 2 か月以内です。 

 

○ 令和５年４月１日以降の休業等については支給要件を満たせば通常制度をご利用

いただけます。 

詳細は、下記の相談窓口にお問い合わせください。  
 

区分 雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例） 

概要 【支給対象】 

以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。 

①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小 

 ②最近１か月間の売上高または生産量などが前年同月比 10％以上減少 

・比較対象とする月についても、柔軟な取扱とする特例措置があります。 

・判定基礎期間の初日が令和 4 年 9 月までの休業については 5％以上減少。 

③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。 

 

【助成対象】 

・事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当など 

・学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は「緊急

雇用安定助成金」の助成対象（雇用調整助成金と同様に申請ができます。） 

 

【助成額・助成率】 

（平均賃金額(※1) × 休業手当等の支払率）× 助成率(※2) 

（１人１日あたり、令和 4 年 10 月～5 年 3 月 8,355 円が上限(原則)） 

※1 平均賃金額の算定について、小規模の事業所（概ね 20 人以下）は簡略化

する特例措置を実施 

※2 事業主の規模や判定期間の初日の時期等により異なります。詳細は、厚生

労働省ウェブサイト（下記 URL）をご確認ください。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou roudo

u/koyou/kyufukin/pageL07.html） 

 

【申請期限】 

 支給対象となる期間の最終日の翌日から 2 か月以内 

 

【申請方法】 

 ・事業所の所在地を所管する都道府県労働局又はハローワークで受付（郵送も可） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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 ・オンライン申請は【雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン受付システム】 

により申請（https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/） 

相談 

窓口 
【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター】 

  電話番号：０１２０－６０３―９９９ 

  受付時間：９：00～21：00（土日･祝日含む） 

【ハローワーク福島】 

  電話番号：０２４－５３４－４１２１ 

  受付時間：８：３０～１７：１５（平日） 

※県内の他のハローワークでも相談を受け付けています。 

 

 
 

区分 雇用調整助成金（通常制度） 

概要 【支給対象】 

・支給対象事業主：雇用保険適用事業所 

・支給対象労働者：雇用保険被保険者 

 

【主な支給要件】 

・最近３か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて１０％以上

減少していること。 

・雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近３か月間の月平

均値の雇用指標が前年同期と比べ、一定規模以上（＊）増加していないこ

と。 

＊大企業の場合は５％を超えてかつ６人以上、中小企業の場合は１０％を超えてかつ４人以上 

・実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること。（計画届と

ともに協定書の提出が必要） 

・過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を

設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えて

いること（＊）。 

＊新型コロナウイルス感染症の影響にともなう特例による雇用調整助成金（コロナ特例）の支

給を受けたことがある場合は、当該特例に係る対象期間内の最後の判定基礎期間末日（助成

金が支給されたものに限る。）の翌日から起算して一年を超えていること。 

 

【受給手続】 

・事業主が指定した１年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期

間ごとに事前に計画届を提出することが必要です（＊）。 

https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
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＊判定基礎期間の初日が令和５年４月１日から令和５年６月 30 日までの間にある場合、計画

届の提出を不要とされてします。 

・初めての提出の際は、雇用調整を開始する日の２週間前をめどに、２回目以

降については、雇用調整を開始する日の前日までに提出して下さい（最大で

３判定基礎期間分の手続きを同時に行うことができます。）。 

・支給申請期間は判定基礎期間終了後、２か月以内です。 

 

【助成内容】 

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当

額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成（率） 

大企業  １／２  

中小企業 ２／３ 

 ※ 対象労働者一人当たり 8,355 円が上限です。 

相談 

窓口 
【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター】 

  電話番号：０１２０－６０３―９９９ 

  受付時間：９：00～21：00（土日･祝日含む） 

【ハローワーク福島】 

  電話番号：０２４－５３４－４１２１ 

  受付時間：８：３０～１７：１５（平日） 

※県内の他のハローワークでも相談を受け付けています。 

 

 

（３）宿泊事業者、旅行業者等向けの相談窓口 

  ○ 東北運輸局は、新型コロナウイルスに関連した感染症等を起因として、中国から

の団体旅行や個人向けパッケージ商品の取り扱いが停止されたこと等により、外国

人観光客減少等の経営環境の変化に直面している宿泊事業者や旅行業者等からの相

談を下記の相談窓口により受け付けています。    

 

【宿泊事業者、旅行業者等向けの特別相談窓口】 

東北運輸局 観光部 観光企画課 

電話番号：０２２－７９１－７５０９ 
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（４）通訳ガイド向けの相談窓口 

  ○ 東北運輸局は、新型コロナウイルス感染症を起因とした外国人旅行者の減少等の

変化に直面している通訳ガイドの不安を解消するため、下記の相談窓口において、

通訳ガイドの状況や要望をお聞きした上で、活用可能な支援策を紹介しています。 

 

【通訳ガイド向けの特別相談窓口】 

東北運輸局 観光部 観光地域振興課 

電話番号：０２２－３８０－１００１ 

 

 

