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山口行政監視行政相談センター 
山口市中河原町 6-16 

山口地方合同庁舎１号館２階 

電話：083-933-1503 

FAX：083-922-1593 

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） 

＜山口県版＞ 

 
総務省山口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、いろいろなお問合せやご相談を受け付けています。  
皆様への生活支援に関する窓口等の情報を提供しますので、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：０８３－９３２－１１００（要通話料） 
 

● 来所による相談受付：平日８：３０～１７：１５ 

    住所：山口市中河原町６-16 山口地方合同庁舎１号館２階 

     きくみみ山口（山口行政監視行政相談センター） 
 

● インターネットによる相談受付 
   ＵＲＬ：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html 

 

● ＦＡＸによる相談受付             
ＦＡＸ：０８３－９２２－１５９３ 

 
※ 総務省行政相談センターきくみみ山口では、新型コロナウイルス                
感染症の感染防止措置を講じた上で、来所によるご相談の受付を 
行っています。 
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◆ 山口県は、今後のインフルエンザ流行期において、新型コロナウイルス感染
症との判別が難しい、発熱等の症状を訴える方が大幅に増えることが予想され
るため、かかりつけ医等の身近な医療機関で相談・診察・検査を実施する体制
を整備しました。 
少なくとも以下のいずれかに該当する場合、まずは、かかりつけ医に電話で

ご相談ください。かかりつけ医のない方や相談する医療機関に迷う方は、山口
県受診・相談センター又は最寄りの受診相談窓口へご連絡ください。 

・ 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の症状がある
場合 
※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患等）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などを用いている方 

・ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合（症状が４日
以上続く場合は必ず相談してください。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。） 

＜問合せ先＞・ かかりつけ医等の身近な医療機関 

・ 山口県受診・相談センター（毎日24時間対応） 
   TEL：＃7700 ※IP電話からは083-902-2510 
※ 聴覚に障害のある方など、電話でのご相談が難しい方 

FAX：083-902-2568（毎日24時間受付） 

・ 最寄りの受診相談窓口（別紙１（Ｐ23）参照） 
 

 
 

 
◆ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口を設置しています。 
 【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 

＜問合せ先＞厚生労働省の電話相談窓口 
       TEL：0120-565653（タイ語は9:00～18:00、ベトナム語は 

10:00～19:00、その他の言語は9:00～21:00※休日も実施） 
        ※ 聴覚に障害のある方など、電話でのご相談が難しい方 

FAX：03-3595-2756 
メール：corona-2020@mhlw.go.jp 
 
 

 1 新型コロナウイルス感染の疑いがある場合 

 2 一般的な相談 
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◆ 山口県は、新型コロナウイルス感染症に関する症状や感染予防、検査方法な
どの様々な相談に対して、直通で毎日24時間、専従スタッフによる適切な助言
や情報提供が受けられる専用相談ダイヤルを設置しています。 

＜問合せ先＞山口県受診・相談センター（毎日24時間対応） 
      TEL：＃7700 ※IP電話からは083-902-2510 

※ 聴覚に障害のある方など、電話でのご相談が難しい方 
FAX：083-902-2568（毎日24時間受付） 
 

◆ 山口県は、新型コロナウイルスの感染が確認された妊産婦に対して、母子の
健康や育児に関する助言指導など、保健師等による妊産婦に寄り添った相談支
援を実施しています。 

＜問合せ先＞新型コロナウイルスに関する妊産婦相談窓口 
       TEL：083-933-2947（平日8:30～17:15） 
 

 
 

 
◆ 山口県精神保健福祉センターは、コロナのことが不安で眠れないといったお
悩みの相談を受け付けています。 

＜問合せ先＞心の健康電話相談 
       TEL：083-901-1556（平日9:00～11:30、13:00～16:30） 

 
◆ 一般社団法人社会的包摂サポートセンターは、どんな人のどんな悩みにも寄
り添って、一緒に解決する方法を探します。 

＜問合せ先＞よりそいホットライン（毎日24時間対応） 
      TEL：0120-279-338 ※ IP電話からは050-3655-0279 

※ 聴覚に障害のある方など、電話でのご相談が難しい方 
FAX：03-3868-3811 
 

◆ 一般社団法人日本いのちの電話連盟は、コロナ禍の中で様々な困難や苦悩に
あって、おひとりで苦しんでおられる方からの相談を受け付けています。 

＜問合せ先＞いのちの電話 
TEL：0120-783-556（毎日16:00～21:00） 
      ※ IP電話からは03-6634-7830 

 0570-783-556（毎日10:00～22:00） 
 ※ IP電話からは03-6634-2556 

 
 
 
 
 

 3 心の健康に関する相談 
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【山口労働局の相談窓口】 

◆ 特別労働相談窓口 
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

受け付けています。 

 ＜問合せ先＞・ 山口労働局雇用環境・均等室内総合労働相談コーナー 
         TEL：083-995-0398（平日8:30～17:15） 

       ・ 最寄りの労働基準監督署総合労働相談コーナー及び 
ハローワーク（別紙２（Ｐ24）参照） 
 

◆ 派遣労働者の相談窓口 
 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、派遣先から予期せぬ労働者派遣契約
の解除などが行われ、労働契約も解除されてしまった場合など、派遣労働者か
らの相談を受け付けています。 

＜問合せ先＞山口労働局職業安定部需給調整事業室 
      TEL：083-995-0385（平日8:30～17:15） 
 
◆ 新卒者内定取消等特別相談窓口 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、内定取消等にあった学生等か
らの相談を受け付けています。 

＜問合せ先＞・ 山口新卒応援ハローワーク 
TEL：083-973-8080（平日8:30～19:00、土曜日8:30～17:00） 

              ・ ハローワークプラザ下関「新卒応援コーナー」 
TEL：083-231-8189（月･水･金曜日10:00～17:15、 
火･木曜日10:00～19:00、第2･第4土曜日10:00～17:00） 
 

【雇用保険求職者給付】 
◆ 令和２年２月25日以降に、新型コロナウイルスの影響により自己都合離職さ
れた方は、正当な理由のある自己都合離職として、雇用保険求職者給付の給付
制限を受けません。既に給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されない
特例措置があります。 

  また、令和２年５月１日以降に、新型コロナウイルス感染症の感染予防を理
由として、やむを得ず離職した方は「特定受給資格者」とし、基本手当の所定
給付日数が手厚くなる場合があります。 

 
◆ 雇用保険の受給期間は、離職日の翌日から起算して原則１年間ですが、新型
コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、ハローワークへの来所を控える場
合や感染している疑いのある症状がある場合、新型コロナウイルス感染症の影
響で子の養育が必要となった場合は、受給期間を延長することができます。 

