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新型コロナウイルスに関する各種相談窓口 

2020 年 4 ⽉ ⽇本共産党県議団 

福岡県・新型コロナウイルス対策ＬＩＮＥでサポートします。 
ＬＩＮＥ公式アカウント 「新型コロナ対策パーソナルサポート」 

 
① 福岡-新型コロナ対策パーソナルサポートで 

検索（県の LINE 登録ページにつながります） 

② 右の QR コードからも登録できます 

 

■発熱など新型コロナウイルス感染症が疑われる場合の相談窓⼝ 
《県域》 
筑紫保健福祉環境事務所     092-707-0524 
粕⾕保健福祉事務所       092-939-1746 
⽷島保健福祉事務所       092-322-5579 
宗像・遠賀保健福祉環境事務所  0940-36-6098 
嘉穂・鞍⼿保健福祉環境事務所  0948-21-4972 
⽥川保健福祉事務所       0947-42-9379 
北筑後保健福祉環境事務所    0946-22-9886 
南筑後保健福祉環境事務所    0944-68-5224 
京築保険福祉環境事務所     0930-23-3935 
夜間休⽇緊急連絡番号      092-471-0264 
 
《福岡市》 
福岡市東区保健福祉センター   092-645-1078 
福岡市博多区保健福祉センター  092-419-1091 
福岡市中央区保健福祉センター  092-761-7340 
福岡市南区保健福祉センター   092-559-5116 
福岡市城南区保健福祉センター  092-831-4261 
福岡市早良区保健福祉センター  092-851-6012 
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福岡市⻄区保健福祉センター   092-895-7073 
夜間・休⽇の連絡先       092-761-7361 
 
《北九州市》 
北九州市新型コロナウイルス   093-522-8745（24 時間対応） 
専⽤ダイヤル 
 
《⼤牟⽥市》 
⼤牟⽥市保健所         0944-41̶2669（夜間・休⽇対応） 
（南筑後事務所と連携）       
 
《久留⽶市》 
久留⽶市新型コロナウイルス   0942-30-9335（夜間・休⽇対応） 
相談センター 
 
■国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方でも 

国民健康保険に加入されている方で、国民健康保険被保険者資格証明書（資格証明書）を

お持ちの方でも、保険証を提示したときと同様の窓口負担で帰国者・接触者外来を受診でき

ます。各保健所にご相談ください。 

 

■感染疑い以外の新型コロナウイルスに関する⼀般的な相談窓⼝ 

福岡県庁 がん感染症疾病対策課感染症対策係 092-643-3288 

 
■休暇、休業、解雇等、新型コロナウイルス感染症の影響による特別

労働相談窓⼝（労働者、使⽤者いずれでも） 
 

福岡労働者⽀援事務所  福岡市中央区⾚坂 1-8-8 福岡⻄総合庁舎 5 階 092-735-6149 

北九州労働者⽀援事務所 北九州市⼩倉北区浅野 3-8-1 AIM ビル 4 階 093-967-3945 

筑後労働者⽀援事務所  久留⽶市合川町 1642-1 久留⽶総合庁舎 1 階 0942-30-1034 

筑豊労働者⽀援事務所  飯塚市新⽴岩 8-1 飯塚総合庁舎 2 階 948-22-1149 
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福岡労働局 総合労働相談コーナー  

福岡労働局雇⽤環境   福岡市博多区博多駅 2-11-1 福岡合同庁舎 4 階 092-411-4764 
・均等部指導課  
福岡中央労働基準監督署 福岡市中央区⻑浜 2-1-1 4 階 092-761-5600 

※いずれも 8 時 30 分〜17 時 15 分 ⼟、⽇、祝⽇、年末年始除く 

 
雇⽤調整助成⾦に関する相談窓⼝ 
福岡助成⾦センター 雇⽤助成第 1 係  

福岡市博多区博多駅東 2-11-1 福岡合同庁舎 1 階 092-411-4701 

福岡助成⾦センター北九州雇⽤調整助成⾦臨時窓⼝  

北九州市⼋幡⻄区岸の浦 1-5-10 ⼋幡労働総合庁舎 1 階 093-616-0860  

※いずれも 8 時 30 分〜17 時 15 分 ⼟、⽇、祝⽇、年末年始除く 

 
■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・⽀援

⾦の申請、相談 
新型コロナウイルス感染症にかかる臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保

護者の⽅は正規雇⽤、⾮正規雇⽤にかかわらず「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」の対象になります。個⼈で業務委託契約等で仕事をされている⽅は、

