令和２年度 福島県相談窓口一覧
番号

相談名

相談内容

相談窓口・相談機関

電話番号等

日時ほか

７ 産業・労働・就業関連
総務部 入札監理課
1

下請１１０番

県発注工事において、元請・下請間の法令
等に抵触する行為があった場合の相談
労働委員会事務局

2

労働困りごと相談

労働トラブルに関する相談

3

中小企業労働相談
（雇用労政課）

労働に関する相談

福島県中小企業労働相談所
（商工労働部雇用労政課内）
公益財団法人福島県産業振興センター

4

5

経営相談全般
（経営金融課）

貸金業に関する相談
（経営金融課）

経営相談全般

福島県商工会連合会
福島商工会議所
福島県中小企業団体中央会
商工労働部 経営金融課

県登録貸金業者に関する相談

商工労働部 経営金融課
6

県制度資金に関する相談（経
営金融課）

7

中小企業経営安定対策相談
（経営金融課）

8

プロフェッショナル人材戦略拠
点

県制度資金に関する相談

県北地方振興局
県中地方振興局
県南地方振興局
県制度資金、中小企業経営安定等に関する
会津地方振興局
相談
南会津地方振興局
相双地方振興局
いわき地方振興局
専門的な技術、知識を持つ「プロフェッショナ 福島県プロフェッショナル人材戦略拠点
（公益財団法人福島県産業振興センター）
ル人材」の採用に関する相談

16

024-521-7899 月～金（祝日、年末年始を除く 8:30～
17:15）
zaimu_nyusatsu@
pref.fukushima.lg.jp
024-521-7594 月～金（祝日、年末年始を除く）
FAX 024-521-7596 8:30～12:00
13:00～17:00
※メールによる相談はホームペー
ジをご覧ください。
0120-610-145 月～金 9:00～16:00
（祝日、年末年始を除く）
024-525-4039
FAX 024-525-4036
024-525-3411
024-536-5511
024-536-1268
024-521-7288
FAX 024-521-7931

月～金（祝日、年末年始を除く8:30～
17:15）

月～金 9:00～18:00
月～金（祝日、年末年始を除く8:30～
17:15）

keieikin-yuu@
pref.fukushima.lg.jp
024-521-7288 月～金（祝日、年末年始を除く8:30～
FAX 024-521-7931 17:15）
keieikin-yuu@
pref.fukushima.lg.jp
024-521-2658
024-935-1292
0248-23-1546
0242-29-5292
0241-62-5207
0244-26-1142
0246-24-6006
TEL 024－525－4091
FAX 024－525－4096

月～金（祝日、年末年始を除く8:30～
17:15）

月～金（祝日、年末年始を除く9:00～
17：００）

令和２年度 福島県相談窓口一覧
番号

相談名

9

就職・生活相談
（雇用労政課）

10

就職相談
（雇用労政課）

11

12

チャレンジ支援相談

障がい者の就労相談
（雇用労政課）

相談内容

相談窓口・相談機関

ふくしま生活・就職応援センター
郡山事務所
白河事務所
求職者の就職相談・職業紹介
会津若松事務所
被災者の生活再建や自立支援に関する相
南相馬事務所
談
いわき事務所
広野事務所
富岡事務所
ふるさと福島就職情報センター
学生、UIJターン、離職者、フリーター、再就
東京窓口（福が満開、福しま暮らし情報セ
職を希望する女性等の就職相談、情報提供
ンター）
及び職業紹介
福島窓口(ｺﾗｯｾふくしま内)
男女共生センター二本松相談コーナー

女性の就業援助に関する相談

障がい者の就労に関する相談

男女共生センター郡山相談コーナー（県中
地方振興局内）
男女共生センター会津相談コーナー（会津
地方振興局内）
男女共生ｾﾝﾀｰいわき相談ｺｰﾅｰ(いわき地
方振興局内)
県北障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ
((社福)つばさ福祉会)
県中地域障害者就業･生活支援ｾﾝﾀｰ
((社福)ほっと福祉記念会)
県南障がい者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ
((社福)福島県社会福祉事業団)
会津障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ
((社福)若樹会)
相双障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ
((社福)福島県福祉事業協会）
いわき障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ
((社福)いわき福音協会）
商工労働部 企業立地課

