
コロナ関連相談先一覧 企業・個人事業主用 

 

 

 

休業するかも 

しれない 

助成金 

返済不要 
雇用調整助成金 

新型コロナウイルスの影響で、一時的に休

業等を行って雇用維持を図った場合 

休業手当等の一部を助成 

群馬労働局 

027-210-5008 

助成金 

返済不要 
休業要請支援金 

新型コロナウイルスの影響で、特定施設の

使用制限による休業要請等をうけた事業者

に給付金を支給 

県内企業ワンス

トップセンター 

027-226-2731 

 

 

納税が厳しい 

猶予 納税猶予の特例 

2020 年 2 月以降、事業収入が減少（前年同

月比▲20％以上）した事業者に、無担保かつ

延滞税なしで納税を猶予。売上減少幅が上

記に満たない場合、別途納税猶予あり 

関東信越 

国税局 

0120-948-249 

軽減 固定資産税等の軽減 

事業収入の減少幅に応じ、事業者の保有す

る設備や建設物等の 2021 年の固定資産税

及び都市計画税をゼロまたは 1/2 とする 

中小企業庁 

軽減相談窓口 

0570-077322 

 

 

現金給付を 

受けたい 
給付 持続化給付金 

中小法人等は 200 万円、個人事業

者等は 100 万円の給付 

（昨年 1 年間の売上からの減少分が上限） 

中小企業庁 

コールセンター 

0120 ｰ 115 ｰ 570 

03-6831-0613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お金を借りたい 

融資 信用保証付き融資 

一般枠とは別枠で借入債務を保障 

4 号：個人債務の 100％保証 

5 号：借入債務の 80％保証 

群馬県 

信用保証協会 

027-231-8816 

融資 
新型コロナウイルス

感染症特別貸付 

無担保、かつ当初 3 年間の金利は

中小事業 0.21％ 

国民事業 0.46％ 

日本政策金融

公庫 

027-243-0050 



コロナ関連相談先一覧 個人用 

 

（※2020 年 7 月 10 日より受付開始） 

 

 

生活が苦しい 

貸付 総合支援資金 

貸付上限：15 万円/月（単身） 

20 万円/月（複数） 

貸付期間：3ヶ月 

無利子・保証人なしでＯＫ 

居住地または

県の社会福祉

協議会 

貸付 緊急小口資金 
貸付上限：10 万円（特例 20 万円） 

無利子・保証人なしでＯＫ 

居住地または

県の社会福祉

協議会 

猶予 各種支払の延期 
電機、水道、ガス、携帯電話、学費、保険料、

税金、ＮＨＫ受信料などの支払いの延期 

各支払先の 

企業・団体 

 

家賃が払えない 給付 住居確保給付金 
給付上限 6 万 4 千円 

給付期間原則 3 ヶ月 

県社会福祉協

議会 

027-212-0011 

 

仕事や会社に 

ついての 

相談がしたい 

相談 労働相談ダイヤル 

連合群馬役職員による電話相談 

相談無料・秘密厳守 

平日９時～１７時 

連合群馬 

0120-154-052 

 

精神的にきつい 

悩みや心配事の 

相談がしたい 

相談 
ライフサポート 

ぐんま 

専門のカウンセラーによる相談

(電話・面談) 相談無料・秘密厳守 

木・土１４時～１９時 

12 月 27 日迄：第２・４日曜日 

連合群馬 

0120-797-052 

 

 

 

休業手当が 

貰えない 
給付 

新型コロナウイルス

感染症対応休業支援

金・給付金 

平均賃金の 80％×休業日数 

上限 11,000 円/日 

居住地の 

ハローワーク 

失業した 

給付 失業手当 
在職中の給与の約 50～80％ 

給付期間 90日～360 日 

居住地の 

ハローワーク 

貸付 総合支援資金 

貸付上限：15 万円/月（単身） 

20 万円/月（複数） 

貸付期間：3ヶ月 

無利子・保証人なしでＯＫ 

居住地または

県の社会福祉

協議会 



その他 各種相談窓口 

相談内容 相談先 

労働条件・労働災害 労働基準監督署 

職業紹介・雇用保険 ハローワーク 

国民健康保険 市町村役場の担当窓口 

健康保険（協会けんぽ） 
全国健康保険協会 業務グループ 027-219-2102 

加入されている健康保険組合・共済組合 

介護保険 市町村役場の担当窓口 

国民年金 市町村役場の担当窓口 

厚生年金 年金事務所 

税金（市税） 市町村の担当窓口 

税金（国税） 税務署 

生活資金貸付 社会福祉協議会 

生活再建 自立相談支援機関 

 