「新型コロナウイルス感染症による⼩学校休業等⽀援⾦」の対象になります。 

 
学校等休業助成⾦・⽀援⾦党相談コールセンター  
（9 時〜21 時 ⼟⽇含む）0120-60-3999 
 
■新型コロナウイルス感染症の影響による⼀時的な⽣活資⾦の 

特例貸付は、各市町村の社会福祉協議会へ 
福岡県社会福祉協議会 ⽣活福祉資⾦部⽣活福祉資⾦課 092-584-3641 

【緊急⼩⼝資⾦（休業された⽅）】 
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■対象者 

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計 

維持のための貸付を必要とする世帯 

■貸付上限額 10 万円以内 ※特に必要と認められる場合は 20 万円以内 

■据置期間  1 年以内 ※従来の 2 月以内とする取扱を拡大 

■償還期限  2 年以内 ※従来の 1 年以内とする取扱を拡大 

■貸付利子  無利子 

 

【総合⽀援基⾦（失業された⽅等）】 
■対象者 

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の 

維持が困難となっている世帯 ※従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大 

■貸付上限額 （2 人以上）月 20 万円以内  

       （単身）   月 15 万円以内 

■貸付期間  原則 3月以内 

■据置期間  1 年以内 ※従来の 6 月以内とする取扱を拡大 

■償還期限  10 年以内 

■貸付利子  無利子 

 

■ひとり親家庭に対する経済的⽀援 
 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保健所や学校等の臨時休業、

事業所等の休業により、保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少し、日常生活

に支障をきたす場合、母子父子寡婦福祉資金における生活資金の活用ができます。 

《福岡市》 

東区保健福祉センター子育て支援課  092-645-1068 

博多区保健福祉センター子育て支援課 092-419-1080 

中央区保健福祉センター子育て支援課 092-718-1101 

南区保健福祉センター子育て支援課  092-559-5123 

城南区保健福祉センター子育て支援課 092-833-4103 
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早良区保健福祉センター子育て支援課 092-833-4354 

西区保健福祉センター子育て支援課  092-895-7065 

 

《北九州市》 

門司区役所保健福祉課        093-331-1881 

小倉北区役所保健福祉課       093-582-3311 

小倉南区役所保健福祉課       093-951-4111 

若松区役所保健福祉課        093-761-5321 

八幡東区役所保健福祉課       093-671-0801 

八幡西区役所保健福祉課       093-642-1441 

戸畑区役所保健福祉課        093-871-1501 

《久留米市》 

久留米市家庭子ども相談課      09342-30-9063 

 

《県域》 

筑紫保健福祉環境事務所       092-707-0524 

粕谷保健福祉事務所         092-939-1746 

糸島保健福祉事務所         092-322-5579 

宗像・遠賀保健福祉環境事務所    0940-36-6098 

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所    0948-21-4972 

田川保健福祉事務所         0947-42-9379 

北筑後保健福祉環境事務所      0946-22-9886 

南筑後保健福祉環境事務所      0944-68-5224 

京築保険福祉環境事務所       0930-23-3935 

 

■新型コロナウイルスに関する中⼩企業・⼩規模事業者⽀援として
の相談窓⼝ 

 

県商工部 フリーダイヤル 0120－５６７－１７９ 
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《経営や資金繰り支援に関すること》 

県中小企業振興課          092-643-3432 

福岡中小企業振興事務所       092-622-1040 

久留米中小企業振興事務所      0942-33-7228 

北九州中小企業振興事務所      093-512-1540 

飯塚中小企業振興事務所       0948-22-3561 

公財 福岡県中小企業振興センター   092-622-5432 

 

《海外ビジネス支援に関すること》 

県新事業支援課           092-643-3430 

福岡アジアビジネスセンター     092-710-6195 

 

※いずれも平日 9 時から 17 時まで 

 

■福岡財務⽀局「新型コロナウイルス関連⾦融相談ダイヤル」 

新型コロナウイルスに関し、金融機関等との取引に関する相談等 

092-433-8066 平⽇（祝⽇、年末年始除く）9 時〜17 時 

 

■新型コロナウイルスに関する農林漁業者の相談窓⼝ 

《農業に関すること》 

福岡農林事務所           092-735-6121 

朝倉農林事務所           0946-22-2730 

八幡農林事務所           093-601-8851 

飯塚農林事務所           0948-21-4951 

筑後農林事務所           0942-52-5642 

行橋農林事務所           0930-23-0380 

福岡普及指導センター        092-806-3400 
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北筑前普及指導センター       0940-43-8833 

朝倉普及指導センター        0946-22-2551 

久留米普及指導センター       0942-47-5101 

北九州普及指導センター       093-601-8854 

飯塚普及指導センター        0948-23-4154 

田川普及指導センター        0947-42-1428 

南筑後普及指導センター       0944-62-4191 

八女普及指導センター        0943-23-3106 

京築普及指導センター        0930-23-4215 

 

《林業に関すること》 

各農林事務所 

農林総合試験場資源活用研究センター 0942-45-7870 

 

《漁業に関すること》 

水産海洋技術センター        092-806-0854 

同 有明海研究所          0944-72-2734 

同 豊前海研究所          0979-82-2151 

同 内水面研究所          0946-52-3218 

 

 

 