（５）自動車運送事業者等向けの相談窓口 

  ○ 東北運輸局福島運輸支局は、新型コロナウイルスの感染拡大を起因としたイベン

トの延期・中止等による利用者の減少や学校の休校による影響により運行計画、事

業計画の変更等の対応について、バス、レンタカー、タクシー事業者並びに自家用

有償旅客運送を担う団体等からの相談窓口を設置しています。 
    

【バス・レンタカー・タクシー事業者等向け相談窓口】 

東北運輸局 福島運輸支局 輸送・監査担当 

電話番号：０２４－５４６－０３４５ 

 

 

（６）海事関係事業者等向けの相談窓口 

  ○ 東北運輸局は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、観光客の減少・物流の停

滞等、経営環境の変化に直面している海事関係事業者（注）の不安を解消するための

相談窓口を設置しています。 

   （注）フェリー・旅客船・遊覧船等の旅客船運行事業者、内航貨物船等貨物船運行事業者、港湾運送事業者、造船

業・舶用工業の事業者 

 

【海事関係事業者向け特別相談窓口】 

東北運輸局海事振興部 

（旅客船）      海事産業課   電話番号：022-791-7512  

（貨物船・港湾運送） 貨物調整官   電話番号：同  上 

（造船・舶用工業）  船舶産業振興官 電話番号：同  上                    
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（７）農林漁業者向けの相談窓口 

  ○ 農林水産省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、農林漁業経営の維持安

定が困難な農林漁業者を対象に、日本政策金融公庫の「農林漁業セーフティネット

資金」の実質無利子化・無担保化などの措置を講じています。 

※日本政策金融公庫等の連絡先は【２（１）経営相談、金融支援策に関する相談窓  

口】（20～21 ページ）をご参照ください。 
 

  ○ 農林水産省は、新型コロナウイルス感染症に係る農業者や食品事業者等からの相

談に適切に対応するため、地方農政局に相談窓口を設置しています。 
 

 

 

 

 

 

 

○ 福島県は、農業・林業・水産業者からの経営相談に応じるとともに、対応可能な支援制度を紹  

介するための窓口を設置しています。 

詳細は、下記の相談窓口にお問い合わせください。 

 

担当部署 電話番号(担当) 

福島県庁 

農業振興課 ０２４－５２１－７３３９(農業) 

林業振興課 ０２４－５２１－７４３２(林業) 

水産課   ０２４－５２１－７３７５(水産) 

県北農林事務所 

農業振興普及部 ０２４－５２１－２６０４(農業) 

伊達農業普及所 ０２４－５７５－３１８１(農業) 

安達農業普及所 ０２４３－２２－１１２７(農業) 

森林林業部 ０２４－５２１－２６３２(林業) 

県中農林事務所 

農業振興普及部 ０２４－９３５－１３０１(農業) 

田村農業普及所 ０２４７－６２－３１１３(農業) 

須賀川農業普及所 ０２４８－７５－２１８０(農業) 

森林林業部 ０２４－９３５－１３６１(林業) 

県南農林事務所 
農業振興普及部 ０２４８－２３－１５６１(農業) 

森林林業部 ０２４７－３３－２１２１(林業) 

会津農林事務所 

農業振興普及部 ０２４２－２９－５３００(農業) 

喜多方農業普及所 ０２４１－２４－５７４１(農業) 

会津坂下農業普及所 ０２４２－８３－２１１６(農業) 

金山普及所 ０２４１－５４－２８０１(農業) 

森林林業部 ０２４１－２４－５７３１(林業) 

【東北農政局企画調整室】 

電話番号：０２２－２６３－０５６４ 

受付時間：9：００～１７：００（平日） 
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南会津農林事務所 

農業振興普及部 ０２４１－６２－５６４４(農業) 

南郷普及所 ０２４１－７２－２２４３(農業) 

森林林業部 ０２４１－６２－５３７１(林業) 

相双農林事務所 

農業振興普及部 ０２４４－２６－１１４６(農業) 

双葉農業普及所 ０２４０－２３－６４７３(農業) 

森林林業部 ０２４４－２６－１１７１(林業) 

富岡林業指導所 ０２４０－２３－６０８４(林業) 

いわき農林事務所 
農業振興普及部 ０２４６－２４－６１５４(農業) 

森林林業部 ０２４６－２４－６１９１(林業) 

水産事務所 ０２４６－２４－６１７２(水産) 

 

 

（８）テレワークに関する相談窓口 

〇 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークに関する相談窓口が開設されて

います。テレワークの導入や運用などテレワークに関する各種相談を電話、メー

ル、面談（要事前予約）で受け付けています。 

 

【テレワーク相談センター】（厚生労働省受託事業） 

 電話番号：０１２０－８６１００９ 

 受付時間：9：00～17：00（土日･祝日を除く） 

 住  所：東京都千代田区神田神保町 1-103 東京パークタワー2 階 

 メ ー ル：sodan@japan-telework.or.jp 

 

 

（９）下請取引に関する相談窓口 

〇 「下請かけこみ寺」は、下請取引の適正化を推進することを目的として経済産業

省、中小企業庁が全国 48 か所に設置したものです。 

 「下請かけこみ寺」は、「新型コロナウイルス感染症」の影響を受け、取引でお

困りの事業者の方からの相談を受け付けています。 

 

【下請かけこみ寺】 

   電話番号：０１２０－４１８－６１８ 

   受付時間：9：００～1７：００（１２：００～１３：００を除く）（平日） 
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（10）小学校休業等対応助成金に関する相談窓口 

