４．経済的救済に関する相談
（１）警察の給付制度
（２）公益財団法人が行う犯罪被害者に係る救援事業
（３）民事法律扶助制度による無料法律相談、弁護士費用等の立替え等
（４）福祉制度による経済的支援
（５）社会福祉や生活資金に関する相談
（６）犯罪被害、災害等による損害に関する税金相談

（１）警察の給付制度
業務内容等

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○「犯罪被害給付制度」
○電話受付
犯罪により不慮の死を遂げ
平日（月 ～ 金 8:30～17:15）
た方の遺族、障害が残る方、
上記以外は当直が対応
重大な負傷や疾病を受けた
方への経済的支援

【警察本部犯罪被害者支援室】
・代表電話 018-863-1111
・〒010-0951 秋田市山王四丁目1番5号
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.police.pref.akita.jp

（２）公益財団法人が行う犯罪被害者に係る救援事業
業務内容等
○犯罪被害者等に対する奨
学金等の給与

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○電話受付
【(公財)犯罪被害救援基金】
月～金 9:30～18:00
・専用電話 03-5226-1020
（土日、祝日、年末年始を除く） ・〒102-0093 東京都千代田区平河町二丁目3-6
平河町共済ビル内
・ホームページ http://kyuenkikin.or.jp/

（３）民事法律扶助制度による無料法律相談、弁護士費用等の立替え等
業務内容等

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○無料法律相談（要予約）
○電話・窓口での予約受付
【日本司法支援センター秋田地方事務所】
○裁判代理費用・書類作成費 月～金 9:00～17:00
（法テラス秋田）
用の立て替え等（要審査）
（土日、祝日、年末年始を除く） ・専用電話 0503383-5551
・〒010-0001 秋田市中通五丁目1番51号
北都ビルディング６階
・ホームページ http://www.houterasu.or.jp/
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（４）福祉制度による経済的支援
業務内容等

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○生活保護に関する相談
○電話・面接相談（無料）
【県福祉事務所】
○ひとり親家庭の福祉資金の 月～金 8:30～17:15
○北福祉事務所
相談等
（土日、祝日、年末年始を除く） ・代表電話 0186-52-3951
・〒018-5601 大館市十二所字平内新田237-1
北秋田地域振興局大館福祉環境部内
○山本福祉事務所
・代表電話 0185-52-5105
・〒016-0815 能代市御指南町1番10号
山本地域振興局福祉環境部内
○中央福祉事務所
・代表電話 018-855-5171
・〒018-1402 潟上市昭和乱橋字古開172-1
秋田地域振興局福祉環境部内
○南福祉事務所
・代表電話 0182-32-3294
・〒013-8503 横手市旭川一丁目3番46号
平鹿地域振興局福祉環境部内
【市福祉事務所】
○鹿角市
・電話
（生活保護相談）
0186-30-0627
（ひとり親家庭相談） 0186-30-0235
・〒018-5201 鹿角市花輪字下花輪50番地
○大館市
・電話
（生活保護相談）
0186-43-7051
（ひとり親家庭相談） 0186-43-7054
・〒017-0897 大館市字三の丸103番4号
○北秋田市
・電話
（生活保護相談）
0186-62-1113
（ひとり親家庭相談） 0186-62-6638
・〒018-3392 北秋田市花園町19番1号
○能代市
・電話
（生活保護相談）
0185-89-2154
（ひとり親家庭相談） 0185-89-2947
・〒016-8501 能代市上町1番3号
○男鹿市
・電話
（生活保護相談）
0185-24-9118
（ひとり親家庭相談） 0185-24-9117
・〒010-0595 男鹿市船川港船川字泉台66番1号
○潟上市
・代表電話 018-853-5314
・〒010-0201 潟上市天王字棒沼台226番地1
○秋田市
・電話
（生活保護相談）
018-888-5669
（ひとり親家庭相談） 018-888-5690
・〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
○由利本荘市
・電話
（生活保護相談）
0184-24-6316
（ひとり親家庭相談） 0184-24-6319
・〒015-8501 由利本荘市尾崎17番地
○にかほ市
・電話
（生活保護相談）
0184-32-3038
（ひとり親家庭相談） 0184-32-3040
・〒018-0492 にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
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業務内容等