 ４ 解雇・休業・内定取消等 
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＜問合せ先＞・ 山口労働局職業安定部職業安定課 
        TEL：083-995-0382（平日8:30～17:15） 

       ・ 管轄のハローワーク（別紙２（Ｐ24）参照） 
 
【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中小企業の労働者のうち、休業中に賃金（休業手当）を
受けることができなかった方に対し、当該労働者の申請（事業主経由の申請も
可能）により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金･給付金を支給します。 

  詳細は、次のホームページをご確認ください。 
 ○ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金（厚生労働省） 

    https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 
【申請方法】郵送又はオンライン 
（郵送先）  〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 
  （オンライン申請ページ） http://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login 
【対象期間】令和２年４月１日から３年２月28日まで 
【申請期限】 
 

 
 

※申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。 

＜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） 
  
【小学校休業等対応支援金】 
◆ 厚生労働省は、小学校や幼稚園等の臨時休業等に伴い、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へ小学校休業
等対応支援金を支給します。 

  詳細は、次のホームページをご確認ください。 
○ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html 
【申請方法】簡易書留等で郵送 
（郵送先） 〒137-8691 新東京郵便局私書箱132号 

       学校等休業助成金・支援金受付センター 
【対象期間】令和２年10月１日から３年３月31日まで 
【申請期限】 
 
 

  

休業した期間 申請期限（郵送の場合は必着） 

令和２年４月～９月 令和２年12月31日 
（※期限後も申請可能となるケースがあります。） 

令和２年10月～12月 令和３年３月31日 

令和３年１月～２月 令和３年５月31日 

仕事ができなかった日 申請期限（必着） 

令和２年10月１日から同年12月31日までの期間分 令和３年３月31日 

令和３年１月１日から同年３月31日までの期間分 令和３年６月30日 
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＜問合せ先＞学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 
       TEL：0120-60-3999（9:00～21:00※休日も実施） 
 
【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した、又は発熱等
の自覚症状があり、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＞ご加入している健康保険の保険者 
（国民健康保険にご加入の方は、お住まいの市町） 

※ 業務によって感染した場合は、労災保険給付の対象となります。 
 

 

 
【生活福祉資金貸付制度】 
◆ 全国社会福祉協議会は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、生活福
祉資金貸付制度による緊急小口資金及び総合支援資金（生活支援費）の特例貸
付を実施しています。 
詳細は、次のホームページをご確認ください。 

○ 生活支援特設ホームページ https://corona-support.mhlw.go.jp/ 

 ＜問合せ先＞・ 山口県社会福祉協議会 
         TEL：083-924-2813（平日8:30～17:15） 

・ お住まいの市町社会福祉協議会（別紙３（Ｐ25）参照） 

       ・ 個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター 
         TEL：0120-46-1999（9:00～21:00※休日も実施） 

※ 聴覚に障害のある方など、電話でのご相談が難しい方 
    FAX：0120-81-0336 

 
【ひとり親世帯臨時特別給付金】 
◆ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や
収入の減少を支援するため、収入の少ないひとり親世帯を対象とした臨時特別
給付金（１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円加算。収入減の場合は１
世帯５万円を追加給付）事業を実施します。 

  詳細は、次のホームページをご確認ください。 
 ○ ひとり親世帯臨時特別給付金（厚生労働省） 

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

＜問合せ先＞ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター 
       TEL：0120-400-903（平日9:00～18:00） 

※ 聴覚に障害のある方など、電話でのご相談が難しい方 
FAX：03-6740-2297 

※ 申請方法等は、お住まいの市町にお問い合わせください。 

 ５ 生活資金 
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【住居確保給付金】 
◆ 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。厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響等に
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の対象としています。 

  詳細は、次のホームページをご確認ください。 
○ 生活支援特設ホームページ https://corona-support.mhlw.go.jp/ 

 ＜問合せ先＞・ お近くの自立相談支援機関（別紙４（Ｐ26）参照） 

・ 住居確保給付金相談コールセンター 
        TEL：0120-23-5572（9:00～21:00※休日も実施） 

※ 聴覚に障害のある方など、電話でのご相談が難しい方 
FAX：0120-71-0133 
 

【住宅ローン】 
◆ 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、住宅ロー
ンの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、また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、①新型コロナウイルス感染症の影響による休業及び失業等で、
山口県社会福祉協議会から緊急小口資金若しくは総合支援資金の貸付を受け
ている又は受けようとしている方、②新型コロナウイルス感染症の影響により、
一時的に電気料金の支払いが困難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） 

 
【ガス料金】 
◆ ガス料金の支払いが困難な方は、ご契約されている事業者にお問い合わせく
ださい。 

 ＜問合せ先＞契約事業者の担当窓口 
 

 ６ 住 ま い 

 ７ 公共料金 
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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に
お問い合わせください。 

＜問合せ先＞お住まいの地域の水道局 
 
【ＮＨＫ受信料】 
◆ ＮＨＫは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた方からの受
信料のお支払いに関する相談窓口を設置しています。 

  また、持続化給付金受給事業者を対象とした受信料免除や事業所割引・多数
一括割引の取扱いに関する特例措置を実施しています。 

＜問合せ先＞NHK山口放送局（営業） 
TEL：083-921-3711（平日10:00～17:00） 
 
 

 
◆ 警察庁は、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
の更新手続を受けることができない又はできなかった方に対し、以下のとおり
対応しています。 
① 令和３年３月31日までに更新期限が到来する場合 

更新期限の前に、更新手続開始申請書を運転免許センター等に提出（郵送
も可）することで、更新期間が３か月間延長されます。 
※ 既に更新期限を延長した方であっても、延長後の更新期限がこの期間中 
にある方は、再度延長を行うことができます。 

② 更新期限までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた場合 
運転免許の失効から最長３年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息か

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。 

  詳細は、次のホームページをご確認ください。 
○ 新型コロナウイルス感染症を理由とする免許証の有効期間の延長措置（山口県警察） 

https://www.police.pref.yamaguchi.lg.jp/contents/page_d004_000079.html 

＜問合せ先＞山口県総合交通センター 
TEL：083-973-2900（平日及び日曜日8:30～16:30） 
 

 

 

 

 

 

 ８ 運転免許証 
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【国税】 
◆ 国税庁は、令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税につい
て、感染拡大により、外出を控えるなどして期限内に申告することが困難な場
合は、令和２年４月17日以降であっても確定申告書を受け付けます。 

  また、令和２年分確定申告については、確定申告会場の混雑緩和を図るため、
会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要とな
ります。詳細は、次のホームページをご確認ください。 
○ 令和２年分確定申告特集（国税庁） 

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

＜問合せ先＞所轄の税務署（別紙５（Ｐ27）参照） 
 

◆ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少が
あり、国税を一時に納付することが困難な場合は、所轄の税務署へ申請するこ
とにより、納税の猶予の特例（特例猶予）を受けることができます。特例猶予
が認められた場合は、国税の納付が納期限から１年間猶予され、その間の延滞
金は全額免除されます。 