〇 小学校休業等対応助成金は、令和５年３月３１日までの休暇取得分をもって制度を終了しました。

最終の申請期限等は、下記のとおりです。 

   保護者の方からの相談に対応する窓口については、36 ページをご参照ください。 

 

区分 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 

概要 【対象者】 

令和 5 年 3 月 31 日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うこと

が必要となった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年

次有給休暇を除く）を取得させた事業主 

 ① 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に関する対応として、臨時休業などをした小学校等に通

う子ども 

 ② 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども 

   ※小学校等：小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校（幼稚園又は小学校の課程に類す

る課程を置くものに限る）、特別支援学校（全ての部）、放課後児童クラブ、放課後等デ

イサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子ど

もの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など 

 

【助成額】 

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10／10 

 

【日額上限額と申請期限】 

休暇取得期間 日額上限額 申請期限 

令和 4 年 12 月～ 

5 年 3 月 
8,355 円 令和 5 年 5 月 31 日(水)必着 

 

 ※詳細は、厚生労働省ウェブサイト（下記 URL）をご確認ください。 

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

n/pageL07_00002.html） 

相談

窓口 

【小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター】 

電話番号：０１２０－８７６－１８７ 

 受付時間：9：00～21：00（土日･祝日含む） 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
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（11）厚生年金保険料に関する相談窓口 

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な場

合、猶予制度を受けられることがあります。 

 詳細は、管轄の年金事務所へご相談ください。 

なお、年金事務所では、納付猶予特例以外のご質問もお受けしております。 

  

年金事務所名 電話番号 管轄区域 

東北福島年金事務所 024-535-0141 
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、

安達郡 

平年金事務所 0246-23-5611 いわき市、双葉郡 

相馬年金事務所 0244-36-5172 相馬市、南相馬市、相馬郡 

郡山年金事務所 024-932-3434 
郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、

田村郡 

白河年金事務所 0248-27-4161 白河市、西白河郡、東白川郡 

会津若松年金事務所 0242-27-5321 
会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河

沼郡、大沼郡 

 

 

（12）労働保険料に関する相談窓口 

〇 新型コロナウイルス感染症等の影響により労働保険料等の納付が困難な場合に

は、労働保険料等の猶予制度が受けられる場合があります。 

 猶予制度が認められた場合には、猶予期間中の延滞金の免除や、財産の差押えの

猶予又は解除といった効果を受けられます。 

 詳細は、福島労働局総務部労働保険徴収室（電話：０２４-５３６-４６０７）へ

お問い合わせください。 

 

 

（13）持続化給付金の返還に関する相談窓口 

〇 持続化給付金の申請受付は終了していますが、誤って受給された方の返還に関す

る相談・受付を以下のコールセンターで受け付けています。 

【持続化給付金・家賃支援給付金事業コールセンター】 

   電話番号：０１２０－００２－６７８ 

 受付時間：９：００～１８：００（土曜祝日を除く日曜～金曜日） 

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/miyagi/ishinomaki.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/miyagi/ishinomaki.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/miyagi/ishinomaki.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/miyagi/ishinomaki.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/miyagi/ishinomaki.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/miyagi/ishinomaki.html
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（１）特別労働相談窓口 

〇 福島労働局は、新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口を開設しています。

詳細は、下記相談窓口にご相談ください。 

 

相談内容 相談実施機関 電話番号 

一般的な労働相談 

福島労働局 

総合労働相談コーナー 

（雇用環境・均等室内） 

０８００－８００－４６１１ 

（フリーダイヤル：労働者専用） 

０２４－５３６－４６００ 

郡山総合労働相談コーナー 

（郡山労働基準監督署内） 
０２４－９００－９６０９ 

※県内の労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーで

も相談を受け付けています。 

賃金や休業手当に関する相談 

福島労働局 

労働基準部監督課 
０２４－５３６－４６０２ 

郡山労働基準監督署 ０２４－９２２－１３７０ 

※県内の労働基準監督署でも受け付けています。 

雇用調整助成金に関する相談 

（制度概要は 22 ページをご参照

ください。） 

雇用調整助成金、産業雇用安

定助成金ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 
０１２０－６０３―９９９ 

ハローワーク福島 ０２４－５３４－４１２１ 

※県内のハローワークでも相談を受け付けています。 

新型コロナウイルス感染症対応 

休業支援金に関する相談 

（制度概要は 33 ページをご参照

ください。） 

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 

０１２０－２２１－２７６ 

新卒者内定取消、入職時期の繰り

下げに関する相談 

福島新卒応援ハローワーク 
０８００－８００－７６４９ 

（学生･新社会人用フリーダイヤル） 

郡山新卒応援ハローワーク 
０８００－８００－４６３４ 

（学生･新社会人用フリーダイヤル） 

※県内のハローワークでも相談を受け付けています。 

派遣労働者に関する相談(予期せ

ぬ労働者派遣契約の契約解除など

の相談) 

福島労働局 

職業安定部需給調整事業室 
０２４－５２９－５７４６ 

母性健康管理措置として休業が必

要とされた妊娠中の労働者に関す

る休暇取得支援助成金などの相談 

福島労働局 

雇用環境・均等室 
０２４－５３６－４６０９ 

３ 働いている方へ 
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小学校休業等対応助成金に関する

相談(労働者の方向け) 