労働基準監督署 
担当エリア 組織・部署 連絡先 

高崎市(除：新町、吉井町) 

富岡市・安中市・甘楽郡 
高崎労働基準監督署 

高崎市東町 134-12 

高崎地方合同庁舎 3階 

027-322-4661 

前橋市・渋川市・北群馬郡 前橋労働基準監督署 

前橋市大手町 2-3-1 

前橋地方合同庁舎 7階 

027-896-3019 

伊勢崎市・佐波郡 
前橋労働基準監督署 

伊勢崎分庁舎 

伊勢崎市下植木町 517 

0270-25-3363 

桐生市・みどり市 桐生労働基準監督署 
桐生市末広町 13-5 

0277-44-3523 

太田市・館林市・邑楽郡 太田労働基準監督署 
太田市飯塚町 104-1 

0276-45-9920 

沼田市・利根郡 沼田労働基準監督署 
沼田市薄根町 4468-4 

0278-23-0323 

藤岡市・多野郡 

高崎市新町・高崎市吉井町 
藤岡労働基準監督署 

藤岡市下栗須 124-10 

0274-22-1418 

吾妻郡 中之条労働基準監督署 

吾妻郡 

中之条町大字中之条町 664-1 

0279-75-3034 

戻る 



ハローワーク 
管轄 名称 所在地・電話番号 

前橋市 ハローワーク前橋 
前橋市天川大島町 130-1 

027-290-2111 

高崎市（除：新町・吉井町） ハローワーク高崎 
高崎市北双葉町 5-17 

027-327-8609 

安中市 ハローワーク安中 
安中市安中 1-1-26 

027-382-8609 

桐生市・みどり市 ハローワーク桐生 
桐生市錦町 2-11-14 

0277-22-8609 

伊勢崎市・佐波郡 ハローワーク伊勢崎 
伊勢崎市太田町 554-10 

0270-23-8609 

太田市 ハローワーク太田 
太田市飯田町 893 

0276-46-8609 

館林市・邑楽郡 ハローワーク館林 
館林市大街道 1-3-37 

0276-75-8609 

沼田市・利根郡 ハローワーク沼田 
沼田市下之町 888テラス沼田 5階 

0278-22-8609 

富岡市・甘楽郡 ハローワーク富岡 
富岡市富岡 1414-14 

0274-62-8609 

藤岡市・多野郡 

高崎市新町・高崎市吉井町 
ハローワーク藤岡 

藤岡市上大塚 368-1 

0274-22-8609 

渋川市・北群馬郡 ハローワーク渋川 
渋川市渋川 1696-15 

0279-22-2636 

吾妻郡 ハローワーク中之条 
吾妻郡中之条町大字西中之条 207 

0279-75-2227 

戻る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国民健康保険 
居住地 窓口 電話番号 

前橋市 健康部 国民健康保険課 027-898-6246 

高崎市 保険年金課 027-321-1235 

桐生市 納税課納税担当 0277-46-1111内線 237 

伊勢崎市 健康推進部国民健康保険課 0270-27-2736 

太田市 国民健康保険課 0276-47-1825 

沼田市 国保年金課 国保係 0278-23-2111（代表） 

館林市 保険年金課 0276-72-4111（代表） 

渋川市 保険年金課国保年金係 0279-22-2429（代表） 

藤岡市 保険年金課 0274-40-2822 

富岡市 企画財務部 税務課 0274-62-1511（代表） 

安中市 国保年金課国保係 027-382-1111（内線 1113） 

みどり市 市民部 税務課 0277-76-0964 

榛東村 健康保険課 0279-54-2211（代表） 

吉岡町 住民保険室国民健康保険係 0279-26-2249 

上野村 総務課 0274-59-2111（代表） 

神流町 住民生活課 0274-57-2111（代表） 

下仁田町 国保係 0274-64-8801 

南牧村 住民税務課 住民税務係 0274-87-2011（代表） 

甘楽町 住民課 税務係 0274-74-3131（代表） 

中之条町 住民福祉課保険係 0279-75-8819 

長野原町 税務課 住民税係 0279-82-2247 

嬬恋村 税務課 0279-96-0513 

草津町 愛町部 住民課 0279-88-7192 

高山村 住民課 0279-63-2111（代表） 

東吾妻町 税務課 0279-68-2111（代表） 

片品村 住民課 0278-58-2116 

川場村 健康福祉課健康保険係 0278-52-2111（代表） 

昭和村 保健福祉課 保険係 0278-24-5111（代表） 

みなかみ町 税務課 住民税係 0278-25-5007 

玉村町 税務課 0270-64-7703 

板倉町 税務課 住民税係 0276-82-6127 

明和町 税務課 税務係 0276-84-3111（代表） 

