
支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考
全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届 0186-30-0221

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等） 該当なし

障害基礎年金（国民年金） 市民課　戸籍年金班 0186-30-0223

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 該当なし

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 市民課　戸籍年金班 0186-30-0221

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接）

ファミリー・サポート・センターによる育児支援

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付 福祉総務課　地域福祉班 0186-30-0238

心の健康相談、関係機関の紹介等
すこやか子育て課
　健康づくり班

0186-30-0119

自立支援医療費公費負担制度 福祉総務課　地域福祉班 0186-30-0238

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等 該当なし

母子家庭等就業・自立支援事業
すこやか子育て課
　こども家庭応援班

0186-30-0235

母子自立支援プログラム策定等事業 該当なし

児童手当

保育園・認定こども園・幼稚園の入園申込・利用料
助成

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

夜間擁護等（トワイライト）事業 該当なし

助産制度
すこやか子育て課
　健康づくり班

0186-30-0265

奨学金の貸付 教育委員会　総務学事課　総務班 0186-30-0290

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免 教育委員会総務学事課学事指導班 0186-30-0291

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度 福祉総務課　地域福祉班 0186-30-0238

身体・精神的な健康相談（保健所） 該当なし

健康相談（市町村保健センター）
すこやか子育て課
　健康づくり班

0186-30-0119

相談、支援業務（社会福祉協議会） 鹿角市社会福祉協議会 0186-23-2165

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 該当なし

高齢者を対象とした総合的な相談・支援
あんしん長寿課　
　高齢者支援班

0186-30-0237

後期高齢者福祉医療費の助成 市民課　国保医療班 0186-30-0222

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度 福祉総務課　地域福祉班 0186-30-0238

生活保護関係 生活保護費支給 福祉総務課　保護班 0186-30-0236

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 生活環境課コミュニティ推進班 0186-30-0202

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 教育委員会総務学事課学事指導班 0186-30-0684

市町村民税・県民税の減免 0186-30-0213

固定資産税の減免 0186-30-0214

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付 税務課　収納管理室 0186-30-0215

国民健康保険税の減免 税務課　課税班 0186-30-0213

国民健康保険税の納付 税務課　収納管理室 0186-30-0215

多重債務 相談員による多重債務相談 消費生活センター
（生活環境課コミュニティ推進班）

0186-30-0258

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：   　鹿角市

生活環境課　環境推進班 0186-30-0224

被害者遺族 市民課　戸籍年金班
0186-30-0223

後遺障害関係

福祉総務課　地域福祉班 0186-30-0238

後遺障害（児童）関係

福祉総務課　地域福祉班 0186-30-0238

すこやか子育て課
　こども家庭応援班

0186-30-0235女性・子ども関係

精神保健関係

医療関係

市民課　国保医療班 0186-30-0222

ひとり親家庭等の問題 すこやか子育て課
　こども家庭応援班

0186-30-0235

就労関係

子育て支援関係

すこやか子育て課
　こども家庭応援班

0186-30-0235

就学

消費トラブル等関係
消費生活センター
（生活環境課コミュニティ推進班）

0186-30-0258

保健、医療関係

保健、医療関係（高齢者）

あんしん長寿課　
　高齢者支援班

0186-30-0237

住宅関係 都市整備課　建築住宅班 0186-30-0266

税の減免・相談

税務課　課税班



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等） 該当なし

障害基礎年金（国民年金） 町民課町民生活班 0186-29-3906 戸籍・住基担当

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告 小坂町障害者相談支援事業所 0186-29-2950

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 福祉課まるごと支援班 0186-29-3926

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 町民課町民生活班 0186-29-3906 戸籍・住基担当

ファミリー・サポート・センターによる育児支援

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等

自立支援医療費公費負担制度

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等

母子家庭等就業・自立支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業

児童手当

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立）

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

夜間養護等（トワイライト）事業

助産制度 福祉課まるごと支援班 0186-29-3926

就学費用等の貸付

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度 福祉課町民福祉班 0186-29-3925

身体・精神的な健康相談（保健所）

健康相談（市町村保健センター）

相談、支援業務（社会福祉協議会）

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 町民課町民生活班 0186-29-3928

高齢者を対象とした総合的な相談・支援 福祉課まるごと支援班 0186-29-2950

後期高齢者福祉医療費の助成 町民課町民生活班 0186-29-3928

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応 福祉課まるごと支援班 0186-29-2950

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度

生活保護関係 生活保護費支給 秋田県北福祉事務所 0186-52-3952

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 町民課町民生活班 0186-29-3906 戸籍・住基担当

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 小坂町教育委員会総務班 0186-29-2342

市町村民税・県民税の減免

固定資産税の減免

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付

国民健康保険税の減免

国民健康保険税の納付

多重債務 相談員による多重債務相談 観光産業課観光商工班 0186-29-3908

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：小坂町   　

町民課町民生活班 0186-29-3928

被害者遺族 町民課町民生活班 0186-29-3906 戸籍・住基担当

後遺障害関係

福祉課町民福祉班 0186-29-3925

後遺障害（児童）関係
福祉課町民福祉班 0186-29-3925

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接）

女性・子ども関係

精神保健関係

医療関係

町民課町民生活班 0186-29-3928

ひとり親家庭等の問題

就労関係

子育て支援関係

小坂町教育委員会総務班 0186-29-2342

福祉課町民福祉班 0186-29-3925

就学 小坂町教育委員会総務班 0186-29-2342

消費トラブル等関係 観光産業課観光商工班 0186-29-3908

保健、医療関係
福祉課まるごと支援班 0186-29-3926

保健、医療関係（高齢者）

福祉課町民福祉班 0186-29-3925

住宅関係 建設課建設班 0186-29-3910

税の減免・相談 町民課税務班 0186-29-3904

福祉課まるごと支援班

福祉課町民福祉班

0186-29-3926

0186-29-3925

福祉課町民福祉班 0186-29-3925



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届 市民課　戸籍係 0186-43-7041 〃

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等） 該当なし

障害基礎年金（国民年金） 保険課　年金係 0186-43-7043 月～金　8：30～17：15

特別児童扶養手当 子ども課　児童相談係 0186-43-7054 〃

障害児福祉手当

障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

重度心身障害児（者）の医療費助成（福祉医療制度）

高齢者身体障害者の医療費助成（福祉医療制度）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告
福祉課　障害福祉係
大館市基幹相談支援センター