13

企業の立地相談
（企業立地課）

企業の立地に係る相談

14

創業に関する相談

事業立ち上げ、法人設立、販路開拓、労務、 福島駅西口インキュベートルーム
会計、経営戦略策定等の相談

17

電話番号等

日時ほか

月～土 10:00～19:00
024-925-0811 （祝日、年末年始を除く）
0248-27-0041 ※広野事務所、富岡事務所は月～金、
0242-27-8258 9:00～17:00
0244-23-1239
0246-25-7131
0240-28-0636
0240-23-7880
(祝日、年末年始は除く)
03-3214-9009 火～日 10:00～18:00
024-525-0047 月～土 10:00～19:00
0243-23-8307 火～金
FAX 0243-23-8314 9:00～12:00
13:00～16:00
024-927-4030 月～木
9:00～12:00
0242-29-5588 13:00～16:00
0246-22-6400
024-529-6800 月～金

8:30～17:15

024-941-0570 月～金
8:30～17:30
第2・第4土 8:30～17:30
0248-23-8031 月～金
9:00～17:00
0242-85-6592 月～金

8:30～17:30

0244-24-3553 月～土

8:00～17:00

0246-24-1588 月～日

8:30～17:15

024-521-7916 月～金 8:30～17:15
investment@pref.fukushima.lg.jp
024-525-4048 月～金（祝日、年末年始を除く）
info@incu.jp 9:00～18:00

令和２年度 福島県相談窓口一覧
番号

15

相談名

16

技術相談
（産業創出課）

17

地域産業六次化相談（新県産
品開発支援）
（産業創出課）

18

医療機器関連産業に関する相談
窓口
ロボット産業に関する相談窓口

19

20

相談内容

（１）再生可能エネルギー関連産業育成・集
積に係る県の施策
再生可能エネルギー関連産業
（２）再生可能エネルギーに係る企業間の
相談窓口
ネットワーキング、事業化プロジェクトの創
出、販路開拓、海外連携に係る相談

地域産業６次化に関する相談

相談窓口・相談機関
公益財団法人福島県産業振興センター
エネルギー・エージェンシーふくしま

ハイテクプラザ
福島技術支援センター
県内企業の独自技術や新製品の開発、技術
会津若松技術支援センター
の高度化に関する相談
南相馬技術支援センター
いわき技術支援センター
福島県県産品加工支援センター
(ﾊｲﾃｸﾌﾟﾗｻﾞ会津若松技術支援ｾﾝﾀｰ内)
(農業総合ｾﾝﾀｰ生産環境部流通加工科
食品加工・農産物流通加工に関する相談
内)
(農業総合ｾﾝﾀｰ農業短期大学校内)
・農産物流通加工支援チーム
医療機器に関する安全性評価と事業化、医 （一財）ふくしま医療機器産業推進機構
療従事者等への研修に関する相談
ロボットに関連する実証試験や研究開発、販 （公財）福島イノベーション・コースト構想推
進機構
路拡大などに関する相談
農林水産部 農産物流通課
県北地方振興局 企画商工部
県北農林事務所 企画部
県中地方振興局 企画商工部
県中農林事務所 企画部
県南地方振興局 企画商工部
県南農林事務所 企画部
地域産業６次化に関する相談
会津地方振興局 企画商工部
会津農林事務所 企画部
南会津地方振興局 企画商工部
南会津農林事務所 企画部
相双地方振興局 企画商工部
相双農林事務所 企画部
いわき地方振興局 企画商工部
いわき農林事務所 企画部

