新型コロナウイルス感染症に関する県内の各種相談窓口一覧
相談内容・支援内容など

分野

担当部署・窓口

連絡先（電話番号）

・病状、症状に関する相談
・新型コロナに関する一般的な相談
・検査予約調整

受診・相談センター
（帰国者・接触者相談総合センターの名称を変更。かかりつけ医がいない、受診先に迷った患者等の相談を受け、受診先を案内します。）

0776-20-0795

新型コロナワクチン接種に関する医学的知見が必要となる専門的な相談
（接種後３日経っても腫れているが、医療機関を受診した方がよいか 等）

新型コロナワクチン接種相談センター

0776-20-2210

福井県PCR等検査無料化事業運営事務局 コールセンター

0776-53-5845

モデルナワクチン接種センターでの接種予約・相談窓口

0776-20-0711

感 PCR等検査無料化事業（ワクチン・検査パッケージ定着促進事業）に関すること
染
症 R3年11月以降に県内でモデルナ社製ワクチンを接種される方への接種予約案内、
ご相談
本県出身の県外学生の方が安心して就職活動などの学生生活をお送りできるよう、
お住まいの自治体および帰福時の接種手続きや接種機会の紹介など
妊娠中の方がスムーズにワクチンを受けられるよう、接種会場の紹介や予約手続き
など
ふくい安全・安心飲食店認証制度に関すること、店舗の感染対策・マスク会食に関
すること

令和３年１２月２５日時点
備考

福井県出身県外学生向けの相談窓口
0776-20-0770
妊娠中の方向けのワクチン接種相談窓口
ふくい安全・安心飲食店認証サポートセンター

（ メール ： info@fukui-anshin-ninsyou.com ）

0776-36-9123

お店や事務所等での感染拡大防止対策にかかる費用助成に関すること

福井県感染拡大防止対策助成金コールセンター

0776-50-3753

中小企業者等事業継続支援金に関すること

福井県事業継続支援金コールセンター

0776-50-6458

中小企業・小規模事業者の資金繰りに関すること

創業・経営課

0776-20-0373

企業への専門家派遣に関すること

創業・経営課

0776-20-0367

専門家による、企業が活用できる支援施策の相談に関すること

新型コロナ対策フル活用 オンライン総合相談窓口（ふくい産業支援センター内）

0776-67-7421

中国向けのインターネット販売に関すること

国際経済課

0776-20-0366

企業の海外展開に関すること

ふくいグローバルビジネスプラザ （ジェトロ福井内）

0776-89-1140

サプライチェーンの分散化に関すること

産業技術課

0776-20-0370

ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業補助金に関すること

産業技術課 新技術支援室

0776-20-0374

企業の人手不足、人材確保に関すること

福井県人材確保支援センター （福井商工会議所内）

0776-32-4560

人手不足業就職チャレンジ奨励金に関すること
（建設、運輸、介護分野の業種に就職した方に対し、奨励金を支給）

労働政策課

0776-20-0390

各商工会議所・商工会連合会等で
も相談窓口を開設しています。

【新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口】
福井労働局 雇用環境・均等室

0776-22-3363

福井労働基準監督署

0776-54-6167

ハローワーク福井

0776-52-8156

保護者の休暇取得、解雇や休業などに関すること
企
業
・
労
働
者

雇用調整助成金等相談コールセンター
（福井労働局）

0120-60-3999

ハローワーク福井

0776-52-8156

ハローワーク武生

0778-22-4078

ハローワーク大野

0779-66-2408

ハローワーク三国

0776-81-3262

敦賀市、美浜町、若狭町（旧三方町）

ハローワーク敦賀

0770-22-4220

小浜市、高浜町、おおい町、若狭町（旧上中町）

ハローワーク小浜

0770-52-1260

福井市

国の雇用調整助成金および緊急安定助成金に関すること

福井県雇用維持緊急助成金に関すること
（国の雇用調整助成金等に対する県独自の上乗せ助成）

越前市、鯖江市、池田町、南越前町、越前町
管
轄
地 大野市、勝山市
域
坂井市、あわら市

労働政策課

0776-20-0390

管 福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前 福井産業技術専門学院
一時的に企業活動等の縮小を余儀なくされた企業等が実施する在職者向け職業訓 轄 市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町
練に関すること
地 敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭
敦賀産業技術専門学院
域 町
テレワーク導入支援に関すること