 ＜問合せ先＞広島国税局 国税局猶予相談センター 
TEL：0120-683-754（平日8:30～17:00） 

※ 国税局猶予相談センターでは、相談のみを受け付けており、猶予申請書等
の提出は受け付けていませんので、猶予申請書等は所轄の税務署（別紙５
（P27）参照）へご提出ください。 

 
【地方税】 
◆ 総務省は、地方税（自動車税や個人住民税等）における申告期限・納付期限
の延長について、各都道府県・市区町村に対して適切に運用するよう求めてい
ます。 

 
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少が
あり、地方税を一時に納付し、又は納入を行うことが困難な場合は、地方税の
徴収の猶予の特例を受けることができます。 

＜問合せ先＞県税事務所、お住まいの市町 
 

◆ 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規
模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和３年度
の固定資産税及び都市計画税を減免します。 

 ＜問合せ先＞中小企業固定資産税等の軽減相談窓口 
TEL：0570-077322（平日9:30～17:00） 
  
 

 ９ 税 金 

- 8 -

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


 
 
◆ 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の影響に伴う諸情勢に鑑み、当分の間、「正当な理
由」があったとみなす旨各市区町村に通知しています。詳細は、お住まいの
市町にお問い合わせください。 

  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もできます。 

 ＜問合せ先＞お住まいの（又は住んでいた）市町 
 
 
 

【日本年金機構等の対応】 

◆ 障害年金等 
障害状態確認届（診断書）の提出期限が令和２年２月末から３年２月末まで

の方は、提出期限が１年間延長されます。 
 また、提出期限が令和２年７月から３年２月までの方には、今年は障害状態
確認届（診断書）が送付されず、来年以降、改めて送付されます。 
なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、追って個別にお知らせ

文書が送付される予定です。 

※ 特別障害給付金の受給資格者も対象となります。 
＜問合せ先＞・ ねんきんダイヤル（月曜日８:30～19:00、火～金曜日 

８:30～17:15、第２土曜日９:30～16:00） 
TEL：0570-05-1165 ※IP電話からは03-6700-1165 

・ 最寄りの年金事務所（別紙６（Ｐ28）参照） 
 
◆ 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、収入源となる業務の喪失や売り上
げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として
本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続により、国民年金保険料免除の手続
が可能です。 
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申

告の所得見込額を用いた簡易な手続により、学生納付特例申請が可能です。 

＜問合せ先＞・ ねんきん加入者ダイヤル（平日８:30～19:00、第２土曜日９:30～16:00） 
TEL：0570-003-004 ※IP電話からは03-6630-2525 

・ 最寄りの年金事務所（別紙６（Ｐ28）参照）又はお住まいの 
市町国民年金担当課 
 

 11 年金・社会保険料等 

 10 住民票の転出・転入届 
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◆ 厚生年金保険料 
 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少が
あり、一時に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主の方は、
管轄の年金事務所へ申請することにより、厚生年金保険料等の納付の猶予（特
例）を受けることができます。納付の猶予（特例）が認められた場合は、厚生
年金保険料等の納付が納期限から１年間猶予され、その間の延滞金は全額免除
となります。 

＜問合せ先＞・ 管轄の年金事務所（別紙６（Ｐ28）参照） 

・ 厚生年金保険料納付猶予相談窓口（平日8:30～17:15） 
TEL：0570-666-228 ※IP電話ではご利用いただけません。 

 
◆ 国民健康保険料（税）等 

 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。 

＜問合せ先＞お住まいの市町各担当課（国民健康保険組合にご加入の方は、加
入されている組合） 

 
【労働保険料】 
◆ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入
に相当の減少があり、一時に労働保険料等を納付することが困難となった事
業主の方は、山口労働局へ申請することにより、労働保険料等の納付の猶予
（特例）を受けることができます。納付の猶予（特例）が認められた場合
は、労働保険料等の納付が納期限から１年間猶予され、その間の延滞金は全
額免除となります。 

＜問合せ先＞山口労働局総務部労働保険徴収室 
TEL：083-995-0366（平日 8:30～17:15） 

 
 
 

 
◆ 日本学生支援機構は、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し
た方に対し、給付奨学金・貸与奨学金による支援を行っています（大学等に在
学している人が対象）。 
また、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、
減額返還・返還期限猶予を願い出ることができます。 

＜問合せ先＞独立行政法人日本学生支援機構奨学金相談センター 
TEL：0570-666-301（平日9:00～20:00） 
 
 

 12  奨 学 金 
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（参考） 
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・生徒に関係する経済的支援制度を案内しています。 
○ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生等への経済的支援一覧（文部科学省） 

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

 
 

 
【特別労働相談窓口】 
◆ 山口労働局は、特別労働相談窓口を設置し、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ています。（再掲） 

 ＜問合せ先＞・ 山口労働局雇用環境・均等室内総合労働相談コーナー 
         TEL：083-995-0398（平日8:30～17:15） 

・ 最寄りの労働基準監督署総合労働相談コーナー及び 
ハローワーク（別紙２（Ｐ24）参照） 

 
【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
じています。 

    詳細は、次のホームページをご確認ください。 
 ○ 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）（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 

＜問合せ先＞・ 山口労働局職業安定部職業対策課 
TEL：083-995-0383（平日8:30～17:15） 

       ・ 管轄のハローワーク（別紙２（Ｐ24）参照） 

・ 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 
TEL：0120-60-3999（9:00～21:00※休日も実施） 

     
支給申請は、オンラインでも受け付けています。 

○ 雇用調整助成金等オンライン受付システム 
  https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/ 

 
※ 山口労働局は、雇用調整助成金等の申請を支援するため「雇用調整助成金 
等申請支援特別相談窓口」を開設しています。 
新型コロナウイルス感染防止のため、対面相談及び申請の受付は予約制と

なっていますので、事前に電話にて予約をお願いします。 
【相談窓口】山口県労福協会館（山口市緑町３ 中央公園向かい側）２階 

TEL：083-902-1564（平日9:00～17:00） 

 13 休 業 等 
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【両立支援等助成金】 
◆ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有
給の休暇制度（育児・介護休業法上の介護休業及び介護休暇、労働基準法上の
年次有給休暇を除く。）を設け、ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境の
整備に取り組む中小企業事業主を対象に、両立支援等助成金（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）を支給します。 

＜問合せ先＞山口労働局雇用環境・均等室 
      TEL：083-995-0390（平日8:30～17:15） 

 
【母性健康管理措置による休暇取得支援助成金】 
◆ 厚生労働省は、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（労働基準法上の年次有給休暇を除く。）を設け、妊娠
中の女性労働者が休みやすい環境の整備に取り組む事業主を対象に、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支
給します。 