18

電話番号等

日時ほか

024-963-0121 月～金（祝日、年末年始除く）
e.a.fukushima@f-open.or.jp 8:30～17:15

024-959-1741 月～金（祝日、年末年始を除く）
024-593-1121 8:30～17:15
0242-39-2100
0244-25-3060
0246-44-1475
0242-39-2974 月～金（祝日、年末年始を除く）
8:30～17:15
024-958-1719
0248-42-4114
024-954-4011 月～金 9:00～17:00
（祝日、年末年始を除く）
0244-25-2474 月～金 8：30～17：15
（祝日、年末年始を除く）
024-521-8041 月～金 8:30～17:15
024-521-2657 （祝日、年末年始を除く）
024-521-2596
024-935-1323
024-935-1510
0248-23-1546
0248-23-1527
0242-29-5292
0242-29-5369
0241-62-5207
0241-62-5252
0244-26-1117
0244-26-1153
0246-24-6007
0246-24-6152

令和２年度 福島県相談窓口一覧
番号

相談名

相談内容

相談窓口・相談機関
農林水産部農業経済課

21

農業制度資金等に関する相
農業制度資金等に関する相談
談

22

収入保険制度（農業者）に関
収入保険制度に関する相談
する相談

県北農林事務所農業振興普及部
県中農林事務所
〃
県南農林事務所
〃
会津農林事務所
〃
南会津農林事務所 〃
相双農林事務所
〃
いわき農林事務所 〃
農林水産部農業経済課
県青年農業者等育成センター

23

農業を始めたい方の就農相談 農業への就業相談

県北農林事務所 農業振興普及部
〃
伊達農業普及所
〃
安達農業普及所
県中農林事務所 農業振興普及部
〃
田村農業普及所
〃 須賀川農業普及所
県南農林事務所 農業振興普及部
会津農林事務所 農業振興普及部
〃 喜多方農業普及所
〃 会津坂下農業普及所
〃
〃
（金山普及所）
南会津農林事務所 農業振興普及部
〃
〃
（南郷普及所）
相双農林事務所 農業振興普及部
〃
双葉農業普及所
いわき農林事務所 農業振興普及部

19

電話番号等
024-521-7349
FAX 024-521-7937
024-521-2604
024-935-1307
0248-23-1562
0242-29-5302
0241-62-5253
0244-26-1147
0246-24-6160
024-521-7349
FAX 024-521-7937

日時ほか
月～金 8:30～17:15
（祝日．年末年始を除く）

月～金 8:30～17:15
（祝日．年末年始を除く）

024-521-9848 月～金 8:30～17:15
center@fnk-syunou.jp （祝日．年末年始を除く）
024-521-2608
024-575-3181
0243-22-1127
024-935-1310
0247-62-3113
0248-75-2181
0248-23-1565
0242-29-5306
0241-24-5745
0242-83-2113
0241-54-2801
0241-62-5262
0241-72-2243
0244-26-1149
0240-23-6474
0246-24-6161

令和２年度 福島県相談窓口一覧
番号

24

25

相談名

農業技術相談

農業経営相談

相談内容

農業技術相談

農業経営改善に関する事（経営改善、経営
診断）
法人化に関すること(一戸一法人、複数戸法
人）
事業継承（第三者を含む）、後継者育成に関
する事
規模拡大・農地集積に関すること
労務管理、社会保険、農業者年金に関する
こと
６次産業化（販売・加工）に関すること
補助金、制度資金（スーパーL、近代化等）、
低利子融資に関すること