0186-43-7052
0186-57-8212

月～金　8：30～17：15
月～金　8：30～17：30

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 該当なし

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 市民課　市民係 0186-43-7042 月～金　8：30～17：15

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接） 福祉課　福祉相談係 0186-43-7017 〃

ファミリー・サポート・センターによる育児支援 子ども課　子育て支援係 0186-43-7053 〃

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付 福祉課　障害福祉係 0186-43-7052 〃

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等 健康課　健康企画係 0186-42-9055 〃

医療関係 自立支援医療費公費負担制度 福祉課　障害福祉係 0186-43-7052 月～金　8：30～17：15

乳幼児医療関係 乳幼児の医療費助成（福祉医療制度）

ひとり親家庭等の児童の医療費助成（福祉医療制度）

母子父子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等 職の窓口「活ｊｏｂおおだて」 0186-44-4505 月～金　9:00～16:45

母子家庭等就業・自立支援事業 子ども課　児童相談係 0186-43-7054 月～金　8：30～17：15

母子自立支援プログラム策定等事業 該当なし

児童手当 子ども課　児童相談係 0186-43-7054 月～金　8：30～17：15

保育施設の入所及び保育料等の助成

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業 子ども課　児童相談係 0186-43-7054 月～金　8:30～17:15

夜間養護等（トワイライト）事業 子ども課　子育て支援係 0186-43-7053 〃

助産制度 子ども課　児童相談係 0186-43-7054 〃

就学費用等の貸付 該当なし

就学費用の援助 学校教育課　学事係 0186-43-7112 月～金　8：30～17：15

消費者トラブル被害者救済相談業務 市民相談室 0186-43-7045 月～金　9：00～17：00

消費者被害に関する弁護士法律相談業務 市民課　生活相談係 0186-43-7044 要予約

福祉全般の相談 福祉課　福祉相談係 0186-43-7017 月～金　8：30～17：15

行旅病人・死亡人及び浮浪者関係 福祉課　総務係 0186-42-8100 月～金　8：30～17：15

身体・精神的な健康相談（保健所） 該当なし

健康相談（市町村保健センター） 健康課(大館市保健センター内) 0186-42-9055 月～金　8：30～17：15

相談、支援業務（社会福祉協議会） 該当なし

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 該当なし

高齢者を対象とした総合的な相談・支援 長寿課　高齢者福祉係 0186-43-7056 月～金　8：30～17：15

後期高齢者福祉医療費の助成 保険課　医療給付係 0186-43-7046 〃

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応 長寿課　高齢者福祉係 0186-43-7056 〃

介護関係 介護保険料の納付に関する相談 長寿課　介護保険係 0186-43-7055 〃

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度 福祉課　福祉相談係 0186-43-7017 〃

生活保護関係 生活保護費支給、生活保護制度 福祉課　保護係 0186-43-7051 〃

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 該当なし

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 教育委員会　教育研究所 0186-43-7114 月～金　8：30～17：15