千代田町 税務会計課 固定資産税係 0276-86-7002 

大泉町 財務部 税務課 0276-63-3111 

邑楽町 税務課 諸税係 0276-47-5013 

戻る 



介護保険 
居住地 窓口 電話番号 

前橋市 福祉部 介護保険課 027-898-6158 

高崎市 介護保険課介護保険料担当 027-321-1219 

桐生市 保健福祉部 健康長寿課 0277-46-1111内線：390 

伊勢崎市 長寿社会部介護保険課 0270-27-2742 

太田市 介護サービス課 0276-47-1939 

沼田市 介護高齢課 介護保険係 0278-23-2111（代表） 

館林市 介護保険課 0276-72-4111（代表） 

渋川市 介護保険課 0279-22-2111（代表） 

藤岡市 保険年金課 0274-40-2822 

富岡市 健康福祉部 高齢介護課 0274-62-1511（代表） 

安中市 介護高齢課介護認定係 027-382-1111（内線 1183） 

みどり市 保健福祉部 介護高齢課 0277-76-0974 

榛東村 健康保険課 0279-54-2211（内線 141） 

吉岡町 介護福祉課介護高齢室 0279-26-2247 

上野村 保健福祉課 介護保険係 0274-59-2309 

神流町 保健福祉課 0274-57-2111（代表） 

下仁田町 介護保険係 0274-64-8802 

南牧村 住民税務課 住民税務係 0274-87-2011（代表） 

甘楽町 健康課 介護保険係 0274-67-7655 

中之条町 税務課 諸税係 0279-75-8809 

長野原町 税務課 0279-82-2247 

嬬恋村 住民福祉課 0279-96-0515 

草津町 福祉課 0279-88-7185 

高山村 住民課 0279-63-2111（代表） 

東吾妻町 保健福祉課 0279-68-2111（代表） 

片品村 保健福祉課 0278-58-2115 

川場村 健康福祉課介護保険係 0278-52-2111（代表） 

昭和村 保健福祉課 0278-24-5111（代表） 

みなかみ町 町民福祉課 高齢介護係 0278-25-5012 

玉村町 健康福祉課 介護保険係 0270-64-7705 

板倉町 税務課 住民税係 0276-82-6127 

明和町 税務課 0276-84-3111（代表） 

千代田町 住民福祉課 介護保険係 0276-86-7000 

大泉町 健康福祉部 高齢介護課 0276-62-2121（代表） 

邑楽町 健康福祉課 介護保険係 0276-47-5021 

戻る 



国民年金 
居住地 窓口 電話番号 

前橋市 市民部 市民課 年金係 027-898-6254 

高崎市 保険年金課 年金担当 027-321-1238 

桐生市 市民生活部 市民課 年金係 0277-46-1111内線：273 

伊勢崎市 年金医療課 国民年金係 0270-27-2741 

太田市 医療年金課 0276-47-1940 

沼田市 国保年金課 医療年金係 0278-23-2111（代表） 

館林市 保険年金課 0276-72-4111（代表） 

渋川市 保険年金課国保年金係 0279-22-2429（代表） 

藤岡市 保険年金課 0274-40-2822 

富岡市 市民生活部 国保年金課 0274-62-1511（代表） 

安中市 国保年金課 027-382-1111（代表） 

みどり市 市民部 市民課 0277-76-0972 

榛東村 住民生活課 0279-54-2211（内線 133） 

吉岡町 住民保険室 0279-26-2249 

上野村 総務課年金係 0274-59-2111（代表） 

神流町 住民生活課 0274-57-2111（代表） 

下仁田町 税務係 0274-82-2113 

南牧村 住民税務課 住民税務係 0274-87-2011（代表） 

甘楽町 住民課 住民係 0274-74-3131（代表） 

中之条町 住民福祉課年金係 0279-75-8819 

長野原町 税務課 住民税係 0279-82-2247 

嬬恋村 住民福祉課 0279-96-0515 

草津町 住民課 0279-88-7192 

高山村 住民課 0279-63-2111（代表） 

東吾妻町 町民課 0279-68-2111（代表） 

片品村 住民課 0278-58-2116 

川場村 住民課住民係 0278-52-2111（代表） 

昭和村 総務課 住民係 0278-24-5111（代表） 

みなかみ町 町民福祉課 医療係 0278-25-5010 

玉村町 住民課 高齢者医療年金係 0270-64-7702 

板倉町 住民環境課 戸籍年金係 0276-82-6131 

明和町 健康づくり課 保険年金係 0276-84-3111（代表） 

千代田町 住民福祉課 保険年金係 0276-86-7001 