相談窓口・相談機関
農林水産部 農業振興課
農業総合センター
県北農林事務所 農業振興普及部
〃
伊達農業普及所
〃
安達農業普及所
県中農林事務所 農業振興普及部
〃
田村農業普及所
〃 須賀川農業普及所
県南農林事務所 農業振興普及部
会津農林事務所 農業振興普及部
〃 喜多方農業普及所
〃 会津坂下農業普及所
〃
〃
（金山普及所）
南会津農林事務所 農業振興普及部
〃
〃
（南郷普及所）
相双農林事務所 農業振興普及部
〃
双葉農業普及所
いわき農林事務所 農業振興普及部
農林水産部 農業担い手課
福島県農業経営相談所
県北農林事務所 農業振興普及部
〃
伊達農業普及所
〃
安達農業普及所
県中農林事務所 農業振興普及部
〃
田村農業普及所
〃 須賀川農業普及所
県南農林事務所 農業振興普及部
会津農林事務所 農業振興普及部
〃 喜多方農業普及所
〃 会津坂下農業普及所
〃
〃
（金山普及所）
南会津農林事務所 農業振興普及部
〃
〃
（南郷普及所）
相双農林事務所 農業振興普及部
〃
双葉農業普及所
いわき農林事務所 農業振興普及部

20

電話番号等
024-521-7344
024-958-1700
024-521-2609
024-575-3181
0243-22-1125
024-935-1321
0247-62-3113
0248-75-2181
0248-23-1565
0242-29-5308
0241-24-5743
0242-83-2113
0241-54-2801
0241-62-5264
0241-72-2243
0244-26-1151
0240-23-6474
0246-24-6161
024-521-7340
024-524-1201
024-521-2608
024-575-3181
0243-22-1127
024-935-1321
0247-62-3113
0248-75-2181
0248-23-1565
0242-29-5306
0241-24-5745
0242-83-2113
0241-54-2801
0241-62-5262
0241-72-2243
0244-26-1149
0240-23-6474
0246-24-6161

日時ほか
月～金 8:30～17:15
（祝日．年末年始を除く）

月～金 8:30～17:15
（祝日．年末年始を除く）

令和２年度 福島県相談窓口一覧
番号

相談名

相談内容

相談窓口・相談機関
農林水産部環境保全農業課

26

27

28

29
30
31
32

農産物検査（等級検査）に関す 農産物検査（等級検査）に関する相談、情報
る相談
提供
農業総合センター
県北農林事務所 農業振興普及部
〃
伊達農業普及所
〃
安達農業普及所
県中農林事務所 農業振興普及部
〃
田村農業普及所
〃 須賀川農業普及所
県南農林事務所 農業振興普及部
農薬の選び方や使用方法、農薬の影響等に
会津農林事務所 農業振興普及部
農薬適正使用の相談
ついての相談
〃 喜多方農業普及所
〃 会津坂下農業普及所
〃
〃
（金山普及所）
南会津農林事務所 農業振興普及部
〃
〃
（南郷普及所）
相双農林事務所 農業振興普及部
〃
双葉農業普及所
いわき農林事務所 農業振興普及部
農林水産部 畜産課
中央家畜保健衛生所
県北家畜保健衛生所
家畜の防疫に関する相談
家畜の防疫に関する相談
会津家畜保健衛生所
相双家畜保健衛生所
農林水産部 水産課
漁業への就業相談
漁業への就業相談
水産事務所
農林水産部 水産課
漁業制度資金等に関する相談 漁業制度資金等に関する相談
水産事務所
農林水産部 水産課
コイヘルペスウィルス病の防疫
コイヘルペスウィルス病の防疫に関する相談
に関する相談
内水面水産試験場
水産事務所
大型クラゲ被害に伴う相談
大型クラゲ被害に伴う相談

21

電話番号等

日時ほか

024-521-7342 月～金（祝日、年末年始を除く 8:30～
17:15）
kankyouhozen_nougyou@
pref.fukushima.lg.jp
024-958-1700 月～金 8:30～17:15
024-521-2609 （祝日、年末年始を除く）
024-575-3181
0243-22-1127
024-935-1321
0247-62-3113
0248-75-2181
0248-23-1565
0242-29-5308
0241-24-5743
0242-83-2112
0241-54-2801
0241-62-5264
0241-72-2243
0244-26-1151
0240-23-6474
0246-24-6161
024-521-7364 月～金 8:30～17:15
0247-57-6131
024-531-1301
0242-25-0599
0244-24-3451
024-521-7376 月～金 8:30～17:15
0246-24-6176
024-521-7379 月～金 8:30～17:15
0246-24-6174
024-521-7378 月～金 8:30～17:15
0242-65-2011
0246-24-6176 月～金 8:30～17:15

