
mailto:corona-2020@mhlw.go.jp
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html


https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/covid19/vaccine.html








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


https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/samout/faq.html
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/general/faq.html


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




https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage%2010231.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00007.html


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
mailto:メール%20sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp


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
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html


https://www.jizokuka-kyufu.go.jp/
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html










mailto:メールアドレス%20tokubetsusien@ehime-iinet.or.jp
https://www.ehime-iinet.or.jp/
https://www.pref.ehime.jp/h30300/keieishien/20200228coronavirus.html


https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html


https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html
https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm


https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/seido/index.html
https://www.jasso.go.jp/faq/shogakukin/taiyo/t05/index.html


https://www.kojinbango-card.go.jp/
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_card_apply.pdf
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国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度、介護保険 

 

新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止（廃業）または休止の

届け出を行っている方など、一定程度収入が下がった方々等に対しては、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。 

一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、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が適用できる場合
．．．．．．．

があります。 

 

    国民年金については、年金事務所にお問い合わせください。 

    ● 新居浜年金事務所  ０８９７－３５－１３００ 

   ● 今治年金事務所   ０８９８－３２－６１４１ 

● 松山東年金事務所  ０８９－９４６－２１４６ 

● 松山西年金事務所   ０８９－９２５－５１０５ 

● 宇和島年金事務所  ０８９５－２２－５４４０ 

 

    国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険については、お住まいの市町の担当課にお

問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税等 

令和４年分所得税の確定申告期間は、令和５年２月１６日～３月１５日です。 

（確定申告会場への来場者の削減・分散を図るため、e-Tax利用の推進や入場時間を指定

した入場整理券を発行（LINEを通じたオンライン事前発行も可能）しています。） 

 

その他の手続き 

申告・納付等が困難な、やむを得ない理由がある場合には、税務署へ申請することにより 

期間の延長が可能。不明な点は、お近くの税務署へ問い合わせを。 

 

【問い合わせ】 

●高松国税局  ０８７－８３１－３１１１ 

●お近くの税務署 

7 確定申告期限の延長について 
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税務署名 管轄地域 電話番号 

松山税務署 松山市、伊予市、東温市、上浮穴郡、伊予郡 089-941-9121 

今治税務署 今治市 越智郡 0897-32-6100 

宇和島税務署 宇和島市 北宇和郡 南宇和郡 0895-22-4511 

八幡浜税務署 八幡浜市 西予市 西宇和郡 0894-22-0800 

新居浜税務署 新居浜市 0897-33-4145 

伊予西条税務署 西条市 0897-56-3290 

大洲税務署 大洲市、喜多郡 0893-24-3115 

伊予三島税務署 四国中央市 0896-24-5410 

・電話は自動音声でご案内します。（平日８:30～17:00） 

 

○国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm 

 

 

 

 

 

 

国税（所得税・相続税・贈与税・消費税・法人税など） 

 

○国税庁「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 

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

  ●国税局猶予相談センター 

        高松国税局 ０１２０－９４８－５０７（平日8:30～17:00） 

●管内税務署 

税務署名 管轄地域 電話番号 

松山税務署 松山市、伊予市、東温市、上浮穴郡、伊予郡 089-941-9121 

今治税務署 今治市 越智郡 0897-32-6100 

宇和島税務署 宇和島市 北宇和郡 南宇和郡 0895-22-4511 

八幡浜税務署 八幡浜市 西予市 西宇和郡 0894-22-0800 

新居浜税務署 新居浜市 0897-33-4145 

伊予西条税務署 西条市 0897-56-3290 

大洲税務署 大洲市、喜多郡 0893-24-3115 

伊予三島税務署 四国中央市 0896-24-5410 

 

 

8 税金の支払いについて（納税が困難な場合） 

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


https://www.pref.ehime.jp/h10500/kojinjigyo/kojin_kigenencho.html


https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html
http://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html


https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/000264163.pdf


mailto:roudoui@pref.ehime.lg.jp
https://e-soudan.org/mail.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
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融資・返済について 

 

●日本政策金融公庫松山支店  （国民生活事業） 089-941-6148 

   （平日9:00～17:00）      （中小企業事業） 089-943-1231 

                 （農林水産事業） 089-933-3371 

●商工組合中央金庫松山支店        089-921-9151（平日9:00～15:00） 

            融資相談コールセンター 0120-542-711 

 

●愛媛県信用保証協会（平日9:00～17:30、土日祝17:00まで） 

業務統括部企業支援課 089-931-2114 

松山事業部 089-931-2118 

新居浜支所 0897-33-8282 

今治支所 0898-23-0170 

八幡浜支所 0894-22-2003 

宇和島支所 0895-22-6556 

 

○経産省「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」６月２５日時点版 

（資金繰り、設備投資・販路開拓、経営環境の整備） 

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

 

農業者・食品事業者向け 

 

●中国四国農政局（企画調整室） ０８６－２２４－９４００（平日9:00～17:00） 

 

○農水省「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者への支

援策」  https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support_maff.html 

 

●農林漁業者向け金融支援相談窓口 

愛媛県 農林水産部 農業経済課 089-912-2528（平日8:30～17:15） 

           林業政策課 089-912-2527 

                   漁政課   089-912-2605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/toi/index.html
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の内容が明らかであれば、事業主は措置を講じる必要がある。 

（※ほとんどの母子健康手帳に記載あり。厚労省ＨＰでもダウンロードできる） 

 

【問い合わせ・ご相談】 

●愛媛労働局 雇用環境・均等室 ０８９－９３５－５２０８（平日9:00～17:00） 

 ○厚労省「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ついて」 

https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000628246.pdf 

   

 