労働相談一般に関すること

生活困窮に関すること

0776-52-2120
0770-22-0143

労働政策課

0776-20-0389

中小企業労働相談所 （労働政策課内）

0776-20-0389

労使相談センター丹南事務所

0778-22-1006

労使相談センター嶺南事務所

0770-22-1015

県内各市および健康福祉センターの自立相談支援機関窓口に直接問い合わせをお願いします。

農
林
漁 農林漁業者の資金繰りなどに関すること
業
者

園芸振興課

農業

0776-20-0427

水産課

水産業

0776-20-0437

県産材活用課

林業

0776-20-0448

農業

0776-21-8209

林業

0776-21-8213

農業

0776-81-3222

林業

0776-81-3223

農業

0779-65-1282

林業

0779-65-1492

農業

0778-23-4534

林業

0778-23-4961

農業

0770-56-2221

林業・漁業

0770-56-2218

福井市、永平寺町

福井農林総合事務所

あわら市、坂井市

坂井農林総合事務所

管
轄 大野市、勝山市
地
域
鯖江市、越前市、越前町、南越前町、池田町
小浜市、高浜町、おおい町、若狭町（旧上中町）

奥越農林総合事務所
丹南農林総合事務所
嶺南振興局

敦賀市、美浜町、若狭町（旧三方町）
公立幼稚園に関すること

（二州農林部） 農林漁業

0770-22-5027

義務教育課

0776-20-0732

義務教育課

0776-20-0575

高校教育課

0776-20-0549

大学私学課

0776-20-0245

高校教育課

0776-20-0571

子ども家庭課

0776-20-0342

高齢者施設、障がい者施設、児童福祉施設の利用者・家族への施設利用に係る不
医 安等に関すること
療
・ 不安や疲れ等を感じている方の心のケアに関すること
福
祉 誹謗中傷など人権侵害に関すること

【新型コロナウイルス感染症ホットライン】
長寿福祉課、障がい福祉課、子ども家庭課

0776-20-0712

ホッとサポートふくい

0776‐26‐4400

福井県人権センター

0776-29-2111

物資の寄付に関すること（寄付金を除く）
寄
付 「心をひとつにふくい応援」基金（医療従事者支援）
寄付金に関すること（物資を除く）

地域福祉課

0776-20-0328

定住交流課

0776-20-0581

ふくいdeお得キャンペーンに関すること

（公社）福井県観光連盟 、福井県観光誘客課

0776-97-9527

「ふく割」～福井県の消費応援キャンペーン～に関すること

「ふく割」事務・コールセンター

0776-97-8745

公立小・中学校に関すること
教
育 県立高校に関すること
・
子
育 私立小・中・高校、大学に関すること
て
特別支援学校に関すること
私立幼稚園、保育所、認定こども園に関すること

観
光
・
買
物

税
県税の納税相談、県税に係る納税証明書の発行に関すること
金
在
住
外
国
人

For foreign residents living in Fukui Pref. （県内にお住まいの外国人の方へ）
Fukui Pref. provides information on new coronavirus infections in multiple
languages.（多言語で受診・相談センター等へ案内）

そ 「感染防止徹底宣言」ステッカーに関すること
の
他 総合相談電話窓口
（ご相談内容により適切な相談窓口を紹介します。）

納税相談

0776-21-0011
～0015

納税証明

0776-21-0021

納税相談・納税証明

0770-56-2222
0776-88-0062
0770-21-3455

福井県新型コロナウイルス感染拡大防止対策チーム

0776-20-0756

広報広聴課

0776-20-0250

相談内容・支援内容など

分野
そ
の
他
の
行
政
手
続
き

管 福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前
福井県税事務所
轄 市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町
地
域 敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭
嶺南振興局税務部
町
Fukui Consultation Center for Foreign Residents
ふくい外国人相談センター（福井県国際交流会館）
Fukui Reinan Consultation Center for Foreign Residents
ふくい外国人相談嶺南センター（福井県国際交流嶺南センター）

国の担当機関等

連絡先・ＨＰリンク先

不当な差別，偏見，いじめ等の被害に関すること

法務省

0570-003-110（みんなの人権110番）

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html

GoToトラベルに関すること

観光庁

03-6636-9457（GoToトラベル事務局）

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html

GoToEatキャンペーン全般に関すること

農林水産省

0570-029-200（Go To Eatキャンペーンコールセンター）

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html

GoToEatキャンペーン福井県プレミアム食事券に関すること

福井県ＧｏＴｏＥａｔキャンペーン実行委員会事務局

0776-36-9305（購入者向けサポートコールセンター）
0776-36-9303（飲食店登録等に関するお問合せ）

https://gotoeat-fukui.com/

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関すること（労働者向け）

厚生労働省

0120-221-276（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）

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