市町村民税・県民税の減免 税務課　市民税係 0186-43-7033 〃

固定資産税の減免 税務課　固定資産税係 0186-43-7034 〃

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付 収納課　収納係 0186-43-7036 〃

国民健康保険税の減免 税務課　市民税係 0186-43-7033 〃

国民健康保険税の納付 収納課　収納係 0186-43-7036 〃

多重債務 相談員による多重債務相談 市民相談室 0186-43-7045 月～金　9：00～17：00

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名： 大館市  　

市民課　生活相談係 0186-43-7044 月～金　8：30～17：15

被害者遺族
保険課　年金係 0186-43-7043 〃

後遺障害関係

福祉課　障害福祉係 0186-43-7052 〃

後遺障害（児童）関係

福祉課　障害福祉係 0186-43-7052 〃

障害児（者）関係
保険課　医療給付係 0186-43-7046 〃

女性・子ども関係

子ども課　児童相談係 0186-43-7054 〃

精神保健関係

保険課　医療給付係 0186-43-7046 〃

ひとり親家庭等の問題
子ども課　児童相談係 0186-43-7054 〃

就労関係

子育て支援関係

子ども課　子育て支援係 0186-43-7053 〃

就学

消費トラブル等関係

保健、福祉、医療関係

保健、医療関係

保健、医療関係（高齢者）

住宅関係 都市計画課　管理係 0186-43-7081 〃

税の減免・相談



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届 市民課市民係 0186-62-1114

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等）

障害基礎年金（国民年金）

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 北秋田保健所 0186-62-1165

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限）

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接）

ファミリー・サポート・センターによる育児支援

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等

自立支援医療費公費負担制度

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度 医療健康課健康推進係 0186-62-6666

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等

母子家庭等就業・自立支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業

児童手当

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立）

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

夜間養護等（トワイライト）事業

助産制度 医療健康課健康推進係 0186-62-6666

就学費用等の貸付

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度 福祉課地域障がい福祉係 0186-62-6637

身体・精神的な健康相談（保健所） 北秋田保健所 0186-62-1165

健康相談（市町村保健センター） 医療健康課健康推進係 0186-62-6666

相談、支援業務（社会福祉協議会） 北秋田社会福祉協議会 0186-69-8025

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 市民課国保年金係 0186-62-1118

高齢者を対象とした総合的な相談・支援 高齢福祉課高齢福祉係 0186-62-6639

後期高齢者福祉医療費の助成 市民課国保年金係 0186-62-1118

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応 高齢福祉課高齢福祉係 0186-62-6639

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談 高齢福祉課介護保険係 0186-62-1112

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度 福祉課地域障がい福祉係 0186-62-6637

生活保護関係 生活保護費支給 福祉課保護係 0186-62-1113

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 市民課市民係 0186-62-1114

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 学校教育課義務教育係 0186-62-6617

市町村民税・県民税の減免

固定資産税の減免

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付 税務課収納係 0186-62-1115

国民健康保険税の減免 税務課市税係 0186-62-1116

国民健康保険税の納付 税務課収納係 0186-62-1115

多重債務 相談員による多重債務相談 生活課地域推進係 0186-62-6628

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名： 北秋田市  　

生活課地域推進係 0186-62-6628

被害者遺族
市民課国保年金係 0186-62-1118

後遺障害関係 福祉課地域障がい福祉係 0186-62-6637

後遺障害（児童）関係 福祉課こども福祉係 0186-62-6638

福祉課地域障がい福祉係 0186-62-6637

市民課市民係 0186-62-1114

女性・子ども関係
福祉課こども福祉係 0186-62-6638

精神保健関係

福祉課地域障がい福祉係 0186-62-6637

医療関係

ひとり親家庭等の問題

就労関係

子育て支援関係

就学 学校教育課義務教育係 0186-62-6617

消費トラブル等関係 生活課地域推進係 0186-62-6628

保健、医療関係

保健、医療関係（高齢者）

住宅関係 都市計画課都市計画住宅係 0186-72-5246

税の減免・相談

税務課市税係 0186-62-1116

福祉課こども福祉係 0186-62-6638



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等）

障害基礎年金（国民年金）

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 該当なし

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限）

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接）

ファミリー・サポート・センターによる育児支援

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等 住民福祉課健康推進班 0186-77-3008

自立支援医療費公費負担制度 住民福祉課住民福祉班

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等 該当なし

母子家庭等就業・自立支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業

児童手当

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立）

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

夜間擁護等（トワイライト）事業

助産制度

就学費用等の貸付

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度

身体・精神的な健康相談（保健所） 該当なし

健康相談（市町村保健センター） 住民福祉課健康推進班 0186-77-3008 月～金　8:30～17:15

相談、支援業務（社会福祉協議会） 該当なし

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 住民福祉課税務保険班 0186-77-2222

高齢者を対象とした総合的な相談・支援 住民福祉課健康推進班 0186-77-3008

後期高齢者福祉医療費の助成 住民福祉課税務保険班

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度

生活保護関係 生活保護費支給 該当なし

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 住民福祉課住民福祉班 0186-77-2222

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 教育委員会事務局総務学校班 0186-60-9000

市町村民税・県民税の減免

固定資産税の減免

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付

国民健康保険税の減免

国民健康保険税の納付

多重債務 相談員による多重債務相談 住民福祉課住民福祉班

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：上小阿仁村   　

総務課企画班 0186-77-2221

被害者遺族

後遺障害関係

後遺障害（児童）関係

住民福祉課住民福祉班 0186-77-2222女性・子ども関係

精神保健関係

医療関係

住民福祉課税務保険班

ひとり親家庭等の問題
住民福祉課住民福祉班

就労関係

住民福祉課住民福祉班 0186-77-2222

子育て支援関係

教育委員会事務局
生涯学習班

0186-60-9000

住民福祉課住民福祉班 0186-77-2222

就学
教育委員会事務局
総務学校班

0186-60-9000

消費トラブル等関係

住民福祉課住民福祉班 0186-77-2222

消費トラブル等関係

保健、医療関係

月～金　8:30～17:15

保健、医療関係（高齢者）

0186-77-2222
住民福祉課住民福祉班

住宅関係 建設課 0186-77-2224

税の減免・相談 住民福祉課税務保険班
0186-77-2222

月～金　8:30～17:15

住民福祉課住民福祉班 0186-77-2222

月～金　8:30～17:15

0186-77-2222

月～金　8:30～17:15

月～金　8:30～17:15



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等）

障害基礎年金（国民年金）

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所）

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限）

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接）

ファミリー・サポート・センターによる育児支援

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等

自立支援医療費公費負担制度

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等

母子家庭等就業・自立支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業

児童手当 福祉保健課 0185-76-4608

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立） 学校教育課 0185-77-2816

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

夜間擁護等（トワイライト）事業

助産制度

就学費用等の貸付

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度

身体・精神的な健康相談（保健所）

健康相談（市町村保健センター）

相談、支援業務（社会福祉協議会）

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 福祉保健課 0185-76-4608

高齢者を対象とした総合的な相談・支援 福祉保健課 0185-76-4608

後期高齢者福祉医療費の助成 福祉保健課 0185-76-4608

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度

生活保護関係 生活保護費支給

公営住宅への一時入居 建設課 0185-76-4610

公営住宅への優先入居 建設課 0185-76-4610

外国人住民対応 外国人住民相談

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会）

市町村民税・県民税の減免

固定資産税の減免

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付

国民健康保険税の減免

国民健康保険税の納付

多重債務 相談員による多重債務相談

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：八峰町   　

総務課　防災まちづくり室 0185-76-4666

被害者遺族

後遺障害関係

後遺障害（児童）関係

女性・子ども関係

精神保健関係

医療関係

ひとり親家庭等の問題

就労関係

子育て支援関係

就学

消費トラブル等関係 産業振興課 0185-76-4605

福祉保健課 0185-76-4608

保健、医療関係

保健、医療関係（高齢者）

福祉保健課 0185-76-4608

住宅関係

税の減免・相談 税務会計課 0185-76-4604

福祉保健課 0185-76-4608

福祉保健課 0185-76-4608



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等）

障害基礎年金（国民年金）

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 該当なし

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限）

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接）

ファミリー・サポート・センターによる育児支援 該当なし

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等

自立支援医療費公費負担制度

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業 該当なし

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業 該当なし

児童扶養手当 町民課町民福祉係 0185-79-2113 月～金　　8:30～17:15

母子生活支援施設への入所 該当なし

就業相談等 町民課町民福祉係 0185-79-2113 月～金　　8:30～17:15

母子家庭等就業・自立支援事業 該当なし

母子自立支援プログラム策定等事業 該当なし

児童手当 町民課町民福祉係 0185-79-2113 月～金　　8:30～17:15

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立） 該当なし

一時預かり 教育委員会学校教育係 0185-79-1327 月～金　　8:30～17:15

短期入所生活援助（ショートステイ）事業 該当なし

夜間擁護等（トワイライト）事業 該当なし

助産制度 該当なし

就学費用等の貸付

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免

消費者トラブル被害者救済相談業務 町民課町民福祉係 0185-79-2113 月～金　　8:30～17:15

消費者被害に関する弁護士法律相談業務 該当なし

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度 町民課町民福祉係 0185-79-2113 月～金　　8:30～17:15

身体・精神的な健康相談（保健所） 該当なし

健康相談（市町村保健センター） 該当なし

相談、支援業務（社会福祉協議会） 該当なし

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 該当なし

高齢者を対象とした総合的な相談・支援

後期高齢者福祉医療費の助成

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度

生活保護関係 生活保護費支給 該当なし

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 町民課町民福祉係 0185-79-2113 月～金　　8:30～17:15

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 教育委員会学校教育係 0185-79-1327 月～金　　8:30～17:15

