
新型コロナウイルス感染症の影響による
各種お問い合わせ窓口のご案内

令和３年１月12日現在主な相談例と問い合わせ先をまとめましたので、ご参考としてください。

労働者からのご相談例

【問い合わせ先】 【開設時間】

①
【各労働基準監督署（総合労働相談コーナー）】 ※連絡先は裏面参照
【愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課】 TEL： 052-972-0266

9：30 ～ 17：00

② 【各労働基準監督署】 ※連絡先は裏面参照 8：30 ～ 17：15

③ 【各公共職業安定所（ハローワーク）】 ※連絡先は裏面参照 8：30 ～ 17：15

④ 【愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課】 TEL： 052-857-0312 9：00 ～ 16：30

⑤ 【愛知労働局 雇用環境・均等部 企画課】 TEL： 052-857-0313 8：30 ～ 17：15

⑥ 【愛知労働局 あいち雇用助成室】 TEL： 052-219-5518
8：30 ～ 17：15

⑦
【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
※土日祝日も対応

⑧
【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

8：30 ～ 20：00
※土日祝日も対応

土日祝 8：30～17：15

⑨ 【テレワーク相談センター】 TEL：0570-550348 9：00 ～ 20：00
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３（新規学卒者）

（上記以外） 1
就職内定を得ていたが、新型コロナウイルスをきっかけとして、
採用内定が取り消された

事業主からのご相談例

9

1新型コロナウイルスに関連して、解雇（雇い止め）された、
嫌がらせを受けている

4妊娠しており、新型コロナウイルスが不安で仕事を休みたい

休業手当の支払いがなく、支援金・給付金を受けたい
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)

【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

【テレワーク相談センター】
TEL：0570-550348

在宅勤務制度（テレワーク）を導入したい

4

5

愛知労働局 労働基準監督署 ハローワーク

事業場内の感染防止対策は
お済みですか？

～職場の新型コロナウイルス感染防止
チェックリストのご案内～

職場における新型コロナウイルス感染症の
拡大を防止するための基本的な対策の実
施状況について、労使がともに確認ができる
ことを目的とし、チェックリストを作成しました。
感染症拡大防止に向けご活用ください。