（制度概要は 28・36 ページをご

参照ください。） 

福島労働局 

小学校休業等対応助成金に

関する特別相談窓口 

０２３－５３６－２７７７ 

小学校休業等対応支援金に関する

相談(委託を受けて個人で仕事を

する方向け) 

（制度概要は 35 ページをご参照

ください。） 

小学校休業等対応助成金・支

援金ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 
０１２０－８７６―１８７ 

学校等の臨時休業に伴う病気休暇

等の特別休暇導入に関する相談 

働き方・休み方改善コンサル

タント(雇用環境・均等室内) 
０２４－５３６－４６０９ 

 

 

（２）新型コロナウイルス感染症の療養のため仕事を休んだ場合の所得補償の相談窓口 

（傷病手当金） 

〇 健康保険に加入されている方 

傷病手当金は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの

療養のため仕事を休んだ場合に、所得補償を行う制度です。新型コロナウイルス感染

症に感染し、その療養のために働くことができない方も、利用することができます。 

 

  ○ 国民健康保険に加入されている方 

    市町村・組合によっては、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者等

に傷病手当金を支給する場合があります。 

 

区分 傷病手当金（健康保険に加入されている方） 

概要 【支給要件】 

 ①②をいずれも満たしたときに支給されます。 

① 業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと 

 ・自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入

院している 

 ・発熱などの自覚症状があり、療養のため仕事を休んでいる 

 等の場合についても、支給対象になりえます。 

 （業務に起因して感染したものであると認められる場合は、労災保険給付の対

象） 

 

② ４日以上仕事を休んでいること 

  療養のために連続して３日間仕事を休んだ後（待機期間）、４日目以降の仕

事を休んだ日について支給されます。待機期間には有給休暇、土日･祝日等

の公休日を含みます。 
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【支給期間】 

 支給を始めた日から最長１年６か月の間 

 （１年６か月の間で傷病手当金の支給要件を満たす日について支給されます。） 

 

【１日当たりの支給額】 

傷病手当金の支給開始日に属する月以前の直近 12 月間の標準報酬月額を平均

した額の 30 分の 1 に相当する額の３分の２に相当する額 

 

 

※ 国民健康保険に加入されている方について 

  市町村・組合によっては、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被

用者等に傷病手当金を支給する場合があります。 

  詳細は、市町村・組合の国民健康保険の窓口にお問い合わせください。 

 

相談

窓口 

⑴ 健康保険に加入されている方 

ご加入の健康保険の保険者の窓口 

 

⑵ 国民健康保険に加入されている方 

ご加入の国民健康保険の保険者（市町村・組合）の窓口 

※ お住まいの市町村の連絡先は【７ 市町村連絡先一覧】(最終ページ)をご参照くだ

さい。 
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（３）休業中に賃金(休業手当)を受けられなかった労働者の相談窓口（休業支援金・給付金） 

〇 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、令和 4 年度末の休業期間分

をもって終了しました。 

 最終の申請期限等は、下記のとおりです。 

 

区分 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 

概要 【対象者】 

○ 中小企業にお勤めの方 

  令和 5 年 3 月 31 日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事

業主が休業させ、 その休業に対する賃金（休業手当）を受け取っていない方 
 

○ 大企業にお勤めの方 

大企業に雇用されるシフト制・日々雇用・登録型派遣労働者であって、令和

5 年 3 月 31 日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休

業させ、その休業に対する賃金（休業手当）を受け取っていない方 
 

※ 上記の「休業」とは、所定労働日に事業主が労働者を休ませることで、以下のよ

うなケースも対象となります。 

 ・時短営業などで勤務時間が減少し、1 日 4 時間未満の就労になった場合(1 日 8

時間から 3 時間の勤務になるなど) 

 ・月の一部分の休業(週 5 回から週 3 回の勤務になるなど) 

※ いわゆる日々雇用やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているようなケ

ースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識

が一致した上で支給要件確認書を作成すれば、対象となります。 

また、以下のケースであれば支給要件確認書で休業の事実が確認できない場合で

あっても、対象となる休業として取り扱われます。 

 ① 労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日数の記載がある、申請

対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容

に誤りがないことが確認できるケース 

 ② 休業開始月前の給与明細などにより、６か月以上の間、原則として月４日以上

の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感

染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確

認できるケース（ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った

事情がある場合はこの限りではありません。） 

 

【給付金額の算定】 

 （休業前の１日当たり平均賃金×60％）※  × （各月の休業期間の日数－

（「就労した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計） 

※ 「休業前の１日当たり平均賃金×60％(80％)」の上限額 
 ・8,355 円 
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【申請期限】  

休業した期間 申請期限（郵送の場合は必着） 

令和 5 年 2 月～3 月 令和 5 年 5 月 31 日（水） 

 ※ 申請開始日は休業した期間の翌月初日です。 

  ※ 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 

→支給（不支給）決定が行われた日から１か月以内に申請いただければ受け付けるとされています。 

※ オンライン又は郵送で申請期限内に申請していれば、申請書類の不足等でシステムや郵送により返戻を

受けたものを申請期限後に再提出する場合であっても、申請期限内に申請されたものとして取り扱われて

います。 
 

【申請方法】 

 ・郵送又はオンライン(事業主経由での申請も可能) 

 