市町村民税・県民税の減免

固定資産税の減免

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付

国民健康保険税の減免

国民健康保険税の納付

多重債務 相談員による多重債務相談 該当なし

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：   藤里町　

被害者遺族

後遺障害関係

後遺障害（児童）関係

町民課健康推進係 0185-79-2113 月～金　　8:30～17:15

女性・子ども関係

精神保健関係

医療関係

ひとり親家庭等の問題

就労関係

子育て支援関係

就学 教育委員会学校教育係 0185-79-1327 月～金　　8:30～17:15

消費トラブル等関係

保健、医療関係

保健、医療関係（高齢者） 町民課健康推進係 0185-79-2113

月～金　　8:30～17:15

町民課町民福祉係 0185-79-2113

住宅関係 生活環境課生活環境係 0185-79-2115 月～金　　8:30～17:15

税の減免・相談 税務会計課税務会計係 0185-79-2113 月～金　　8:30～17:15

町民課町民福祉係 0185-79-2113 月～金　　8:30～17:15

町民課町民福祉係 0185-79-2113 月～金　　8:30～17:15



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届 0185-89-2133

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等） 該当なし

障害基礎年金（国民年金） 市民保険課　窓口サービス係 0185-89-2168

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付） 0185-89-2153

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告 0185-89-2152

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 健康づくり課　健康企画係 0185-58-2838

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 市民保険課　窓口サービス係 0185-89-2133

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接）
市民活力推進課
地域づくり支援係

0185-89-2148

ファミリー・サポート・センターによる育児支援 子育て支援課　子ども福祉係 0185-89-2946

児童虐待、DVに関する相談
子育て支援課　
児童家庭福祉係

0185-89-2947

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告
子育て支援課　
児童家庭福祉係

0185-89-2947

精神障害者保健福祉手帳の交付 福祉課　ふれあい福祉係 0185-89-2153

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等 健康づくり課　健康増進係 0185-58-2838

自立支援医療費公費負担制度 福祉課　ふれあい福祉係 0185-89-2153

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度
市民保険課
後期高齢者・福祉医療係

0185-89-2159

母子寡婦福祉資金貸付金 0185-89-2956

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等 商工労働課　商工労働係 0185-89-2186

母子家庭等就業・自立支援事業
子育て支援課　
児童家庭福祉係

0185-89-2946

母子自立支援プログラム策定等事業 該当なし

児童手当

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立）

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

夜間擁護等（トワイライト）事業

助産制度

就学費用等の貸付

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度 福祉課　厚生福祉係 0185-89-2154

身体・精神的な健康相談（保健所）

健康相談（市町村保健センター）

相談、支援業務（社会福祉協議会）

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 市民保険課　国民健康保険係 0185-89-2166

高齢者を対象とした総合的な相談・支援
長寿いきがい課　
地域ケア推進係

0185-89-5355

後期高齢者福祉医療費の助成
市民保険課　
後期高齢者・福祉医療係

0185-89-2159

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応
長寿いきがい課　
地域ケア推進係

0185-89-5355

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談 長寿いきがい課　介護保険係 0185-89-2157

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度 福祉課  厚生福祉係 0185-89-2154

生活保護関係 生活保護費支給 福祉課  厚生福祉係 0185-89-2154

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 相談内容によって窓口が異なる

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 学校教育課　学校教育係 0185-73-5178

市町村民税・県民税、国民健康保険税の減免 税務課　市民国保税係 0185-89-2126

固定資産税の減免 税務課　固定資産税係 0185-89-2127

市町村民税・県民税、固定資産税、
国民健康保険税等の納付

税務課　収納対策室 0185-89-2128

多重債務 相談員による多重債務相談
市民活力推進課
地域づくり支援係

0185-89-2148

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：能代市   　

市民活力推進課
地域づくり支援係

0185-89-2212

被害者遺族
市民保険課
窓口サービス係 0185-89-2168

後遺障害関係

福祉課
ふれあい福祉係

0185-89-2153

後遺障害（児童）関係
福祉課
ふれあい福祉係

0185-89-2153

福祉課
ふれあい福祉係

女性・子ども関係

精神保健関係

医療関係
市民保険課
後期高齢者・福祉医療係

0185-89-2159

ひとり親家庭等の問題
子育て支援課
児童家庭福祉係 0185-89-2947

就労関係

子育て支援関係

子育て支援課
子ども福祉係

0185-89-2946

子育て支援課　
児童家庭福祉係

0185-89-2947

就学 学校教育課　学校教育係 0185-73-5281

消費トラブル等関係
市民活力推進課
地域づくり支援係

0185-89-2148

保健、医療関係

健康づくり課
健康増進係

0185-58-2838

保健、医療関係（高齢者）

住宅関係
都市整備課
建設・住宅係

0185-89-2194

税の減免・相談



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届 町民生活課町民係 0185-85-4825 月～金　8:30～17:15

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等） 該当なし

障害基礎年金（国民年金） 健康推進課医療年金係 0185-85-2137 月～金　8:30～17:15

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 健康推進課保健係 0185-83-5555 月～金　8:30～17:15

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 町民生活課町民係 0185-85-4825 月～金　8:30～17:15

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接） 福祉課地域福祉係 0185-85-2190 月～金　8:30～17:15

ファミリー・サポート・センターによる育児支援

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付 福祉課地域福祉係 0185-85-2190 月～金　8:30～17:15

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等 健康推進課保健係 0185-83-5555 月～金　8:30～17:15

自立支援医療費公費負担制度 福祉課地域福祉係 0185-85-2190 月～金　8:30～17:15

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度 健康推進課医療年金係 0185-85-2137 月～金　8:30～17:15

母子父子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等 商工観光交流課商工係 0185-85-4830 月～金　8:30～17:15

母子家庭等就業・自立支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業

児童手当

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立） 該当なし

一時預かり 商工観光交流課商工係 0185-85-4830

短期入所生活援助（ショートステイ）事業 該当なし

夜間擁護等（トワイライト）事業 該当なし

助産制度 商工観光交流課商工係 0185-85-4830

就学費用等の貸付

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度 福祉課こども福祉係 0185-85-4836 月～金　8:30～17:15

身体・精神的な健康相談（保健所）

健康相談（市町村保健センター）

相談、支援業務（社会福祉協議会）

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 健康推進課医療年金係 0185-85-2137 月～金　8:30～17:15