職場 新型コロナ チェックリスト 🔍検索

QRコードからでも
アクセス可能です→

詳しくは、
愛知労働局 労働基準部 健康課
（052-972-0256）までご相談ください。

新型コロナウイルス接触確認
アプリのご利用お済ですか？

新型コロナウイルス感染症陽性者と接触した

可能性について通知を受けるアプリです。是非、
ご活用ください。

厚労省 接触確認アプリ 🔍検索

←Android版

iPhone版→

2
新型コロナウイルスに関連して、会社から休業させられたにも
かかわらず、会社が休業手当を支払ってくれない

1人で悩まず相談を！

（雇用調整助成金）

2

7
労働者を休業させる際の休業手当について

３ 6 (※⑦は相談のみ)助成金に関する申請・相談

休業手当に関する相談

もしくは

4 （母性健康管理休暇取得支援助成金）

【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

妊娠した労働者が新型コロナウイルスへの感染に不安を抱き、休業等
で対応した場合に活用できる助成金を知りたい

小学校等の臨時休業等や、新型コロナウイルスに感染など小学校等
を休む必要がある子どもの保護者である労働者に有給の休暇を取得
させた場合の助成金を知りたい

新型コロナウイルスに対応した介護のための
特別休暇制度を新しく導入したい

助成金に関する申請・相談

制度導入に関する相談

（両立支援等助成金 介護離職防止支援コース）

7 （小学校休業等対応助成金）



【労働基準監督署】

監督署名
（支署名）

管轄区域 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

名古屋北
北区、東区、中区、守山区、春日井市、
小牧市

〒461-8575 名古屋市東区白壁1-15-1
（名古屋合同庁舎第3号館8階）

(052)961-8653 (052)953-8529

名古屋東
千種区、昭和区、瑞穂区、熱田区、緑区、
天白区、名東区、豊明市、日進市、愛知郡

〒468-8551 名古屋市天白区中平5-2101 (052)800-0792 (052)805-6116

名古屋南 中川区、南区、港区 〒455-8525 名古屋市港区港明1-10-4 (052)651-9207 (052)651-9248

豊 橋
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、
北設楽郡

〒440-8506 豊橋市大国町111
(豊橋地方合同庁舎 6階）

(0532)54-1192 (0532)54-1161

名古屋西
西区、中村区、北名古屋市、清須市、
西春日井郡

〒453-0813
名古屋市中村区二ツ橋町3-37 (052)481-9533 (052)481-2068

岡 崎 岡崎市、額田郡
〒444-0813 岡崎市羽根町字北乾地50-1

(岡崎合同庁舎 5階）
(0564)52-3161 (0564)52-9938

西 尾
（支署）

西尾市 〒445-0072 西尾市徳次町下十五夜13 (0563)57-7161 (0563)54-1064

一 宮 一宮市、稲沢市
〒491-0903 一宮市八幡4-8-7

(一宮労働総合庁舎2階）
(0586)45-0206 (0586)43-2809

半 田
半田市、常滑市、大府市、知多市、東海市、
知多郡

〒475-8560 半田市宮路町 200-4
(半田地方合同庁舎3階）

(0569)21-1030 (0569)24-3782

刈 谷 刈谷市、碧南市、安城市、知立市、高浜市
〒448-0858 刈谷市若松町1-46-1

（刈谷合同庁舎3階）
(0566)21-4885 (0566)24-2791

豊 田 豊田市、みよし市 〒471-0867 豊田市常盤町3-25-2 (0565)35-2323 (0565)35-2341

瀬 戸 瀬戸市、尾張旭市、長久手市 〒489-0881 瀬戸市熊野町100 (0561)82-2103 (0561)85-1544

津 島 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 〒496-0042 津島市寺前町3-87-4 (0567)26-4155 (0567)24-9289

江 南 江南市 犬山市 岩倉市、丹羽郡 〒483-8162 江南市尾崎町河原101 (0587)54-2443 (0587)56-1954

安定所名
(出張所名）

管轄区域 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

名古屋中
西区、中村区、中区、中川区、北区、
北名古屋市、清須市、西春日井郡

〒460-8640 名古屋市中区錦2－14－25

ヤマイチビル
(052)855-3740 (052)857-0220

名古屋南
熱田区、港区、南区、瑞穂区、緑区、

豊明市
〒456-8503 名古屋市熱田区旗屋2-22-21 (052)681-1211 (052)682-0134

名古屋東
千種区、昭和区、名東区、天白区、守山区、
東区、日進市、長久手市、愛知郡

〒465-8609 名古屋市名東区平和が丘1-2 (052)774-1115 (052)774-2888

豊 橋 豊橋市、田原市
〒440-8507 豊橋市大国町111

(豊橋地方合同庁舎 １階)
(0532)52-7191 (0532)52-7196

岡 崎 岡崎市、額田郡
〒444-0813 岡崎市羽根町字北乾地50-1

(岡崎合同庁舎１階)
(0564)52-8609 (0564)58-8617

一 宮 一宮市、稲沢市(平和町を除く)
〒491-8509  一宮市八幡4-8-7

(一宮労働総合庁舎）
(0586)45-2048 (0586)45-3642

半 田 半田市、常滑市、東海市、知多市、知多郡
〒475-8502 半田市宮路町 200-4

(半田地方合同庁舎1階）
(0569)21-0023 (0569)21-9045

瀬 戸 瀬戸市、尾張旭市 〒489-0871 瀬戸市東長根町86 (0561)82-5123 (0561)82-8123

豊 田 豊田市、みよし市 〒471-8609 豊田市常盤町3-25-7 (0565)31-1400 (0565)31-6188

津 島
津島市、愛西市、海部郡、稲沢市平和町、
弥冨市、あま市

〒496-0042 津島市寺前町2-3 (0567)26-3158 (0567)28-9459

刈 谷 刈谷市、安城市、知立市、高浜市、大府市 〒448-8609 刈谷市若松町1-46-3 (0566)21-5001 (0566)21-5055

碧 南
（出張所） 碧南市 〒447-0865 碧南市浅間町1-41-4 (0566)41-0327 (0566)48-2263

西 尾 西尾市 〒445-0071 西尾市熊味町小松島41-1 (0563)56-3622 (0563)56-3624

犬 山 犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡 〒484-8609 犬山市松本町2-10 (0568)61-2185 (0568)61-2188

豊 川 豊川市 〒442-0888 豊川市千歳通1-34 (0533)86-3178 (0533)86-3170

蒲 郡
（出張所）

蒲郡市 〒443-0034 蒲郡市港町16-9 (0533)67-8609 (0533)67-1881

新 城 新城市、北設楽郡 〒441-1384 新城市西入船24-1 (0536)22-1160 (0536)22-1162

春日井 春日井市、小牧市 〒486-0807 春日井市大手町2-135 (0568)81-5135 (0568)81-1978

【公共職業安定所】