※厚生労働省ウェブサイト（下記URL）もご確認ください。 

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

 

相談

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

  電話番号：０１２０－２２１－２７６ 

  受付時間：８：30～20：00（月～金曜日） 

         8：30～17：15（土日･祝日） 

 

 

（４）労働困りごと相談窓口 

〇 福島県労働委員会は、労働に関する様々な困りごとについて、県民の方からの相談

に応じるため、労働困りごと相談窓口を開設しています。 

 詳細は、下記相談窓口にお問い合わせください。 

 

【労働困りごと相談窓口】 

福島県労働委員会事務局 

電話番号：０２４－５２１－７５９４ 

受付時間：8：30～１２：００、13：００～17：００（土日･祝日除く） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
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（１）小学校等の臨時休業等により契約した仕事ができなくなった保護者の相談窓口 

〇 子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者を対象と

した小学校休業等対応支援金について、仕事ができなくなった期間が令和５年３月３１日までの

分をもって制度を終了しました。 

 最終の申請期限等は、下記のとおりです。 

 

区分 小学校休業等対応支援金 

概要 【対象者】 

令和 5 年 3 月 31 日までの間に、以下の子どもの世話を行うことが必要とな

った保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者 

 

① 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に関する対応として、臨時休業などをした小学校等に通

う子ども 

② 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども 

※小学校等：小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校（幼稚園又は小学校の課程に類す

る課程を置くものに限る）、特別支援学校（全ての部）、放課後児童クラブ、放課後等デ

イサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子ど

もの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など 

 

【支援の内容と申請期限】 

仕事ができなかった日について、１日当たり以下の金額を定額支給 

仕事ができなかった期間 金額(定額) 申請期限 

令和 4 年 12 月～ 

5 年 3 月 
４,１７７円 令和 5 年 5 月 31 日(水)必着 

 

 

相談

窓口 

【小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター】 
電話番号：０１２０－８７６－１８７ 

 受付時間：9：00～21：00（土日･祝日含む） 

 

 

 

 

 

 

 

４ 保護者、学生、子どもの皆様へ 
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（２）小学校休業等対応助成金に関する相談窓口（保護者の方向け） 

〇 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等の臨時休

業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者に対して有給（賃

金全額支給）の休暇を取得させた事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額を助

成しています（28 ページ参照）。 

福島労働局は、特別相談窓口を設置し、労働者からの「企業にこの助成金を利用し

てもらいたい」等の相談に対応しています。また、新型コロナウイルス感染症対応休

業支援金・給付金の仕組みにより労働者が個人で申請することが可能です。 

 

○ 小学校休業等対応助成金は、令和５年３月３１日までの休暇取得分をもって制度を

終了しました。 

福島労働局の小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口は、令和５年６月３０

日をもって終了する予定です。 

 

区分 小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口 

概要 【小学校休業等対応助成金】 

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等の臨時休業等に伴

い、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者に対して有給（賃金

全額支給）の休暇を取得させた事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額を

支給する制度です。 

（令和５年３月３１日までの休暇取得分をもって制度を終了しました。） 

 

【特別相談の内容】 

福島労働局「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」では、「企業に

この助成金を利用してもらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、

企業への特別休暇制度・助成金の活用の働きかけ等を行っています。 

事業主との相談を経ずに、相談することも可能です。 

 

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金による直接申請】 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより労働者（大

企業に雇用される方はシフト制労働者等の方に限られます）が直接申請すること

が可能です。労働者の方が利用を希望される場合、下記の相談窓口にご相談くだ

さい。  

 

相談

窓口 

【福島労働局 小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口】 

 

電話番号：０２４-５３６-２７７７ 

 受付時間：8：30～17：15（土日･祝日を除く） 
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（３）大学等の学生向けの奨学金等に関する相談窓口 

○ 日本学生支援機構の奨学金については、下記の相談窓口にお問い合わせください。 

新型コロナウイルス感染症に係る影響により、 

・家計が急変した方への支援(給付奨学金)、 

・アルバイト収入等が大幅に減少した学生等への支援(緊急特別無利子貸与型奨学金)、 

・最高学年でやむを得ず卒業延期となった方への支援(在学採用の第二種奨学金の貸与) 、 

   などがあります。 

 

  ○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、勤務先の業績悪化や出勤停止等に伴う減

収、失業、内定取消等が生じ、奨学金の返還が困難となった方は、 

・月々の返還額を少なくする（減額返還制度） 

・返還を待ってもらう（返還期限猶予） 

   の相談をすることができます。 

 

【（独）日本学生支援機構奨学金相談センター】 

 電話番号：０５７０－６６６－３０１（ナビダイヤル） 

 ※海外からの電話、一部携帯電話、一部 IP 電話からは、 

 ０３－６７４３－６１００ 

 受付時間：9：00～20：00（土日･祝日、年末年始を除く） 

    

〇 各大学の授業料・入学金の減免の手続等については、在学中の学校の学生課や奨学

金窓口にお問い合わせください。 

 

 

（４）留学に関する相談窓口 

  ○ 文部科学省は、海外から一時帰国中又は一時帰国を予定しているお子様の保護者の

方向けに、以下の相談窓口を開設しています。 

 

相談実施機関 電話番号 受付時間(平日) 