高齢者を対象とした総合的な相談・支援 福祉課地域包括支援係 0185-85-4835 月～金　8:30～17:15

後期高齢者福祉医療費の助成 健康推進課医療年金係 0185-85-2137 月～金　8:30～17:15

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応 福祉課地域包括支援係 0185-85-4835 月～金　8:30～17:15

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談 福祉課介護保険係 0185-85-2247 月～金　8:30～17:15

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度 該当なし

生活保護関係 生活保護費支給 該当なし

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 相談内容で窓口が異なる

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 教育委員会 0185-87-2115 月～金　8:30～17:15

市町村民税・県民税の減免

固定資産税の減免

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付

国民健康保険税の減免

国民健康保険税の納付

多重債務 相談員による多重債務相談 商工観光交流課商工係 0185-85-4830 月～金　8:30～17:15

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名： 三種町

町民生活課消防防災係 0185-85-4823 月～金　8:30～17:15

被害者遺族
健康推進課医療年金係 0185-85-2137 月～金　8:30～17:15

後遺障害関係

福祉課地域福祉係 0185-85-2190 月～金　8:30～17:15

後遺障害（児童）関係

福祉課地域福祉係 0185-85-2190 月～金　8:30～17:15

女性・子ども関係
福祉課こども福祉係 0185-85-4836 月～金　8:30～17:15

精神保健関係

医療関係

健康推進課医療年金係 0185-85-2137 月～金　8:30～17:15

ひとり親家庭等の問題
福祉課こども福祉係 0185-85-4836 月～金　8:30～17:15

就労関係

福祉課こども福祉係 0185-85-4836 月～金　8:30～17:15

子育て支援関係

就学 教育委員会 0185-87-2115 月～金　8:30～17:15

消費トラブル等関係 商工観光交流課商工係 0185-85-4830 月～金　8:30～17:15

保健、医療関係
健康推進課保健係 0185-83-5555 月～金　8:30～17:15

保健、医療関係（高齢者）

住宅関係 建設課管理係 0185-85-4820 月～金　8:30～17:15

税の減免・相談 税務課 0185-85-4828 月～金　8:30～17:15



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等）

障害基礎年金（国民年金） 住民生活課　住民生活係 018-852-5112

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 健康福祉課　保健担当 018-852-5180

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 住民生活課　住民生活係 018-852-5112

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接）

ファミリー・サポート・センターによる育児支援

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等 健康福祉課　保健担当 018-852-5180

自立支援医療費公費負担制度

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等

母子家庭等就業・自立支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業

児童手当

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立）

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

夜間擁護等（トワイライト）事業

助産制度 健康福祉課　保健担当 018-852-5180

就学費用等の貸付

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度 健康福祉課　福祉担当 018-852-5128

身体・精神的な健康相談（保健所）

健康相談（市町村保健センター）

相談、支援業務（社会福祉協議会）

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除

高齢者を対象とした総合的な相談・支援

後期高齢者福祉医療費の助成

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度

生活保護関係 生活保護費支給

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 該当なし

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 学校教育課 018-852-5372

市町村民税・県民税の減免

固定資産税の減免

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付

国民健康保険税の減免

国民健康保険税の納付

多重債務 相談員による多重債務相談 住民生活課　住民生活係 018-852-5112

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：五城目町   　

住民生活課　住民生活係 018-852-5112

被害者遺族 住民生活課　住民生活係 018-852-5112

後遺障害関係
健康福祉課　福祉担当 018-852-5128

後遺障害（児童）関係

健康福祉課　福祉担当 018-852-5128

健康福祉課　福祉担当 018-852-5128
女性・子ども関係

精神保健関係

医療関係

ひとり親家庭等の問題

就労関係

子育て支援関係

就学 学校教育課 018-852-5372

消費トラブル等関係 住民生活課　住民生活係 018-852-5112

保健、医療関係

健康福祉課　保健担当 018-852-5180

保健、医療関係（高齢者）

住宅関係

税の減免・相談 税務課 018-852-5144

健康福祉課　福祉担当 018-852-5128

健康福祉課　福祉担当 018-852-5128



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等）

障害基礎年金（国民年金） 　町民課 018-875-5806

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 　保健課 018-875-5813

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 　町民課 018-875-5806

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接）

ファミリー・サポート・センターによる育児支援

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等

自立支援医療費公費負担制度

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等

母子家庭等就業・自立支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業

児童手当

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立） 　教育課 018-875-5812

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

夜間擁護等（トワイライト）事業

助産制度 　保健課 018-875-5813

就学費用等の貸付

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度

身体・精神的な健康相談（保健所）

健康相談（市町村保健センター）

相談、支援業務（社会福祉協議会） 　福祉課 018-875-5808

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除

高齢者を対象とした総合的な相談・支援

後期高齢者福祉医療費の助成

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度

生活保護関係 生活保護費支給

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 　総務課 018-875-5801

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 　教育課 018-875-5812

市町村民税・県民税の減免

固定資産税の減免

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付

国民健康保険税の減免

国民健康保険税の納付

多重債務 相談員による多重債務相談 　町民課 018-875-5805

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：八郎潟町

　町民課 018-875-5806

被害者遺族

後遺障害関係
　福祉課 018-875-5808

後遺障害（児童）関係

　福祉課 018-875-5808

　福祉課 018-875-5808女性・子ども関係

精神保健関係

　保健課 018-875-5813医療関係

ひとり親家庭等の問題

就労関係

子育て支援関係
　福祉課 018-875-5808

就学 　教育課 018-875-5812

消費トラブル等関係 　町民課 018-875-5806

　保健課 018-875-5813

保健、医療関係

　保健課 018-875-5813
保健、医療関係（高齢者）

　福祉課 018-875-5808

住宅関係 　建設課 018-875-5809

税の減免・相談 　税務課 018-875-5807

　福祉課 018-875-5808



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等）

障害基礎年金（国民年金）

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 該当なし

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 町民生活課　住民生活班 018-874-4415

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接）

ファミリー・サポート・センターによる育児支援

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等

自立支援医療費公費負担制度