＜問合せ先＞山口労働局雇用環境・均等室 
      TEL：083-995-0390（平日8:30～17:15） 
 

【小学校休業等対応助成金】 
◆ 厚生労働省は、小学校や幼稚園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、有給の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く。）
を取得させた事業主を対象に、小学校休業等対応助成金を支給します。 

  【申請方法】簡易書留等で郵送 
（郵送先） 〒137-8691 新東京郵便局私書箱132号 

学校等休業助成金・支援金受付センター 
【対象期間】令和２年10月１日から３年３月31日まで 
【申請期限】 
 
 

 

 ＜問合せ先＞学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 
       TEL：0120-60-3999（9:00～21:00※休日も実施） 
 
※ 山口労働局は、小学校休業等対応助成金に関する相談に対応するため「小
学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」を開設しています。  
【相談窓口】山口労働局雇用環境・均等室 

        TEL：083-995-0390（平日8:30～17:15） 
 
 
 

休暇を取得させた日 申請期限（必着） 
令和２年10月１日から同年12月31日までの期間分 令和３年３月31日 

令和３年１月１日から同年３月31日までの期間分 令和３年６月30日 
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【持続化給付金】 
◆ 中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受け
ている事業者に対して持続化給付金を支給します。

  詳細は、次のホームページをご確認ください。 
○ 持続化給付金事務局（令和２年9月1日以降に申請される方）

https://jizokuka-kyufu.go.jp/
○ 持続化給付金事務局（令和２年8月31日以前に申請された方）

https://www.jizokuka-kyufu.jp/index2.html
【申請方法】原則、電子申請 
【延長申込期限】令和３年１月31日 
【書類提出期限】令和３年２月15日 

（必要書類の準備に時間を要するなどの事情で、当初の申請期限である 
１月15日に間に合わなかった方は、1月31日までに書類の提出期限延長を
お申込みください。） 

＜問合せ先＞・ 持続化給付金事業コールセンター 
令和２年9月1日以降に申請される方 
TEL：0120-279-292（8:30～19:00※1/31まで休日も実施） 

※IP電話からは03-6832-6631
※LINEアプリで問い合わせることも可能です。
（スマートフォンからはQRコードをご利用ください。）

令和２年８月31日以前に申請された方 
TEL：0120-115-570（8:30～19:00※土曜日･祝日を除く） 

※IP電話からは03-6831-0613

・ 最寄りの商工会・商工会議所（別紙７（Ｐ29）参照）

※ 電子申請を行うことが困難な方
補助員が電子申請の入力サポートを行う「申請サポート会場（常設）」を開

設しています。申請サポート会場でのサポートが得られにくい地域には、期
間限定で「申請サポートキャラバン隊」が派遣される場合があります。 
いずれの利用にも事前の来訪予約が必要です。 
詳細は、次のホームページをご確認ください。 

○ 申請サポート会場 https://jizokuka-kyufu.go.jp/support/index.html
○ 申請サポートキャラバン隊会場  https://jizokuka-kyufu.go.jp/support/caravan.html
【電話予約窓口】0120-279-292（8:30～19:00※1/31まで休日も実施）

【家賃支援給付金】 
◆ 中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症を契機とした５月の緊急事態宣言
の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃（賃料）の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対
して家賃支援給付金を支給します。

 14 資金繰り 
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詳細は、次のホームページをご確認ください。 
○ 家賃支援給付金ポータルサイト https://yachin-shien.go.jp/ 
【申請方法】原則、電子申請 
【申請期限】令和３年２月15日24時 

（当初の申請期限である１月15日24時までに申請書類の準備が困難であった
ことについて、簡単な理由を添付して申請してください。） 

  ＜問合せ先＞家賃支援給付金コールセンター 
       TEL：0120-653-930（8:30～19:00※土曜日･祝日を除く） 

 
※ 電子申請を行うことが困難な方 

補助員が電子申請の入力サポートを行う「申請サポート会場（常設）」を開
設しています。申請サポート会場でのサポートが得られにくい地域には、期
間限定で「申請サポートキャラバン隊」が派遣される場合があります。 
いずれの利用にも事前の来訪予約が必要です。 
詳細は、次のホームページをご確認ください。 

○ 申請サポート会場 https://yachin-shien.go.jp/support/index.html 
○ 申請サポートキャラバン隊（臨時出張会場） https://yachin-shien.go.jp/caravan/index.html  
【電話予約窓口】0120-150-413（9:00～18:00※休日も実施） 

 
【金融機関の融資等に関する相談窓口】 
◆ 中国財務局は、新型コロナウイルス感染症に関連し、金融機関の窓口の問合
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：0120-99-0028（平日9:00～12:00、13:00～17:00） 

 
◆ 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＞・ 日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル 
          TEL：0120-154-505（平日9:00～17:00） 

・ 日本政策金融公庫各支店（平日9:00～17:00） 
支店 国民生活事業 中小企業事業 農林水産事業 
山口支店 083-922-3660 ― 083-922-2140 
下関支店 083-222-6225 083-223-2251 ― 
岩国支店 0827-22-6265 ― ― 
徳山支店 0834-21-3455 ― ― 

土曜日(9:00～15:00） 0120-112476 0120-327790 0120-926478 
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◆ 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融資や返済に関する相談を受け付けています。 

＜問合せ先＞・ 商工組合中央金庫相談窓口 
TEL：0120-542-711（平日9:00～17:00、土曜日9:00～15:00）  

・ 商工組合中央金庫各支店（平日9:00～17:00） 
 
 
◆ 信用保証協会では、新型コロナウイルス感染症による影響をはじめ、取引先 
の倒産や事業活動の制限、大規模な経済危機等により、経営の安定に支障が生 
じている中小企業・小規模事業者の相談を受け付けています。 

＜問合せ先＞山口県信用保証協会各店（平日9:00～17:00） 
       
       

                  
 
 
 
（参考） 

   新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件
に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い、自助努力によ
る生活や事業の再建を支援するため「自然災害による被災者の債務整理に関
するガイドライン」の特則ができました（適用開始日：令和2年12月1日）。 

   この特則では、住宅ローンに加え、カードローン等その他の債務を抱える
個人・個人事業主が、一定の要件を満たす場合に、住宅を手放すことなく、
住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出ることができます。 

   最も多額のローンを借りている金融機関等にお問い合わせください。 
 
 
 

 
◆ テレワーク相談センター（厚生労働省委託事業）は、企業の在宅勤務等テレ
ワーク導入についての疑問・助成金申請手続に関する相談を受け付けています。 
○ テレワーク相談センター https://www.tw-sodan.jp/ 