文部科学省 総合教育政策局 

 教育改革・国際課 教育相談員 

（海外から） 

＋81-3-6734-3562 
9：30～18：15 

（日本国内から） 

03-6734-3562 

公益財団法人 

 海外子女教育振興財団 

（海外から） 

＋81-3-4330-1351 
10：00～17：00 

（日本国内から） 

03-4330-1351 
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  ○ 日本学生支援機構では、海外留学のための奨学金に関するお問い合わせを次の相談

窓口で受け付けています。 

 

区分 相談実施機関 電話番号 

トビタテ！留学 JAPAN

日本代表プログラム 

(独)日本学生支援機構 

グローバル人材育成部グローバル人材

育成企画課 

03-6734-4923 

海外留学支援制度 
(独)日本学生支援機構 

留学生事業部 海外留学支援課 
03-5520-6014 

 

 

（５）子どもの SOS 相談窓口（そうだんまどぐち） 

   みなさんの 不安
ふ あ ん

や 悩
な や

みを 受け止める
う  と   

相談
そうだん

窓口
まどぐち

について、連絡先
れんらくさき

を お知らせ
 し   

しま

す。一人
ひ と り

で 苦
く る

しまず、ぜひ 利用
り よ う

して、話
はなし

をしてみてください。 

連絡先
れんらくさき

 電話番号
でんわばんごう

 その他
  た

 

24時間
じ か ん

子
こ

ども SOS ダイヤル 

（各教育
かくきょういく

委員会
い い ん か い

等
と う

） 

０１２０－０－７８３１０ 24時間
じ か ん

利用
り よ う

できます。 

子どもの 人権
じんけん

110番
ばん

 

（法務省
ほうむしょう

） 

０１２０－００７－１１０ 

8時
じ

30分
ふん

～17時
じ

15分
ふん

 

（平日
へいじつ

） 

ヤングテレホン 

（福島県
ふくしまけん

警察
けいさつ

本部
ほ ん ぶ

） 
０２４－５２５－８０６０ ９時

じ

～17時
じ

（平日
へいじつ

） 

チャイルドライン 

（厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

） 
０１２０－９９－７７７７ 

18才
さい

までの子どものため

の 電話
で ん わ

相談先
そうだんさき

です 

午後
ご ご

4時
じ

～午後
ご ご

9時
じ

 

（年末
ねんまつ

年始
ね ん し

を 除
の ぞ

く 毎日
まいにち

） 
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（６）配偶者等からの暴力・児童虐待に関する相談窓口 

〇 配偶者等からの暴力や虐待でお困りの方、虐待が疑われる場合など、次の相談窓 

口で相談を受け付けています。 

 

連絡先 電話番号 備考 

児童相談所 

虐待対応ダイヤル 

（厚生労働省） 

「１８９」 

（無料） 

・虐待かもと思ったときなどに、すぐに児童相談

所に通告・相談ができる全国共通の電話番号 

・通告・相談は匿名可。秘密厳守 

・２４時間対応 

DV 相談＋（プラス） 

（内閣府） 
0120-279-889 

・新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安・ス

トレスなどから、DV の増加・深刻化の懸念を

踏まえて実施 

・24 時間対応 

DV 相談ナビダイヤル ＃8008 

・配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに

相談すればよいか分からない方のために、全国

共通の電話番号から最寄りの相談機関に転送 

・受付時間は、各関係機関の相談受付時間に限り

ます。 

福島県男女共生センター 

（相談室直通） 
0243-23-8320 

・ＤＶや性暴力、生活全般の悩みや問題について

の相談 

・９：００～２１：００（月曜(祝日の場合はその

翌日)、年末年始除く） 

(休館日前日 9：00～17：00) 

福島県女性のための相談支

援センター 

（相談専用電話） 

024-522-1010 

・ＤＶで悩んでいるとき、離婚・男女関係のトラ

ブル、家庭内の問題などについての相談 

・9：00～２１：００（祝日、年末年始除く） 
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○ 福島県（ふくしまけん）では、県内（けんない）にお住（す）まいの外国人住民（が

いこくじんじゅうみん）の方（かた）の新型感染症（しんがたかんせんしょう）への不

安解消（ふあんかいしょう）や生活面（せいかつめん）での助言（じょげん）を行（お

こな）うため、新型感染症（しんがたかんせんしょう）に特化（とっか）した電話（で

んわ）相談窓口（そうだんまどぐち）を開設（かいせつ）しています。 

 最大（さいだい）４者間（しゃかん）の同時通話（どうじつうわ）により保健師（ほ

けんし）が助言（じょげん）などを行（おこな）うとともに、必要（ひつよう）に応（お

う）じて受診（じゅしん）・相談（そうだん）センター等（など）につなぎ通訳支援（つ

うやくしえん）を行（おこな）います。 

 新型（しんがた）コロナウイルスの感染（かんせん）が心配（しんぱい）なときは、

電話（でんわ）してください。お金（かね）はかかりません。秘密（ひみつ）は守（ま

も）ります。 
   

【外国人(がいこくじん)住民(じゅうみん)向(む)け 

新型(しんがた)コロナウイルス相談(そうだん)ホットライン】  

電話番号：０１２０－９９２－８６０ 

受付時間：２４時間(じかん) 

(土日祝(どにちしゅく)含(ふく)む)いつでも受付(うけつけ) 