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等 産業課　産業振興班 018-874-4418

母子家庭等就業・自立支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業

児童手当

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立）

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

夜間擁護等（トワイライト）事業

助産制度

就学費用等の貸付

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度 健康福祉課　長寿福祉課 018-874-4417

身体・精神的な健康相談（保健所）

健康相談（市町村保健センター）

相談、支援業務（社会福祉協議会） 社会福祉協議会 018-874-2611

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 健康福祉課　長寿福祉課 018-874-4417

高齢者を対象とした総合的な相談・支援

後期高齢者福祉医療費の助成

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度

生活保護関係 生活保護費支給

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 健康福祉課　長寿福祉課 018-874-4417

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 教育委員会　学務班 018-874-4424

市町村民税・県民税の減免

固定資産税の減免

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付

国民健康保険税の減免

国民健康保険税の納付

多重債務 相談員による多重債務相談 社会福祉協議会 018-874-2611

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：   井川町　

町民生活課　住民生活班 018-874-4416

被害者遺族 町民生活課　住民生活班 018-874-4416

後遺障害関係

後遺障害（児童）関係

女性・子ども関係

精神保健関係

医療関係

ひとり親家庭等の問題

就労関係

子育て支援関係

就学 教育委員会　学務班 018-874-4424

消費トラブル等関係 産業課　産業振興班 018-874-4418

保健、医療関係

健康福祉課　こども・子育て
支援班

018-874-4426

保健、医療関係（高齢者） 町民生活課　医療保険班 018-874-4416

健康福祉課　長寿福祉課 018-874-4417

住宅関係 産業課　環境整備班 018-874-4420

税の減免・相談 総務課　税務班 018-874-4414

健康福祉課　長寿福祉班 018-874-4417

健康福祉課　長寿福祉班 018-874-4417

健康福祉課　こども子育て
支援班

018-874-4426



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考
全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等）

障害基礎年金（国民年金） 生活環境課市民サービス班 0185-24-9111

特別児童扶養手当 子育て支援課子育て支援班 0185-27-8074

障害児福祉手当 福祉課　福祉班 0185-24-9117

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付） 福祉課　福祉班 0185-24-9117

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告 福祉課　福祉班 0185-24-9117

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 該当なし

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 生活環境課市民サービス班 0185-24-9111

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接） 福祉課　福祉班 0185-24-9117

福祉課　福祉班 0185-24-9117

子育て支援課子育て支援班 0185-27-8074

児童虐待、DVに関する相談 福祉課　福祉班 0185-24-9117

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告 福祉課　福祉班 0185-24-9117

精神障害者保健福祉手帳の交付 福祉課　福祉班 0185-24-9117

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等 福祉課　福祉班 0185-24-9117

自立支援医療費公費負担制度 福祉課　福祉班 0185-24-9117

重度心身障害児（者）の医療費の助成 生活環境課　保険班 0185-24-9112

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度 生活環境課　保険班 0185-24-9112

ひとり親家庭等医療費公費負担制度 生活環境課　保険班 0185-24-9112

母子寡婦福祉資金貸付金 福祉課　福祉班 0185-24-9117

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業 該当なし

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業 該当なし

児童扶養手当 子育て支援課子育て支援班 0185-27-8074

母子生活支援施設への入所 福祉課　福祉班 0185-24-9117

福祉課　福祉班 0185-24-9117

福祉課　保護班 0185-24-9118
男鹿まるごと売込課エネルギー・商工港湾班 0185-24-9143

母子家庭等就業・自立支援事業 該当なし

母子自立支援プログラム策定等事業 該当なし

児童手当 子育て支援課子育て支援班 0185-27-8074 月～金（祝日除く）8:30～17:15

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立） 該当なし

一時預かり 子育て支援課子育て支援班 0185-27-8074

短期入所生活援助（ショートステイ）事業 福祉課　福祉班 0185-24-9117

夜間擁護等（トワイライト）事業 該当なし

助産制度 該当なし

就学費用等の貸付 学校教育課学事指導班 0185-24-9101

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免 学校教育課学事指導班 0185-24-9101

消費者トラブル被害者救済相談業務 生活環境課市民サービス班 0185-24-9111 月～金（祝日除く）8:30～17:00

消費者被害に関する弁護士法律相談業務 該当なし

福祉課　福祉班 0185-24-9117

福祉課　保護班 0185-24-9118

身体・精神的な健康相談（保健所）

健康相談（市町村保健センター）

相談、支援業務（社会福祉協議会） 社会福祉協議会 0185-23-2772

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 生活環境課　保険班 0185-24-9112

高齢者を対象とした総合的な相談・支援 地域包括支援センター 0185-24-3322

後期高齢者福祉医療費の助成 生活環境課　保険班 0185-24-9112

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応 地域包括支援センター 0185-24-3322

税務課　課税班 0185-24-9134

税務課　債権管理班 0185-24-9136

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度 福祉課　保護班 0185-24-9118

生活保護関係 生活保護費支給 福祉課　保護班 0185-24-9118

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 該当なし

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 学校教育課学事指導班 0185-24-9101

市町村民税・県民税の減免 税務課　課税班 0185-24-9134

固定資産税の減免 税務課　課税班 0185-24-9135

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付 税務課　債権管理班 0185-24-9136
月～金（祝日除く）8:30～17:15　　夜
間・休日納税窓口開設あり(月一回程
度)

国民健康保険税の減免 税務課　課税班 0185-24-9134 月～金（祝日除く）8:30～17:15

国民健康保険税の納付 税務課　債権管理班 0185-24-9136
月～金（祝日除く）8:30～17:15　　夜
間・休日納税窓口開設あり(月一回程
度)

多重債務 相談員による多重債務相談 生活環境課市民サービス班 0185-24-9111 月～金（祝日除く）8:30～17:00

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：男鹿市 

生活環境課環境安全班 0185-24-9114
月～金（祝日除く）

8:30～17:15

被害者遺族 生活環境課市民サービス班 0185-24-9111
月～金（祝日除く）　　　　　　　　

8:30～17:15　　　　　　　　　　

後遺障害関係
福祉課　福祉班 0185-24-9117

月～金（祝日除く）　　　　　　　　
8:30～17:15

月～金（祝日除く）
8:30～17:15

後遺障害（児童）関係

女性・子ども関係
ファミリー・サポート・センターによる育児支援

精神保健関係

医療関係

ひとり親家庭等の問題

月～金（祝日除く）
8:30～17:15

就労関係

就業相談等

子育て支援関係
月～金（祝日除く）

8:30～17:15

就学
月～金（祝日除く）

8:30～17:15

消費トラブル等関係

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度
月～金（祝日除く）

8:30～17:15

保健、医療関係

健康推進課　健康班 0185-24-3400

月～金（祝日除く）
8:30～17:15

保健、医療関係（高齢者）

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談
月～金（祝日除く）

8:30～17:15

月～金（祝日除く）
8:30～17:15

住宅関係 建設課　都市計画班 0185-24-9144
月～金（祝日除く）

8:30～17:15

月～金（祝日除く）
8:30～17:15

税の減免・相談

月～金（祝日除く）
8:30～17:15



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考
全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届 市民課市民班 018-853-5309