 ＜問合せ先＞テレワーク相談センター 
TEL：0570-550348（平日9:00～17:00） 
 

 （参考） 
総務省及び厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対策に対応するテレ

ワーク関連施策情報を発信しています。 
○ 新型コロナウイルス感染症対策としてのテレワークの積極的な活用について（総務省） 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/02ryutsu02_04000341.html  

○ テレワーク総合ポータルサイト（厚生労働省） https://telework.mhlw.go.jp/ 

下関支店 083-223-1151 周南支店 0834-21-4141 

本店 083-921-3090 萩支店 0838-25-2010 
山口営業店 083-921-3091 柳井支店 0820-22-0560 
下関支店 083-223-6231 岩国支店 0827-21-5125 
周南支店 0834-31-5060 宇部支店 0836-21-7361 

 15 テレワークの導入 
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【各業種の事業者向け相談窓口】 
◆ 国の行政機関は、別紙８（Ｐ30）のとおり、各業種の事業者向け相談窓口を
設置しています。 

 
【中小企業・小規模事業者向け相談窓口】 
◆ 下請取引の適正化を推進することを目的として、中小企業庁が全国に設置し
ている「下請かけこみ寺」では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、取
引でお困りの中小企業・小規模事業者からの相談を受け付けています。 

＜問合せ先＞下請かけこみ寺（平日9:00～12:00、13:00～17:00） 
       TEL：0120-418-618（お近くの相談窓口に接続されます） 
 
◆ 経営上のあらゆる相談に対応するため、中小企業基盤整備機構が全国に設置
している「よろず支援拠点」では、新型コロナウイルス感染症の流行により影
響を受けている中小企業・小規模事業者からの相談を受け付けています。 

＜問合せ先＞山口県よろず支援拠点 
       TEL：083-902-5959（平日9:30～17:00、土曜日9:00～12:00） 

 
（参考） 

中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている中小企
業・小規模事業者向けに、補助金・支援制度を案内しています。 
○ 新型コロナウイルス感染拡大 あなたに合った支援（ミラサポplus） 

https://mirasapo-plus.go.jp/covid-19/ 
 
 
 

 
【Go To トラベル事業】 
◆ 観光庁は、給付金による多種多様な旅行・宿泊商品の割引と、旅行先の土
産物店、飲食店、観光施設、交通機関などで幅広く利用できる地域共通クー
ポンの発行により、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で失われた観光客
の流れを取り戻し、観光地全体の消費を促すことで、地域経済に波及効果を
もたらすことを目的とした Go To トラベル事業を実施しています。 

  なお、再び新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を踏まえ、全国
一律に新規予約・既存予約を問わず、令和３年 1月 11日まで本事業の適用 
を一時停止していましたが、この度の緊急事態宣言の発令に伴い、一時停止 
の期限を同年２月７日まで延長します。 

    詳細は、次のホームページをご確認ください。 
○ Go Toトラベル事務局（旅行者向け） https://goto.jata-net.or.jp/ 
○ Go Toトラベル事務局（事業者向け） https://biz.goto.jata-net.or.jp/ 
 

 16 事業者向け相談窓口 

 17 Go To キャンペーン 
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 ＜問合せ先＞・ Go Toトラベル事務局旅行者向けコールセンター 
TEL：0570-002-442（10:00～19:00※休日も実施） 

  ※IP電話からは 03-6636-9457 

  ・ Go Toトラベル事務局事業者向けコールセンター 
          TEL：0570-017-345（10:00～19:00※休日も実施） 

※IP電話からは 03-6747-3986 
        
【Go To Eatキャンペーン事業】 
◆ 農林水産省は、飲食業の需要を喚起し、食材を供給する農林漁業者を応援す
るため、地域の飲食店で使えるプレミアム付食事券の発行（各都道府県等の単
位）及びオンライン飲食予約の利用によるポイント付与を行う Go To Eatキャ
ンペーン事業を実施しています。（※このうち、ポイントを付与する事業については予
算に達したため、各サイトにおいて、ポイント付与対象となる予約の受付は終了しています。） 

  なお、食事券の新規発行の一時停止、既に発行された食事券やオンライン飲
食予約サイトで付与されたポイントの利用自粛をお願いしている地域があり
ます。詳細は、次のホームページをご確認ください。 
○  Go To Eatキャンペーン https://gotoeat.maff.go.jp/ 

＜問合せ先＞・ Go To Eatキャンペーンコールセンター 
TEL：0570-029-200（10:00～17:00※休日も実施） 

              ※IP電話からは 050-3734-1523 

・ やまぐち Go To Eat キャンペーン実行委員会 
TEL：083-902-2114（平日 9:30～17:30） 

 
【Go To イベント事業】 
◆ 経済産業省は、チケットの割引・クーポンの付与により、新型コロナウイル
ス感染症拡大によって甚大な影響を受けている文化芸術やスポーツに関する
イベントの需要喚起を目的とした Go To イベント事業を実施しています。 

  なお、再び新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を踏まえ、全国一
律にフィジカルに開催されるイベントについて、令和 3年 1月 11日まで本事
業対象チケットの新規販売を一時停止していましたが、この度の緊急事態宣言
の発令に伴い、一時停止の期限を同年２月７日まで延長します。 

  詳細は、次のホームページをご確認ください。 
○ Go To イベント事務局 https://gotoevent.go.jp/ 

＜問合せ先＞・ Go To イベント事業お客様専用窓口 
TEL：0570-010-855（平日 8:30～19:00、土日祝日 10:00～19:00） 
    ※IP電話からは 03-6730-9454 

            ・ Go To イベント事業主催者専用窓口 
        TEL：0570-005-272（平日 8:30～19:00、土日祝日 10:00～19:00） 
                   ※IP電話からは 03-6704-4105 
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      ・ Go To イベント事業チケット販売事業者等専用窓口  
TEL：03-6384-5206（平日 10:00～17:00） 
 

【Go To 商店街事業】 
◆ 経済産業省は、感染拡大防止対策を徹底しながら、商店街がイベント等を
実施することにより、周辺地域で暮らす消費者や生産者等が「地元」や「商
店街」の良さを再認識するきっかけとなる取組を支援する Go To 商店街事業
を実施しています。 

  なお、再び新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を踏まえ、全国
一律に令和 3年 1月 11日まで集客を伴う商店街イベント等を一時停止して
いましたが、この度の緊急事態宣言の発令に伴い、一時停止の期限を同年２
月７日まで延長します。 
 詳細は、次のホームページをご確認ください。 
○ Go To商店街事務局（消費者向け） https://goto.meti.go.jp/index.html 
○ Go To商店街事務局（事業者向け） https://gotoentry.meti.go.jp/ 

＜問合せ先＞Go To 商店街事務局 
TEL：0120-304-060（平日 10:00～18:00） 
 
 