※保健師（ほけんし）による対応（たいおう）は、平日（へいじつ）の９：００～ 

 １７：００（土日祝日（どにちしゅくじつ）・１２月２９日～１月３日を除（の

ぞ）く） 

 

対応言語：２０言語（げんご）（英語（English）、中国語（中文）、韓国・

朝鮮語（한국·조선어）、タガログ語（Tagalog）、ポルトガ

ル語（Português）、ベトナム語（Tiếng Việt）、タイ語

（ภาษาไทย）、ネパール語（नेपाली भाषा）、インドネシア語

（Bahasa Indonesia）、スペイン語（Español）、フランス

語（Français）、ドイツ語（Deutsch）、イタリア語（Italiano）、

ロシア語（Ｐусский язык）、マレー語（Bahasa 

Melayu ） 、 ミ ャ ン マ ー 語 （ြမနမ်ာဘာသာ） 、 ク メ ー ル 語

（��ែខ�រ）、モンゴル語（Монгол хэл）、シンハラ

語（�ංහල භාෂාව）、ヒンディー語（िहंदी） 

       ※初（はじ）めに、お話（はな）ししたい言語（げんご）を 

伝（つた）えてください。 

５ 外国人の方へ 
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○ ＦＲＥＳＣ（外国人在留支援センター）は、外国人の在留に関する様々な相談ができます。外国

人個人に限らず、外国人と関係する個人や企業も相談ができます。 

 ＦＲＥＳＣでは、今回、新型コロナウイルス感染症の影響で困っている外国人のための相談窓口

を設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 新
あたら

しいコロナウイルスの影 響
えいきょう

で困
こま

っている外国人
がいこくじん

のためのＦＲＥＳＣ ヘルプデスク】  

  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には、電話
で ん わ

をかけてく

ださい。 

 

Ｔｅｌ（お金
かね

はかかりません） 

：０１２０－７６－２０２９ 

曜日
よ う び

：月曜日
げ つ よ う び

から金曜日
き ん よ う び

 

（土
ど

、日
にち

、祝 日
しゅくじつ

、１２月
がつ

２９日
にち

から１月
がつ

３日
にち

までは休
やす

み） 

時間
じ か ん

：午前
ご ぜ ん

9時
じ

～午後
ご ご

５時
じ

 

 

ことば：やさしい日本語， English（英語）， 中文（中国語・簡体字／繁

体字）， 코리언（韓国語）， Español（スペイン語），Português

（ポルトガル語）， Tiếng Việt（ベトナム語）， नेपाली भाषा（ネパ

ール語）， ภาษาไทย（タイ語）， Bahasa Indonesia（インドネシ

ア語），Filipino(Tagalog)（フィリピノ（タガログ）語），

ြမနမ်ာဘာသာစကား（ミャンマー語）， ��ែខ�រ（クメール(カンボ

ジア)語）， Монгол（モンゴル語） 

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc01
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○ 出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるため

に、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口（外国人在留総合インフォメーションセ

ンター等）を設置しております。電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応して

おります。   

【外国人在留総合インフォメーションセンター】  

電話番号：０５７０－０１３９０４ 

     （IP、PHS、海外：０３－５７９６－７１１２） 

受付時間：８：３０～１７：１５（土日･祝日を除く） 

対応言語：日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・

ベトナム語・フィリピノ語・ネパール語・インドネシア語・タ

イ語・クメール（カンボジア）語・ミャンマー語・モンゴル語・

フランス語・シンハラ語・ウルドゥ語 

 

 ※このほか、窓口（仙台出入国在留管理局等）やメールでもご利用できます。詳

細は、出入国在留管理庁ウェブサイトをご確認ください。 

（http://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html） 

 

○ 公益財団法人福島県国際交流協会は、外国籍の方から、日常生活での分からないことなど何でも

ご相談をお受けしています。同協会の作成した各言語による説明については、次ページ以降をご覧

ください。  

【外国人のための相談窓口】 

電話番号：０２４－５２４－１３１６ 

 

・日本語(にほんご)、中国語(中文)、英語(English)： 

９：００～１７：１５（火曜日から土曜日） 

・韓国語(한국어)、タガログ語(Tagalog)、ポルトガル語(Português)、 

ベトナム語(Tiếng Việt)： 

１０：００～１４：００（木曜日（第４、５木曜日は要予約）） 

・タイ語(ไทย)、ネパール語(नेपाली)、インドネシア語(Indonesia)、スペイン語

(Español) 、韓 国 語 (한국어) 、 タ ガ ロ グ語 (Tagalog) 、ポ ルト ガ ル 語

(Português)、ベトナム語(Tiếng Việt)、ウクライナ語(українськ

ий)、ロシア語(Русский) 

９：００～１７：１５（火曜日から土曜日(外部通訳サービスによる対応)） 

 

http://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html


43 

 

 



44 

 

 



45 

 

 

  

（１）法律に関する相談窓口 

〇 新型コロナウイルス感染症に関連する法的な悩みごとや困りごとについて、下記

法律相談窓口が開設されています。 

 相談の方法や費用など詳細は、下記相談窓口までお問い合わせください。 

 

相談窓口 電話番号 受付時間 備考 

法テラス福島 0570-078-37０ 9：00～17：00（平日） 
※無料法律相

談は収入・資

産が一定額以

下の方が対象

です。 
法テラスふたば 0570-078-37６ 9：00～17：00（平日） 

福島県 

弁護士会 

福島法律相談センター 024-536-2710 9：00～17：00（平日） 

 