年金（国民年金）の異動届 月～金　　8:30～17:15

遺族基礎年金（国民年金） 月～金　　8:30～17:15

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等） 該当なし

障害基礎年金（国民年金） 市民課国保医療班 018-853-5313 月～金　　8:30～17:15

特別児童扶養手当 社会福祉課社会福祉班 018-853-5314

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 該当なし

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 市民課市民班 018-853-5309

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接） 該当なし

ファミリー・サポート・センターによる育児支援

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告 子育て応援課子ども家庭支援班 018-853-5360

精神障害者保健福祉手帳の交付

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等

自立支援医療費公費負担制度 社会福祉課障がい福祉班 018-853-5316

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子父子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等

母子家庭等就業・自立支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業

児童手当 子育て応援課子ども家庭支援班 018-853-5360

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立） 廃止

一時預かり 子育て応援課施設運営支援班 018-853-5362

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

夜間養護等（トワイライト）事業

助産制度

こころの健康相談（妊産婦・乳幼児に関すること）

健康相談（妊産婦・乳幼児に関すること）

就学費用等の貸付 潟上市育英会（教育総務課） 018-853-5361

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免 教育総務課総務学事班 018-853-5361

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度 社会福祉課生活福祉班 018-853-5314

こころの健康相談　

健康相談　

相談、支援業務（社会福祉協議会） 社会福祉協議会天王センター 018-877-2677

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 該当なし

高齢者を対象とした総合的な相談・支援 該当なし

後期高齢者福祉医療費の助成 社会福祉課社会福祉班 018-853-5314 身体障害者手帳保持者のみ

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応
健康長寿課
地域包括支援センター

018-853-5318
月～金　8:30～17:15
（祝日を除く）

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談 健康長寿課長寿支援班 018-853-5323 月～金　8:30～17:15

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度

生活保護関係 生活保護費支給

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 該当なし

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 教育総務課学校教育班 018-853-5361

市町村民税・県民税の減免 税務課市民税班

固定資産税の減免 税務課資産税班

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付 税務課収納班

国民健康保険税の減免 税務課国保税班

国民健康保険税の納付 税務課収納班

多重債務 相談員による多重債務相談 該当なし

国民健康保険 第三者行為による届出
（国保に加入している人が、第三者による行為で負傷した場合）

市民課国保医療班 018-853-5313 月～金　　8:30～17:15

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：　潟上市　　　　　　　　　　　　

市民課生活環境班 018-853-5370

被害者遺族
市民課国保医療班 018-853-5313

後遺障害関係

社会福祉課障がい福祉班 018-853-5314

後遺障害（児童）関係

社会福祉課障がい福祉班 018-853-5314

女性・子ども関係 子育て応援課子ども家庭支援班 018-853-5360

精神保健関係 社会福祉課障がい福祉班 018-853-5314

医療関係

社会福祉課社会福祉班 018-853-5314

ひとり親家庭等の問題
子育て応援課子ども家庭支援班 018-853-5360

就労関係 子育て応援課子ども家庭支援班 018-853-5360

子育て応援課子ども家庭支援班 018-853-5314

子育て応援課子ども健康支援班 018-853-5372

就学

消費トラブル等関係 市民課生活環境班 018-853-5370

保健、医療関係

健康長寿課健康づくり班 018-853-5315

保健、医療関係（高齢者）

社会福祉課生活福祉班 018-853-5314

住宅関係 都市建設課都市計画班 018-853-5337

税の減免・相談 018-853-5308 月～金　8:30～17:15

子育て支援関係



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等）

障害基礎年金（国民年金）

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 該当なし

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限）

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接）

ファミリー・サポート・センターによる育児支援

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等

自立支援医療費公費負担制度

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金 該当なし

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業 該当なし

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業 該当なし

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等 該当なし

母子家庭等就業・自立支援事業 該当なし

母子自立支援プログラム策定等事業 該当なし

児童手当 福祉保健課 0185-45-2114 月～金　　8:30～17:15

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立） 該当なし

一時預かり 教育委員会 0185-45-3240 月～金　　8:30～17:15

短期入所生活援助（ショートステイ）事業 該当なし

夜間擁護等（トワイライト）事業 該当なし

助産制度 該当なし

就学費用等の貸付 該当なし

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免 教育委員会 0185-45-3240 月～金　　8:30～17:15

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度

身体・精神的な健康相談（保健所）

健康相談（市町村保健センター）

相談、支援業務（社会福祉協議会）

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除

高齢者を対象とした総合的な相談・支援

後期高齢者福祉医療費の助成

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度

生活保護関係 生活保護費支給

公営住宅への一時入居 該当なし

公営住宅への優先入居 該当なし

外国人住民対応 外国人住民相談 福祉保健課 0185-45-2114 月～金　　8:30～17:15

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 教育委員会 0185-45-3240 月～金　　8:30～17:15

市町村民税・県民税の減免

固定資産税の減免

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付

国民健康保険税の減免

国民健康保険税の納付

多重債務 相談員による多重債務相談 該当なし

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：  大潟村 　

福祉保健課 0185-45-2114 月～金　　8:30～17:15

被害者遺族

後遺障害関係

後遺障害（児童）関係

福祉保健課 0185-45-2114 月～金　　8:30～17:15

女性・子ども関係

精神保健関係

医療関係

ひとり親家庭等の問題

福祉保健課 0185-45-2114 月～金　　8:30～17:15

就労関係

子育て支援関係

就学

消費トラブル等関係 生活環境課 0185-45-2115 月～金　　8:30～17:15

保健、医療関係

保健、医療関係（高齢者）

福祉保健課 0185-45-2114 月～金　　8:30～17:15

住宅関係

税の減免・相談 税務会計課 0185-45-2113 月～金　　8:30～17:15

福祉保健課 0185-45-2114 月～金　　8:30～17:15

福祉保健課 0185-45-2114 月～金　　8:30～17:15

福祉保健課 0185-45-2114 月～金　　8:30～17:15



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届 市民課 018-888-5629

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等） 該当なし

障害基礎年金（国民年金） 国保年金課 018-888-5633

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 健康管理課 018-883-1180

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 市民課 018-888-5626

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接） 018-887-5698

ファミリー・サポート・センターによる育児支援 018-887-5336

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等

自立支援医療費公費負担制度

重度心身障害児（者）の医療費の助成 障がい福祉課 018-888-5663

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等 企業立地雇用課 018-888-5734

母子家庭等就業・自立支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業

児童手当 018-888-5689

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立）

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

夜間養護等（トワイライト）事業

助産制度 018-888-5690

就学費用等の貸付 018-838-6477 （秋田市社会福祉協議会）

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免 教育委員会学事課 018-888-5806 月～金　　8:30～17:15