 
◆ 厚生労働省は、対象期間に、医療機関、社会福祉施設等で通算10日以上勤務
し、利用者に接する業務に従事した医療従事者や職員に対する慰労金交付事業
を実施します。 

  原則、事業所（医療機関、社会福祉施設等）が対象者（退職者を含む）を特
定し、取りまとめて申請しますが、退職者の方で事業所経由の申請が難しい場
合は、個人申請してください。詳細は、次のホームページをご確認ください。 
○ 新型コロナウイルス感染症関連情報・慰労金・支援金（山口県） 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10000/korona2020/202007200001.html  
【対象期間】令和２年３月３日から２年６月30日まで 

 【申請期限】令和３年２月28日 

＜問合せ先＞山口県健康福祉部各担当課 
対象施設 担当課 電話番号 

病院、診療所、訪問看護ステ
ーション、助産所等 

医務保険課・健康増進課「医療機関
等向け慰労金･支援金相談窓口」 083-933-3250 

介護サービス施設･事業所等 長寿社会課 083-933-2856 

障害福祉サービス施設･事業所等  障害者支援課 083-933-2735 
 
 
 
 

 18 慰 労 金 
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【いじめ等の相談】 
◆ 文部科学省は、新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見などで
悩む子どもや保護者等が、いつでも相談機関に相談できるよう、都道府県及び
指定都市教育委員会が夜間・休日を含めて24時間対応可能な相談ダイヤルを開
設しています。 

＜問合せ先＞24時間子供ＳＯＳダイヤル 
TEL：0120-0-78310（お近くの相談窓口に接続されます） 

 
【児童虐待の相談】 
◆ 厚生労働省は、お住まいの地域の児童相談所につながる児童相談所虐待対応
ダイヤルを開設しています。 

＜問合せ先＞児童相談所虐待対応ダイヤル 
TEL：189（局番なし）（お近くの相談窓口に接続されます） 

 
【人権相談】 
◆ 法務省は、差別や虐待、パワーハラスメント等、様々な人権問題についての
相談ダイヤルを開設しています。 

＜問合せ先＞ 
・ みんなの人権110番 TEL：0570-003-110（平日8:30～17:15） 
・ 子どもの人権110番 TEL：0120-007-110（平日8:30～17:15） 
・ 女性の人権ホットライン TEL：0570-070-810（平日8:30～17:15） 
 

【DV相談】 
◆ 内閣府は、配偶者からの暴力に悩んでいる方のための相談ダイヤルを開設し
ています。また、メールやチャットによる相談も可能です。 

＜問合せ先＞ＤＶ相談＋（プラス） 
T E L：0120-279-889（24時間対応） 

              メール：https://form.soudanplus.jp/mail（24時間対応） 
チャット：https://form.soudanplus.jp/ja (12:00~22:00)  

※ スマートフォンからはQRコードをご利用ください。 
※ チャットでは外国語（10カ国語）での対応も行っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19 不当な差別やいじめ、虐待、ＤＶ 
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【在留手続に関する相談（Information for Immigration Services）】 
◆ 出入国在留管理庁は、外国人の入国手続や在留手続等に関する各種のお問い
合わせに応じるために、「外国人在留総合インフォメーションセンター」を設置
しています。 

 ＜問合せ先＞外国人在留総合インフォメーションセンター 
（Foreign Residents Information Center） 

       TEL：0570-013904（平日8:30～17:15） 
※IP電話、PHS、海外からは03-5796-7112 

 （参考） 
   出入国在留管理庁は、日本に在留する外国人の方々やその支援者の方々に

対して有用な情報を発信しています。 
○ 外国人生活支援ポータルサイト（A Daily Life Support Portal for Foreign Nationals） 

http://www.moj.go.jp/EN/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri10_00001.html 
 

【電話医療相談（Telephone Consultation for Medical Matters）】  
◆ 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） 
  ※ 「帰国者・接触者相談センター」や「帰国者・接触者外来」とは異なる独自の取組です。 

 ＜問合せ先＞AMDA国際医療情報センター（AMDA Medical Information Center） 
      TEL：03-6233-9266（平日10:00～16:00） 
 
【外国人のための人権相談（Human Rights Counseling for Foreigners）】 
◆ 法務省は、日本語を自由に話すことができない方からの人権相談を受け付け
る相談ダイヤルを開設しています。 
【対応言語】英語、中国語、韓国語、フィリピン語、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 

＜問合せ先＞外国語人権相談ダイヤル（Human Rights Hotline） 
       TEL：0570-090-911（平日9:00～17:00） 
 
【外国人旅行者向け相談窓口（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、365日対応） 

 20 外国人向け相談窓口（For Foreign Nationals） 
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【在留外国人向け相談窓口（Consultation Center for Foreign Residents）】 
◆ 山口県国際交流協会は、生活の中で困ったこと、わからないことについて相
談できる外国人のための相談窓口を設置しています。多言語コールセンターの
通訳を介しての相談も可能です。 

  【対応言語】英語、中国語、タガログ語、ベトナム語、やさしい日本語 
（やさしい日本語以外の言語：指定曜日10:00～16:00に対応） 

  【多言語コールセンター（通訳）を介して相談できる言語】 
英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、韓国語、タイ語、ネパール語、 
インドネシア語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、イタリア語、 
ドイツ語、ロシア語、マレー語、ミャンマー語、クメール語、モンゴル語 

 ＜問合せ先＞やまぐち外国人総合相談センター 
（Yamaguchi Multilingual Consultation Center）  

       TEL：083-995-2100（火～土曜日8:30～17:15） 
Skype ID：yiea.soudan1 
 
 

 
◆ 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。不
審に思った場合や、トラブルにあった場合は、消費者ホットラインにご相談く
ださい。 

＜問合せ先＞消費者ホットライン（お近くの相談窓口に接続されます） 
      TEL：188（局番なし） 

 

 

 

 
◆ 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資することを目的と
して、新型コロナウイルス接触確認アプリ（無料アプリ）を開発しました。ア
プリの利用者は、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性が分か
ることで、検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができます。 
アプリのインストール方法や詳しい情報は、次のホームページをご確認くだ

さい。 
○ 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）COVID-19 Contact 

Confirming Application 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 

※ アプリのインストール時と、新型コロナウイルス感染症の陽性者との接触の可能性の通知
を受ける場合等、携帯電話会社の通信網を利用する場合に通信費がかかります。 

※ 氏名・電話番号・メールアドレス等、個人の特定につながる情報の入力を求められること
はありません。 

 

 21 消費者トラブル 

 22 新型コロナウイルス接触確認アプリ 
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◆ 厚生労働省は、国内の新型コロナウイルスの感染者発生状況や、同ウイルス
に関するQ＆A等を公表しています。 