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○生活保護に関する相談
○電話・面接相談（無料）
○大仙市
○ひとり親家庭の福祉資金の 月～金 8:30～17:15
・電話（総合案内） 0187-63-1111
相談等
（土日、祝日、年末年始を除く） ・〒014-8601 大仙市大曲花園町1番1号
○仙北市
・電話
（生活保護相談）
0187-43-2284
（ひとり親家庭相談） 0187-43-2280
・〒014-0592 仙北市西木町上荒井字古堀田47
○横手市
・電話
（生活保護相談）
0182-32-2156
（ひとり親家庭相談） 0182-35-2133
・〒013-0023 横手市中央町8-2（本庁舎）
○湯沢市
・電話
（生活保護相談）
0183-55-8088
（ひとり親家庭相談） 0183-78-0166
・〒012-8501 湯沢市佐竹町１番１号

（５）社会福祉や生活資金に関する相談
業務内容等

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○在宅福祉サービス等の地 ○電話・面接相談（無料）
域福祉に関する相談
月～金 9:00～17:00
○生活福祉資金貸付に関す （土日、祝日、年末年始を除く）
る相談
○ボランティア活動に関する
相談等
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○社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会
・代表電話 018-864-2711
・〒010-0922 秋田市旭北栄町１－５
○各市町村社会福祉協議会
鹿角市☎0186-23-2165 小坂町☎0186-29-3221
大館市☎0186-42-8101 北秋田市☎0186-69-8025
上小阿仁村☎0186-77-3057
能代市☎0185-89-6000
藤里町☎0185-79-2848
三種町☎0185-72-4400
八峰町☎0185-77-3551
秋田市☎018-862-7445
男鹿市☎0185-23-2772
潟上市☎018-877-2677
五城目町☎018-852-5192
八郎潟町☎018-875-3871 井川町☎018-874-2611
大潟村☎0185-45-2840
由利本荘市☎0184-23-5519
にかほ市☎0184-32-3020 大仙市☎0187-63-0277
仙北市☎0187-52-1624
美郷町☎0187-85-2294
横手市☎0182-36-5377
湯沢市☎0183-73-8696
羽後町☎0183-62-5313
東成瀬村☎0182-47-2700

（６）犯罪被害、災害等による損害に関する税金相談
業務内容等
○相続税
○医療費控除
○障害者控除
○雑損控除 等

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○面接相談（無料）
月～金 8:30～17:00
（祝日、年末年始を除く）
※税務署での面接によるご相
談は「事前予約制」となっており
ますので、ご希望の方は、あら
かじめ電話等でご予約の上、お
越しください。（ご予約の際に
は、住所・氏名・相談内容等を
お伺いいたします。）

○電話相談
（通話料は自己負担となります）
月～金 8:30～17:00
（祝日、年末年始を除く）
※国税に関する一般的な相談
は「電話相談センター」でお応え
します。
各税務署の代表電話におか
けいただき、音声案内に従い「１
番」を選択していただくと、専門
スタッフが相談をお受けします。
税務署にご用の方は、音声案
内に従い「２番」を選択してくださ
い。

【各税務署】
○秋田南
・代表電話 018-832-4121
・〒010-8622 秋田市中通五丁目5番2号
○秋田北
・代表電話 018-845-1161
・〒011-8577 秋田市土崎港中央六丁目9番13号
○能代
・代表電話 0185-52-6111
・〒016-8601 能代市末広町4番20号
能代合同庁舎
○横手
・代表電話 0182-32-6090
・〒013-8504 横手市旭川一丁目5番8号
○大館
・代表電話 0186-42-0671
・〒017-8686 大館市赤館町2番16号
○本荘
・代表電話 0184-22-2335
・〒015-8622 由利本荘市給人町17番
本荘合同庁舎
○湯沢
・代表電話 0183-73-5100
・〒012-8502 湯沢市大工町2番32号
○大曲
・代表電話 0187-62-2191
・〒014-8611 大仙市大曲上栄町9番4号
【国税庁ホームページ】 http://www.nta.go.jp
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