郡山法律相談センター 024-936-4515 9：00～17：00（平日） 

白河法律相談センター 0248-22-3381 9：00～17：00（平日） 

会津若松法律相談センター 0242-27-0264 9：00～17：00（平日） 

いわき法律相談センター 0246-22-1320 9：00～17：00（平日） 

相馬法律相談センター 0244-36-4789 9：00～17：00（平日） 

 

（２）公共料金に関する相談窓口 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響で、下記の公共料金のお支払いにお困りの方の

うち、申出をされ、適用要件を満たす方を対象として、お支払期限の延長等ができ

る場合があります。 

 事業者の定める特別措置の適用対象、内容等の詳細は、下記相談窓口にお問い合

わせください。 

 

相談窓口 電話番号 受付時間等 

東北電力 0120-066-774 ９：00～17：00（平日） 

福島ガス 024-534-2177 ８：３0～17：00（平日） 

東部ガス 
024-932-3333（郡山） ８：３0～17：00（平日） 

0246-25-8226（いわき） ８：３0～17：00（平日） 

若松ガス 0242-28-1420 ８：３0～17：30（平日） 

ＮＴＴ東日本 

0800-333-0111 
９：00～17：00（平日） 

※NTT ファイナンスよりご請求のお客様 

0120-002-992 
８：３0～17：00（平日） 

※NTT 東日本よりご請求のお客様 

６ その他の情報 
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ドコモ 0800-333-0500 ９：00～17：00（平日） 

ソフトバンク 0800-170-4535 10：00～18：00（平日） 

ａｕ 
157     ※au 携帯電話から 

９：００～20：00（年中無休） 
0077-7-111 ※一般電話から 

ＮＨＫ福島放送局 ０２４-５２６-４６２３ 10：00～17：00（平日） 

  （注）水道料金については、お住まいの地域の水道局にお問い合わせください。 
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市町村名 電話番号（代表） 市町村名 電話番号（代表） 

県北地域  会津地域  

福島市 ０２４-５３５-１１１１ 会津若松市 ０２４２-３９-１１１１ 

二本松市 ０２４３-２３-１１１１ 喜多方市 ０２４１-２４-５２１１ 

伊達市 ０２４-５７５-１１１１ 北塩原村 ０２４１-２３-３１１１ 

本宮市 ０２４３-３３-１１１１ 西会津町 ０２４１-４５-２２１１ 

桑折町 ０２４-５８２-２１１１ 磐梯町 ０２４２-７４-１２２１ 

国見町 ０２４-５８５-２１１１ 猪苗代町 ０２４２-６２-２１１１ 

川俣町 ０２４-５６６-２１１１ 会津坂下町 ０２４２-８４-１５０３ 

大玉村 ０２４３-４８-３１３１ 湯川村 ０２４１-２７-８８００ 

県中地域  柳津町 ０２４１-４２-２１１２ 

郡山市 ０２４-９２４-２４９１ 三島町 ０２４１-４８-５５１１ 

須賀川市 ０２４８-７５-１１１１ 金山町 ０２４１-５４-５１１１ 

田村市 ０２４７-８１-２１１１ 昭和村 ０２４１-５７-２１１１ 

鏡石町 ０２４８-６２-２１１１ 会津美里町 ０２４２-５５-１１２２ 

天栄村 ０２４８-８２-２１１１ 南会津地域  

石川町 ０２４７-２６-２１１１ 下郷町 ０２４１-６９-１１２２ 

玉川村 ０２４７-５７-３１０１ 檜枝岐村 ０２４１-７５-２５００ 

平田村 ０２４７-５５-３１１１ 只見町 ０２４１-８２-５２１０ 

浅川町 ０２４７-３６-４１２１ 南会津町 ０２４１-６２-６１００ 

古殿町 ０２４７-５３-３１１１ 相双地域  

三春町 ０２４７-６２-２１１１ 相馬市 ０２４４-３７-２１２０ 

小野町 ０２４７-７２-２１１１ 南相馬市 ０２４４-２２-２１１１ 

県南地域  
新地町 ０２４４-６２-２１１１ 

広野町 ０２４０-２７-２１１１ 

白河市 ０２４８-２２-１１１１ 楢葉町 ０２４０-２５-２１１１ 

西郷村 ０２４８-２５-１１１１ 富岡町 ０２４０-２２-２１１１ 

泉崎村 ０２４８-５３-２１１１ 川内村 ０２４０-３８-２１１１ 

中島村 ０２４８-５２-２１１１ 大熊町 ０２４０-２３-７５６９ 

矢吹町 ０２４８-４２-２１１１ 双葉町 ０２４０-３３-２１１１ 

棚倉町 ０２４７-３３-２１１１ 浪江町 ０２４０-３４-２１１１ 

矢祭町 ０２４７-４６-３１３１ 葛尾村 ０２４０-２９-２１１１ 

塙町 ０２４７-４３-２１１１ 飯舘村 ０２４４-４２-１６１１ 

鮫川村 ０２４７-４９-３１１１ いわき市 ０２４６-２２-１１１１ 

 

７ 福島県内市町村連絡先一覧 

 