 ○ 新型コロナウイルス感染症について 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html  

（参考） 
新型コロナウイルス感染症に備えて～一人ひとりができる対策を知っておこう～（首相官邸） 
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

 
◆ 山口県内の地方公共団体は、新型コロナウイルスの感染者発生状況等、同感
染症に関する情報を発信しています。（別紙９（Ｐ31）参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23 政府・地方公共団体の情報発信 
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別紙１ 山口県内の受診相談窓口 
 

 
 
 
 
 

市 町 名 相談窓口 電話番号等 

下関市 下関市受診案内窓口 083-242-0134（平日 9:00～17:00） 

宇部市 宇部市保健センター 0836-31-1777（平日 8:30～17:15） 

山口市 山口市受診相談ダイヤル 083-921-2673（平日 8:30～17:15） 

萩市、阿武町 萩・阿武健康ダイヤル 24 0120-506-322（毎日 24時間） 

防府市 防府市保健センター 0835-24-2161（平日 8:15～17:00） 

下松市 下松市健康増進課 0833-41-1234（平日 8:30～17:15） 

岩国市 岩国市保健センター 0827-24-3751（平日 8:30～17:15） 

光市 光市健康増進課 0833-74-3007（平日 8:30～17:15） 

長門市 長門市保健センター 0837-23-1133（平日 8:30～17:15） 

柳井市 柳井市保健センター 0820-23-1190（平日 8:30～17:15） 

美祢市 美祢市健康増進課 0837-53-0304（平日 8:30～17:15） 

周南市 周南市健康づくり推進課 0834-22-8553（平日 8:30～17:15） 

山陽小野田市 山陽小野田市健康増進課 0836-71-1814（平日 8:30～17:15） 

周防大島町 周防大島町健康増進課 0820-73-5504（平日 8:30～17:15） 

和木町 和木町保健相談センター 0827-52-7290（平日 8:30～17:15） 

上関町 上関町保健福祉課健康増進係 0820-65-5113（平日 8:30～17:15） 

田布施町 田布施町保健センター 0820-52-4999（平日 8:30～17:15） 

平生町 平生町保健センター 0820-56-7141（平日 8:30～17:15） 
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別紙２ 山口県内の労働基準監督署及びハローワーク 
 

 

労働基準監督署 管轄地域 電話番号 

山口労働基準監督署 
（総合労働相談コーナー） 

山口市、防府市、美祢市のうち秋芳町・
美東町 083-600-0370 

下関労働基準監督署 
（総合労働相談コーナー） 下関市 083-266-5479 

宇部労働基準監督署 
（総合労働相談コーナー） 

宇部市、美祢市（秋芳町・美東町を除く）、
山陽小野田市 0836-31-4509 

徳山労働基準監督署 
（総合労働相談コーナー） 

周南市（下松労働基準監督署の管轄地域
を除く） 0834-21-1788 

下松労働基準監督署 
（総合労働相談コーナー） 

下松市、光市、柳井市（大畠・神代・遠
崎を除く）、熊毛郡、周南市のうち大字大
河内・大字奥関屋・大字小松原・大字清
尾・大字中村・大字原・大字樋口・大字
八代・大字安田・大字呼坂 

0833-41-1780 

岩国労働基準監督署 
（総合労働相談コーナー） 

岩国市、柳井市大畠・神代・遠崎、大島
郡、玖珂郡 0827-24-1133 

萩労働基準監督署 
（総合労働相談コーナー） 萩市、長門市、阿武郡 0838-22-0750 

ハローワーク 
（公共職業安定所） 管轄地域 電話番号 

ハローワーク山口 山口市（山口市徳地を除く） 083-922-0043 

ハローワーク防府 防府市、山口市徳地 0835-22-3855 

ハローワーク下関 下関市 083-222-4031 

ハローワーク宇部 宇部市、美祢市、山陽小野田市 0836-31-0164 

ハローワーク徳山 
周南市（ハローワーク下松の管轄地域を
除く） 0834-31-1950 

ハローワーク下松 

下松市、光市、周南市のうち大字大河内・
大字奥関屋・大字小松原・大字清尾・大
字中村・大字原・大字樋口・大字八代・
大字安田・大字呼坂 

0833-41-0870 

ハローワーク岩国 岩国市、玖珂郡 0827-21-3281 

ハローワーク柳井 柳井市、大島郡、熊毛郡 0820-22-2661 

ハローワーク萩 萩市、長門市（※）、阿武郡 0838-22-0714 

ハローワーク萩長門分室 長門市（※） 0837-22-8609 

（※）ハローワーク萩長門分室では、特別労働相談窓口及び雇用調整助成金のお問合せ窓口を
設置していません。 
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別紙３ 山口県内の社会福祉協議会 
 

 
 
 

市 町 名 社会福祉協議会名 電話番号 

下関市 下関市社会福祉協議会 083-232-2003 

宇部市 宇部市社会福祉協議会 0836-33-3150 

山口市 山口市社会福祉協議会 083-924-1395 

萩市 萩市社会福祉協議会 0838-22-2289 

防府市 防府市社会福祉協議会 0835-22-3907 

下松市 下松市社会福祉協議会 0833-41-2242 

岩国市 岩国市社会福祉協議会 0827-24-2571 

光市 光市社会福祉協議会 0833-74-3020 

長門市 長門市社会福祉協議会 0837-23-1600 

柳井市 柳井市社会福祉協議会 0820-22-3800 

美祢市 美祢市社会福祉協議会 0837-52-5222 

周南市 周南市社会福祉協議会 0834-31-4742 

山陽小野田市 山陽小野田市社会福祉協議会 0836-38-8348 

周防大島町 周防大島町社会福祉協議会 0820-74-2948 

和木町 和木町社会福祉協議会 0827-52-8644 

上関町 上関町社会福祉協議会 0820-62-0695 

田布施町 田布施町社会福祉協議会 0820-53-1103 

平生町 平生町社会福祉協議会 0820-56-8000 

阿武町 阿武町社会福祉協議会 08388-2-2615 
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別紙４ 山口県内の自立相談支援機関 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市 町 名 自立相談支援機関名 電話番号 