●愛媛県・松山市新型コロナウイルス一般相談窓口 ０８９－９０９－３６４８（２４時間） 

●松山市すくすく・サポート ０８９－９４８－６３４３（平日8:30～17:00） 

 

〇日本産婦人科感染症学会「新型コロナウイルス感染症について 妊娠中ならびに妊娠を希望

される方へ」http://jsidog.kenkyuukai.jp/images/sys/information/20200417135607-

5C703F9C0CA9DB9A8C3961448B15CD98C6EFEAFFC436E4CAE66288EFA6622451.pdf 

 

 

 

 

 

  

  被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、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。 

  手続方法や支給要件などの詳細については、加入している健康保険の保険者へ。 

  

 ●協会けんぽの場合：協会けんぽ愛媛支部  089-947-2100 

  ●国民健康保険  ：お住まいの市町担当課 

  （※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もあるので、お問い合わせください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 傷病手当金の支給について 

https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000628246.pdf
http://jsidog.kenkyuukai.jp/images/sys/information/20200417135607-5C703F9C0CA9DB9A8C3961448B15CD98C6EFEAFFC436E4CAE66288EFA6622451.pdf
http://jsidog.kenkyuukai.jp/images/sys/information/20200417135607-5C703F9C0CA9DB9A8C3961448B15CD98C6EFEAFFC436E4CAE66288EFA6622451.pdf


https://www.jr-shikoku.co.jp/02_information/06_modoshi/


https://www.yonden.co.jp/assets/pdf/publish/page_14/special_measures.pdf
https://www.shikoku-gas.co.jp/company/info/20200728.pdf
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html


https://www.mhlw.go.jp/content/000618136.pdf


https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
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●消費者ホットライン １８８ （近くの消費生活センターにつながる） 

 

●愛媛県消費生活センター ０８９－９２５－３７００（平日 9:00～19:00） 

※来所相談：感染拡大防止対策を講じた上で、５月１１日より予約制により再開。ただ

し①発熱、咳、下痢など体調不良の方、②海外や感染拡大地域から来県・帰県して２週

間以内の方は、電話・手紙・FAX・メールでの利用を呼びかけている。 

 

〒791-8014 松山市山越町４５０番地（県男女共同参画センター１階） 

FAX 089-946-5539、メール seikatu-center@pref.ehime.lg.jp（件名を「相談」とする） 

 

●新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン（国民生活センター） 

０１２０－２１３－１８８（10:00～16:00、土日祝含む） 

０３－３４４６－１６２３（16:00～18:00、土日祝含む） 

 

 

 

 

 

 

 

＜子育て相談（全般）＞ 

●県東予子ども・女性支援センター ０８９７－４３－３０００ 

●県福祉総合支援センター     ０８９－９２２－５０４０ 

●県南予子ども・女性支援センター ０８９５－２２－１２４５ 

●県総合教育センター教育相談室    ０８９－９６３－３９８６（平日8:30～17:15） 

●松山市子ども総合相談センター  （8:30～21:00、土日祝は17:00まで） 

  子ども総合相談（築山）０８９－９４３－３２００、FAX０８９－９４３－３０７０ 

 ●児童相談所虐待対応ダイヤル １８９（２４時間、最寄りの児童相談所につながる） 

 

＜療育等の相談＞・ 

●県立子ども療育センター     ０８９－９５５－５５３３、FAX089-955-5541 

●県発達障がい者支援センター   ０８９－９５５－５５３２、FAX089-955-5547 

●県視聴覚福祉センター      ０８９－９２３－９０９３、FAX089-923-9224 

 

＜ひとり親家庭など＞ 

●県母子寡婦福祉連合会      ０８９－９０７－３２００（平日9:00～17:00） 

 

 

20 消費者トラブルについての相談は 

21 子育て相談・子どもからの悩み相談は 

 

mailto:seikatu-center@pref.ehime.lg.jp?subject=%E7%9B%B8%E8%AB%87


https://childline.or.jp/chat
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html


https://form.soudanplus.jp/mail
https://form.soudanplus.jp/ja
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/pdf/dv_soudan_plus.pdf


mailto:jinkentaisaku@pref.ehime.lg.jp
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
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「特別定額給付金」について、市町や総務省、県などが、電話やメールで問い合わせること 

はありません。不審な場合は、下記窓口にご相談ください。 

 

 

●警察相談専用電話 ＃９１１０ 

 または０８９－９３１－９１１０ 

 

●消費生活相談専用電話 １８８ 

 または０８９－９２５－３７００ 

 

●新型コロナウイルス給付金関連 

消費者ホットライン（国民生活センター） 

０１２０－２１３－１８８ 

（10:00～16:00、土日祝含む） 

０３－３４４６－１６２３ 

（16:00～18:00、土日祝含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 給付金詐欺などについて 

(注）愛媛県ホームページより引用
https://www.pref.ehime.jp/h10800/tokubetsuteigaku_kyuhu/documents/tirashi20200501.pdf 

 

 

 

https://www.pref.ehime.jp/h10800/tokubetsuteigaku_kyuhu/documents/tirashi20200501.pdf


mailto:sodan@epic.or.jp
http://www.moj.go.jp/content/001320712.pdf
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html
https://www.otit.go.jp/notebook/
https://www.mext.go.jp/content/20200527_mxt_gakushi_01_000007490_01.pdf


https://corona-support.mhlw.go.jp/asset/pdf/jukyokakuhokyufukin/lang/english.pdf


http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00052.html
http://www.epic.or.jp/news_and_topics/?p=2362
https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_en.html
https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_zh.html


https://www.mhlw.go.jp/content/000621247.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_shien.html
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_index.html
https://corona.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/cloth_mask_qa_.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000621951.pdf