大泉町 住民経済部 住民課 0276-63-3111（代表） 

邑楽町 住民課 窓口係 0276-47-5015 

戻る 



厚生年金 
居住地 年金事務所 電話番号 居住地 年金事務所 電話番号 

前橋市 前橋 027-231-1719 中之条町 

渋川 0279-22-1614 

高崎市 高崎 027-322-4299 長野原町 

桐生市 桐生 0277-44-2311 嬬恋村 

伊勢崎市 前橋 027-231-1719 草津町 

太田市 太田 0276-49-3716 高山村 

沼田市 渋川 0279-22-1614 東吾妻町 

館林市 太田 0276-49-3716 片品村 

渋川市 渋川 0279-22-1614 川場村 

藤岡市 

高崎 027-322-4299 

昭和村 

富岡市 みなかみ町 

安中市 玉村町 前橋 027-231-1719 

みどり市 桐生 0277-44-2311 板倉町 

太田 0276-49-3716 

榛東村 
渋川 0279-22-1614 

明和町 

吉岡町 千代田町 

上野村 

高崎 027-322-4299 

大泉町 

神流町 邑楽町 

下仁田町 

南牧村 

甘楽町 

戻る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



税金（市税） 
居住地 窓口 電話番号 

前橋市 財務部 市民税課 027-898-6202 

高崎市 市民税課 市民税担当 027-321-1218 

桐生市 総務部 税務課 0277-46-1111 

伊勢崎市 市民税課 個人市民税係 0270-27-2716 

太田市 市民税課 0276-47-1931 

沼田市 市民部 課税課 市民税係 0278-23-2111（代表） 

館林市 納税課 0276-72-4111（代表） 

渋川市 総務部税務課庶務・諸税係 0279-22-2113 

藤岡市 納税相談課 0274-40-2831 

富岡市 企画財務部 税務課 0274-62-1511（代表） 

安中市 税務課 027-382-1111（代表） 

みどり市 市民部 税務課 0277-76-0964 

榛東村 税務課 0279-54-2211（代表） 

吉岡町 税務会計課税務室 0279-26-2237 

上野村 総務課 0274-59-2111（代表） 

神流町 住民生活課 0274-57-2111（代表） 

下仁田町 税務係 0274-82-2113 

南牧村 住民税務課 住民税務係 0274-87-2011（代表） 

甘楽町 住民課 税務係 0274-74-3131（代表） 

中之条町 税務課町民税係 0279-75-8808 

長野原町 税務課 住民税係 0279-82-2247 

嬬恋村 税務課 0279-96-0513 

草津町 愛町部 総務課 0279-88-0001（代表） 

高山村 税務会計課 0279-63-2111（代表） 

東吾妻町 税務課 0279-68-2111（内線 2113） 

片品村 住民課 0278-58-2116 

川場村 住民課税務係 0278-52-2111（代表） 

昭和村 総務課 住民係 0278-24-5111（代表） 

みなかみ町 税務課 住民税係 0278-25-5007 

玉村町 税務課 0270-64-7703 

板倉町 税務課 住民税係 0276-82-6127 

明和町 税務課 税務係 0276-84-3111（代表） 

千代田町 財務課 町民税係 0276-86-7002 

大泉町 財務部 税務課 0276-63-3111（代表） 

邑楽町 税務課 町民税係 0276-47-5011 

戻る 



税金（国税） 
居住地 税務署 電話番号 居住地 税務署 電話番号 

前橋市 前橋 027-224-4371 中之条町 

中之条 0279-75-3355 

高崎市 高崎 027-322-4711 長野原町 

桐生市 桐生 0277-22-3121 嬬恋村 

伊勢崎市 伊勢崎 0270-25-4045 草津町 

太田市 館林 0276-72-4373 高山村 

沼田市 沼田 0278-22-2131 東吾妻町 

館林市 館林 0276-72-4373 片品村 

沼田 0278-22-2131 
渋川市 高崎 027-322-4711 川場村 

藤岡市 藤岡 0274-22-0971 昭和村 

富岡市 富岡 0274-63-2235 みなかみ町 

安中市 高崎 027-322-4711 玉村町 伊勢崎 0270-25-4045 

みどり市 桐生 0277-22-3121 板倉町 

館林 0276-72-4373 

榛東村 
高崎 027-322-4711 

明和町 

吉岡町 千代田町 

上野村 
藤岡 0274-22-0971 

大泉町 

神流町 邑楽町 

下仁田町 

富岡 0274-63-2235 南牧村 

甘楽町 