下関市 生活サポートセンター下関（下関市社会福祉協議会） 0120-150-873 

宇部市 生活相談サポートセンターうべ 0800-200-7440 

山口市 パーソナル・サポートセンターやまぐち（山口県労働者福祉協議会）  0800-200-6291 

萩市、阿武町 萩市社会福祉協議会 0838-25-3620 

防府市 防府市自立相談支援センター（防府市社会福祉協議会） 0835-24-9777 

下松市 下松市社会福祉協議会 0833-41-2242 

岩国市 くらし自立応援センターいわくに（岩国市社会福祉協議会） 0827-24-2571 

光市 光市生活自立相談支援センター（光市社会福祉協議会） 0833-74-3025 

長門市 長門市自立相談支援センター（長門市社会福祉協議会） 0837-23-1600 

柳井市 柳井市社会福祉事務所 生活困窮者自立支援相談窓口 0820-22-2111 

美祢市 美祢地域福祉センター（美祢市社会福祉協議会） 0837-52-5222 

周南市 周南市自立相談支援センター（周南市社会福祉協議会） 0800-200-4742 

山陽小野田市 地域生活支援センター（山陽小野田市社会福祉協議会） 0120-83-2344 

周防大島町 周防大島町福祉事務所 生活支援班 0820-77-5505 

和木町、上関町
田布施町、平生町 

柳井健康福祉センター（東部社会福祉事務所） 0820-22-3777 
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別紙５ 山口県内の税務署 
 

 
  

税務署名 管轄地域 電話番号 

山口税務署 山口市 083-922-1340 

防府税務署 防府市 0835-22-1400 

下関税務署 下関市 083-222-3441 

徳山税務署 下松市、周南市 0834-21-1010 

光税務署 光市、熊毛郡 0833-71-0166 

宇部税務署 宇部市 0836-21-3131 

厚狭税務署 美祢市、山陽小野田市 0836-72-0180 

岩国税務署 岩国市、玖珂郡 0827-22-0111 

柳井税務署 柳井市、大島郡 0820-22-0277 

萩税務署 萩市、阿武郡 0838-22-0900 

長門税務署 長門市 0837-22-2441 
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別紙６ 山口県内の年金事務所 
 

（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 

山口年金事務所 山口市、防府市  083-922-5660 

下関年金事務所 下関市 083-222-5587 

徳山年金事務所 下松市、光市、周南市、熊毛郡 0834-31-2152 

宇部年金事務所 宇部市、美祢市、山陽小野田市 0836-33-7111 

岩国年金事務所 岩国市、柳井市、大島郡、玖珂郡 0827-24-2158 

萩年金事務所 萩市、長門市、阿武郡 0838-25-7830 
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別紙７ 山口県内の商工会・商工会議所 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

商工会名 電話番号 

山口県商工会連合会 083-925-8888 

下関市商工会 083-772-0625 

山口県央商工会 0836-65-2129 

萩・阿西商工会 0838-54-5500 

萩阿武商工会 08387-2-0213 

都濃商工会 0834-88-0010 

やましろ商工会 0827-76-0100 

岩国西商工会 0827-84-0183 

ながと大津商工会 0837-43-0033 

美祢市商工会 0837-52-0434 

周防大島町商工会 0820-79-0300 

和木町商工会 0827-53-2066 

大畠商工会 0820-45-2414 

上関町商工会 0820-62-0177 

大和商工会 0820-48-2705 

田布施町商工会 0820-52-2983 

平生町商工会 0820-56-2245 

熊毛町商工会 0833-91-0007 

鹿野町商工会 0834-68-2259 

徳地商工会 0835-52-0026 

くすのき商工会 0836-67-1352 

商工会議所名 電話番号 

山口県商工会議所連合会 083-222-0099 

下関商工会議所 083-222-3333 

宇部商工会議所 0836-31-0251 

山口商工会議所 083-925-2300 

防府商工会議所 0835-22-4352 

徳山商工会議所 0834-31-3000 

下松商工会議所 0833-41-1070 

萩商工会議所 0838-25-3333 

岩国商工会議所 0827-21-4201 

山陽商工会議所 0836-73-2525 

長門商工会議所 0837-22-2266 

光商工会議所 0833-71-0650 

小野田商工会議所 0836-84-4111 

柳井商工会議所 0820-22-3731 

新南陽商工会議所 0834-63-3315 
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別紙８ 各業種の事業者向け相談窓口 
 

業 種 相談窓口 電話番号 

医療機関 
厚生労働省 
新型コロナ患者受入れ医療機関の支援に 
関する総合相談ダイアル 

0120-024-700 
（平日9:30～18:00） 

農業・食品事業者 中国四国農政局企画調整室 086-224-9400 

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 

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 

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 

鉄道事業者 中国運輸局鉄道部計画課 082-228-8797 

バス事業者 中国運輸局自動車交通部旅客第一課 082-228-3436 

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 

トラック事業者 中国運輸局自動車交通部貨物課 082-228-3438 

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 

旅客船事業者 中国運輸局海事振興部旅客課 082-228-3679 

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 

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 
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別紙９ 地方公共団体の新型コロナウイルス感染症関連情報掲載アドレス 
 

 

市 町 名 アドレス 

山口県 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10000/korona2020/202004240002.html 

岩国市 https://www.city.iwakuni.lg.jp/site/covid19/ 

和木町 http://www.town.waki.lg.jp/ 

柳井市 https://www.city-yanai.jp/site/covid-19/ 

周防大島町 https://www.town.suo-oshima.lg.jp/kenkouzoushin/Coronavirus.html 

上関町 https://www.town.kaminoseki.lg.jp/ 

平生町 http://www.town.hirao.lg.jp/common_info/covid19.html 

田布施町 https://www.town.tabuse.lg.jp/www/contents/1587365336265/index.html 

周南市 http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/3/48016.html 

下松市 https://www.city.kudamatsu.lg.jp/corona/corona.html 

光市 https://www.city.hikari.lg.jp/kenko_fukushi/kenko_iryo_kenshin/kansen/9393.html 

山口市 https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/coronavirus/ 

防府市 https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/site/coronavirus/ 

美祢市 http://www2.city.mine.lg.jp/www/contents/1580272015772/index.html 

宇部市 https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/seijinkenkou/kansenshouyobou/korona.html 

山陽小野田市 https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/covid-19/ 

下関市 http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/genre/0000000000000/1583821155150/index.html 

長門市 https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/site/coronavirus-taisaku/ 

萩市 https://www.city.hagi.lg.jp/site/corona/ 

阿武町 http://www.town.abu.lg.jp/6008/ 
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https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10000/korona2020/202004240002.html
https://www.city.iwakuni.lg.jp/site/covid19/
http://www.town.waki.lg.jp/
https://www.city-yanai.jp/site/covid-19/
https://www.town.suo-oshima.lg.jp/kenkouzoushin/Coronavirus.html
https://www.town.kaminoseki.lg.jp/
http://www.town.hirao.lg.jp/common_info/covid19.html
http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/3/48016.html
https://www.city.kudamatsu.lg.jp/corona/corona.html
https://www.city.hikari.lg.jp/kenko_fukushi/kenko_iryo_kenshin/kansen/9393.html
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/coronavirus/
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/site/coronavirus/
http://www2.city.mine.lg.jp/www/contents/1580272015772/index.html
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/seijinkenkou/kansenshouyobou/korona.html
https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/covid-19/
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/genre/0000000000000/1583821155150/index.html
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