新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

別添４

〇全般に関して、どこへ相談してよいかわからない方はこちら
設置場所

相談時間

県健康福祉政策課
058-272-1111(内線2515、2516)

平日

8:30～17:15

〇新型コロナウイルス感染症に関する相談はこちら
設置場所

相談時間

各保健所
岐阜保健所

058-380-3004

西濃保健所

0584-73-1111（内線273）

関保健所

0575-33-4011（内線360）

可茂保健所

0574-25-3111（内線358）

東濃保健所

0572-23-1111（内線361）

恵那保健所

0573-26-1111（内線258）

飛騨保健所

0577-33-1111（内線309）

平日

9:00～17:00

毎日

9:00～21:00

毎日

9:00～21:00

岐阜市市民健康センター
中市民

058-252-0632

南市民

058-271-8010

北市民

058-232-7681

県保健医療課

058-272-8860

岐阜市保健所

058-252-7191

厚生労働省（コールセンター）

03-3595-2285

〇新型コロナウイルス感染症に関する相談（発熱等の症状が持続している場合）はこちら
設置場所

相談時間

帰国者・接触者相談センター
岐阜保健所

058-380-3004

西濃保健所

0584-73-1111（内線273）

関保健所

0575-33-4011（内線360）

可茂保健所

0574-25-3111（内線358）

東濃保健所

0572-23-1111（内線361）

恵那保健所

0573-26-1111（内線258）

飛騨保健所

0577-33-1111（内線309）

岐阜市保健所

毎日（24時間）
(平日9:00～17:00以外は電
話呼出対応）

058-252-7191

〇在住外国人の新型コロナウイルス感染症に関する相談はこちら
設置場所
岐阜県在住外国人相談センター

相談時間
平日、日曜日
9:00～18:00

058-263-8066
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〇事業者の方はこちら
内容

設置場所
県商業・金融課

相談時間

058-272-8389

各県事務所（経営相談窓口）
西濃

0584-73-1111

揖斐

0585-23-1111

中濃

0575-33-4011

可茂

0574-25-3111

東濃

0572-23-1111

恵那

0573-26-1111

飛騨

0577-33-1111

平日

8:30～17:15

毎日

9:00～17:00

平日

9:00～17:00

商工会議所
岐阜

058-264-2131

大垣

0584-78-9111

高山

0577-32-0380

多治見
関

0572-25-5000

0575-22-2266

中津川

資金繰り等の相談

0573-65-2154

美濃

0575-33-2168

神岡

0578-82-1130

土岐

0572-54-1131

瑞浪

0572-67-2222

恵那

0573-26-1211

各務原

058-382-7101

美濃加茂

0574-24-0123

可児

0574-61-0011

羽島

058-392-9664

岐阜県商工会連合会

058-277-1068

日本政策金融公庫岐阜支店
（中小企業事業）058-265-3171
（国民生活事業）058-263-2136
日本政策金融公庫多治見支店
（国民生活事業）0572-22-6341
日本政策金融公庫休日電話相談
（国民生活事業）0120-112476
（中小企業事業）0120-327790
（農林水産事業）0120-926478
商工中金岐阜支店

058-263-9191

商工中金高山営業所

平日 9:00～17:00
（3月中は18時まで）
平日

9:00～17:00

（3月末まで）
休日 9:00～17:00
平日

9:00～15:00

平日

8:45～17:00

0577-32-3353

岐阜県信用保証協会本店

058-276-8123

岐阜県信用保証協会多治見支店
0572-22-3100
岐阜県信用保証協会高山支店
0577-33-5014
岐阜県信用保証協会【休日相談窓口】
0120-015-047
岐阜市信用保証協会

058-265-4611
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（3月末まで）
休日 8:45～17:00
平日

8:50～17:15

内容

設置場所
岐阜県中小企業団体中央会

平日

8:30～17:15

平日
休日

8:30～17:15
10:00～17:00

中小企業基盤整備機構中部本部
052-220-0516

毎日

9:00～17:00

中部経済産業局中小企業課

毎日

9:00～17:00

平日

8:30～17:15

平日

8:30～17:15

平日

9:00～17:00

平日

9:00～17:00

平日

8:30～17:15

平日

8:30～17:15

岐阜県よろず支援拠点
経営相談等

雇用調整の相談
（雇用調整助成金）
新たな特別休暇の整備
（時間外労働等改善助成金）
新たなテレワークの導入
（時間外労働等改善助成金）

相談時間
058-277-1100

058-277-1088

052-951-2748

岐阜労働局職業対策課助成金センター
058-263-5650
岐阜労働局雇用環境・均等室
058-245-1550
テレワーク相談センター

0120-91-6479

商工会議所
岐阜

058-264-2131

大垣

0584-78-9111

高山

0577-32-0380

多治見
関

0572-25-5000

0575-22-2266

中津川

設備投資や生産性向上に関する
補助金申請の相談

0573-65-2154

美濃

0575-33-2168

神岡

0578-82-1130

土岐

0572-54-1131

瑞浪

0572-67-2222

恵那

0573-26-1211

各務原

058-382-7101

美濃加茂

0574-24-0123

可児

0574-61-0011

羽島

058-392-9664

岐阜県商工会連合会

058-277-1068

岐阜県産業経済振興センター
058-277-1083
県内宿泊施設など観光事業者を 県観光企画課
対象とした相談
058-272-1111(内線3059、3077)
県農業経営課

058-272-1111（内線2894）

各農林事務所農業振興課

農業者の向けの資金繰り等の相
談

岐阜

058-213-7904

西濃

0584-73-1111

揖斐

0585-23-1111

中濃

0575-33-4011

郡上

0575-67-1111

可茂

0574-25-3111

東濃

0572-23-1111

恵那

0573-26-1111

下呂

0576-52-3111

飛騨

0577-33-1111
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内容

設置場所

林業・木材産業事業者向けの相 県林政課
談
058-272-1111(内線3019、3020)
県技術検査課
建設業・建設コンサルタント業 058-272-1111(内線2294、3633)
者の建設現場での対応など
県公共建築課
058-272-1111(内線3683、3628)

相談時間
平日

8:30～17:15

平日

8:30～17:15

〇個人の方はこちら
内容
就労の相談

設置場所
岐阜労働局総合労働相談コーナー
058-245-8124

相談時間
平日

8:30～17:15

小学校等の臨時休業等に対応す 厚生労働省 学校等休業助成金・支援金等相談
毎日
る保護者支援等に関する相談
コールセンター 0120-60-3999

9:00～21:00

県民生活相談センター
058-277-1003

平日、土曜日
8:30～17:00
※ 土 曜 日 は 9:00 ～ 17:00
（電話相談のみ）

県県民生活課

058-272-1111(内線2986)

平日

可茂県事務所

0574-25-3111

生活関連物資等消費生活全般の
東濃県事務所
相談

0572-23-1111

飛騨県事務所

0577-33-1111

西濃県事務所（予約制面接相談）
058-277-1003
中濃県事務所（予約制面接相談）
0574-25-3111
恵那県事務所（予約制面接相談）
0572-23-1111
生活福祉資金（緊急小口資金） 岐阜県社会福祉協議会
の貸付
058-273-1111(内線2514)
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8:30～17:15

月・火・木・金 8:30～
12:00、13：00～16:30
月・火・木 8:30～
12:00、13：00～17:00
金 8:30～12:00、13:00～
16:00
月・火・木・金 8:30～
12:00、13：00～16:45
第１・３水曜日
第１・３木曜日
第１・３火曜日
平日

8:30～17:15