令和２年度 福島県相談窓口一覧
番号

相談名

相談内容

33

林業制度資金等に関する相談 林業制度資金等に関する相談

34

林業への就業相談・林業事業
体経営相談

林業への就業相談・林業事業体経営相談

相談窓口・相談機関
農林水産部 林業振興課
県北農林事務所 森林林業部
県中農林事務所
〃
県南農林事務所
〃
会津農林事務所
〃
南会津農林事務所 〃
相双農林事務所
〃
〃
富岡林業指導所
いわき農林事務所 森林林業部
(公社)福島県森林・林業・緑化協会
林業労働力確保支援センター

電話番号等

日時ほか

024-521-7426 月～金 8:30～17:15
024-521-2632
024-935-1367
0247-33-2123
0241-24-5734
0241-62-5375
0244-26-4305
0240-23-6084
0246-24-6193
024-521-3270 月～金 8:30～17:00
FAX 024-521-3246

８ 警察・犯罪関連

1

警察安全相談

犯罪等による被害の未然防止に関する相談
や県民の安全と平穏に関わる相談、警察に
対する要望、意見

2

いじめ110番

子どもの「いじめ」について、子ども、保護者
等からの電話による相談

3

ヤングテレホン

少年や少年の保護者からの家族、学校、友
人関係など青少年の思春期の悩みや子ども
の非行問題に関する相談

4

性犯罪被害110番

性犯罪被害相談

県警察本部

024-525-8055 【電話相談】
(ﾌﾟｯｼｭﾎﾝの場合#9110) 月～金 9:00～17:00
FAX 024-523-1177 （祝日、年末年始を除く）
【面接相談】
月～金 9:00～17:00
（祝日、年末年始を除く）

県警察本部

0120-795-110 月～金 9:00～17:00
（祝日、年末年始を除く）

県警察本部

024-525-8060 月～金 9:00～17:00
（祝日、年末年始を除く）

県警察本部

0120-503-732 平日 9:00～17:00
#8103 (執務時間外は当直対応)

(公財)福島県暴力追放運動推進ｾﾝﾀｰ
5

暴力団に関する相談

暴力団に関する相談

福島相談所
郡山相談所

024-572-6960 【電話相談】
FAX 024-572-6961 月～金 9:00～17:00
電話・FAX兼用
024-939-8930
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令和２年度 福島県相談窓口一覧
番号
6

7

相談名

相談内容

運転免許に関する問い合わ
運転免許に関する問い合わせ
せ
安全運転相談

病気、身体の障害を有する方、高齢者等に
係る運転免許の取得・継続に関する相談

8

交通情報の問い合わせ

交通情報の問い合わせ

9

犯罪被害者等支援に関する相
犯罪や交通事故の被害に関する相談
談

10

性暴力等被害者相談
ＳＡＣＲＡホットライン

相談窓口・相談機関
県警察本部

電話番号等

日時ほか

総合 024-591-4372 月～金 8:30～17:00
免許更新・自主返納 （祝日、年末年始を除く）
024-591-4381

県警察本部
福島運転免許センター
郡山運転免許センター
各警察署
(公財）日本道路交通情報センター

#8080 月～金 8:30～17:00
024-591-4372 （祝日、年末年始を除く）
024-961-2100
050-3369-6607 終日 9:00～17:00
（不在時・回線混雑時はテレガイド対応）

(公社)ふくしま被害者支援センター
(公社)ふくしま被害者支援センター

性暴力等被害に関する相談

23

024-533-9600 月～金 10:00～16:00
（祝日、年末年始を除く）
024-533-3940 【月、水、金】10:00～20:00
【火、木】10:00～16:00
（祝日、年末年始を除く）