戻る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社会福祉協議会 
居住地 窓口 電話番号 

前橋市社会福祉協議会 前橋市日吉町 2-17-10 027-237-1112 

高崎市社会福祉協議会 高崎市末広町 115-1 027-370-8855 

桐生市社会福祉協議会 桐生市新宿 3-3-19 0277-46-4165 

伊勢崎市社会福祉協議会 伊勢崎市上泉町 151 0270-25-4546 

太田市社会福祉協議会 太田市飯塚町 1549 0276-46-6208 

沼田市社会福祉協議会 沼田市下之町 888 テラス沼田 0278-25-3267 

館林市社会福祉協議会 館林市苗木町 2452-1 0276-75-7111 

渋川市社会福祉協議会 渋川市渋川 1760-1 0279-25-0500 

藤岡市社会福祉協議会 藤岡市藤岡 1485 0274-22-5647 

富岡市社会福祉協議会 富岡市富岡 1439-1 0274-70-2232 

安中市社会福祉協議会 安中市安中 3-19-27 027-382-8397 

みどり市社会福祉協議会 みどり市笠懸町鹿 250 0277-76-4111 

榛東村社会福祉協議会 榛東村新井 507-3 0279-55-5294 

吉岡町社会福祉協議会 吉岡町南下 1333-4 0279-54-3930 

上野村社会福祉協議会 上野村乙父 630-1 0274-59-2592 

神流町社会福祉協議会 神流町神ケ原 430-1 0274-58-2781 

下仁田町社会福祉協議会 下仁田町中小坂 608 0274-82-5491 

南牧村社会福祉協議会 南牧村磐戸 207 0274-87-2676 

甘楽町社会福祉協議会 甘楽町白倉 1395-1 0274-74-5700 

中之条町社会福祉協議会 中之条町中之条町 1091 0279-75-8839 

長野原町社会福祉協議会 長野原町与喜屋 1624 0279-82-4487 

嬬恋村社会福祉協議会 嬬恋村大前 1110-1 0279-96-1611 

草津町社会福祉協議会 草津町草津 464-28 0279-88-1050 

高山村社会福祉協議会 高山村中山 3410 0279-63-2075 

東吾妻町社会福祉協議会 東吾妻町川戸 233-1 0279-68-2772 

片品村社会福祉協議会 片品村鎌田 4051-4 0278-58-4812 

川場村社会福祉協議会 川場村谷地 3086-1 0278-50-1122 

昭和村社会福祉協議会 昭和村糸井 624 0278-20-1126 

みなかみ町社会福祉協議会 みなかみ町月夜野 118 0278-62-0081 

玉村町社会福祉協議会 玉村町下新田 602 0270-65-8864 

板倉町社会福祉協議会 板倉町板倉 3411-1417 0276-82-3900 

明和町社会福祉協議会 明和町新里 311-3 0276-84-4013 

千代田町社会福祉協議会 千代田町赤岩 2119-5 0276-86-6181 

大泉町社会福祉協議会 大泉町吉田 2465 0276-63-2294 

邑楽町社会福祉協議会 邑楽町中野 1341-1 0276-88-2408 

戻る 



自立相談支援機関 
居住地 相談窓口 電話番号 

前橋市 まえばし生活自立相談センター 027-898-6891 

高崎市 高崎市社会福祉課生活支援担当 027-321-1302 

桐生市 桐生市福祉課 0277-46-1111（内線 271、285） 

伊勢崎市 伊勢崎市社会福祉課 0270-27-2749 

太田市 太田市自立相談支援センター 0276-48-8177 

沼田市 沼田市社会福祉課 0278-23-2111（内線 3104） 

館林市 館林市社会福祉課 0276-72-4111（内線 640） 

渋川市 渋川市社会福祉課 0279-22-2250 

藤岡市 藤岡市福祉課 0274-25-8456 

富岡市 富岡市社会福祉協議会 0274-70-2232 

安中市 安中市福祉課 027-382-1111（内線 1191） 

みどり市 みどり市社会福祉課 0277-76-0975 

北群馬郡 吉岡町社会福祉協議会 0279-25-7790 

佐波郡 玉村町社会福祉協議会 0270-65-8864 

利根郡 みなかみ町社会福祉協議会 0278-62-0081 

吾妻郡 
東吾妻町社会福祉協議会 0279-68-2772 

長野原町社会福祉協議会 0279-82-4487 

甘楽・多野郡 下仁田町社会福祉協議会 0274-82-5491 

邑楽郡 
大泉町社会福祉協議会 0276-63-2294 

邑楽町社会福祉協議会 0276-88-2408 

全域 県社会福祉協議会生活支援課 027-212-0011 

戻る 
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