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度 保護課 018-888-5669

身体・精神的な健康相談（保健所） 健康管理課 018-883-1180

健康相談（市町村保健センター） 保健予防課 018-888-1176

相談、支援業務
保健総務課
（医療安全支援センター）

018-883-1229
月～金　　9:00～12:00
            13:00～16:00

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 国保年金課 018-888-5630

高齢者を対象とした総合的な相談・支援 長寿福祉課 018-888-5668

後期高齢者福祉医療費の助成 後期高齢医療課 018-888-5638

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応 長寿福祉課 018-888-5668

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談 介護保険課 018-888-5672

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度 福祉総務課 018-888-5659

生活保護関係 生活保護費支給 保護課 018-888-5669

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 市民相談センター 018-888-5646

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 教育研究所 018-866-2255

市町村民税・県民税の減免 市民税課 018-888-5476

固定資産税の減免 資産税課 018-888-5480

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付 納税課 018-888-5481

国民健康保険税の減免 018-888-5632

国民健康保険税の納付 018-888-5635

多重債務 相談員による多重債務相談 市民相談センター 018-888-5648 月～金　　8:30～17:00

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：秋田市　

市民相談センター 018-888-5646

被害者遺族
国保年金課 018-888-5633

後遺障害関係

障がい福祉課 018-888-5663

後遺障害（児童）関係

障がい福祉課 018-888-5663

子ども未来センター 月～土　　9:00～18:00女性・子ども関係

018-887-5339

精神保健関係
健康管理課 018-883-1180

医療関係

018-888-5691

ひとり親家庭等の問題
018-888-5690

就労関係

子ども総務課
018-888-5690

子育て支援関係

子ども育成課 018-888-5692

子ども総務課
018-888-5689

就学

消費トラブル等関係 市民相談センター 018-888-5648 月～金　　8:30～17:00

月～金　　8:30～17:15

保健、医療関係

保健、医療関係（高齢者）

住宅関係 住宅整備課 018-888-5770

税の減免・相談

国保年金課

月～金　　8:30～17:15

月～金　　8:30～17:15

月～金　　8:30～17:15

子ども総務課

月～金　　8:30～17:15



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届 0184-24-6243

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等） 該当なし

障害基礎年金（国民年金） 市民生活部市民課 0184-24-6245

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 市民生活部市民課市民相談室 0184-24-6251

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 市民生活部市民課 0184-24-6243

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接）

ファミリー・サポート・センターによる育児支援

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付 健康福祉部福祉支援課 0184-24-6314

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等 健康福祉部健康づくり課 0184-22-1834

自立支援医療費公費負担制度 健康福祉部福祉支援課 0184-24-6314

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等職業訓練促進給付金事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等 産業振興部商工振興課 0184-24-6372

母子家庭等就業・自立支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業

児童手当

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立）

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

夜間擁護等（トワイライト）事業 該当なし

助産制度 健康福祉部こども未来課 0184-24-6319

就学費用等の貸付 奨学金

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

0184-24-6267

0184-24-6324

保健、医療関係 身体・精神的な健康相談

健康相談（市町村保健センター）

相談、支援業務（社会福祉協議会） 健康福祉部福祉支援課 0184-24-6315 社会福祉協議会と連携

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 該当なし

保健、医療関係（高齢者） 高齢者を対象とした総合的な相談・支援 健康福祉部地域包括支援センター 0184-24-6345

高齢身体障害者の医療費の助成 市民生活部市民課 0184-24-6244

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応 健康福祉部地域包括支援センター 0184-24-6345

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談 健康福祉部長寿生きがい課 0184-24-6323

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度 健康福祉部福祉支援課 0184-24-6316 社会福祉協議会と連携

生活保護関係 生活保護費制度に関する相談 健康福祉部福祉支援課 0184-24-6316

住宅関係 公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 市民生活部市民課市民相談室 0184-24-6251

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 教育委員会学校教育課 0184-32-1310

税の減免・相談 市町村民税・県民税の減免（生活困窮） 0184-24-6302

固定資産税の減免（生活困窮） 0184-24-6305

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付 総務部収納課 0184-24-6256

国民健康保険税の減免（生活困窮） 総務部税務課 0184-24-6306

国民健康保険税の納付 総務部収納課 0184-24-6256

多重債務 相談員による多重債務相談 市民生活部市民課市民相談室 0184-24-6251

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：由利本荘市   　

市民生活部市民課市民相談室 0184-24-6251
月～金　　　　　　　　　　　　　　
８時３０分～５時１５分

被害者遺族 市民生活部市民課
0184-24-6245

後遺障害関係

健康福祉部福祉支援課 0184-24-6314

後遺障害（児童）関係

健康福祉部福祉支援課 0184-24-6314

健康福祉部こども未来課 0184-24-6319女性・子ども関係

精神保健関係

医療関係

市民生活部市民課 0184-24-6244

ひとり親家庭等の問題
健康福祉部こども未来課 0184-24-6319

父子も該当する

就労関係

健康福祉部こども未来課

0184-24-6319

子育て支援関係
0184-24-6320

就学 教育委員会学校教育課 0184-32-1330

消費トラブル等関係 市民生活部市民課市民相談室 0184-24-6251

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談
総合相談窓口
(健康福祉部福祉支援課・
中央包括包括支援センター）

健康福祉部健康づくり課 0184-22-1834

建設部建築住宅課 0184-24-6334

総務部税務課



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届 市民課　戸籍住民班 0184-32-3035 月～金　8：30～17：15

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等） 該当なし

障害基礎年金（国民年金） 市民課　国保年金班 0184-32-3032 月～金　8：30～17：15

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 該当なし

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 市民課　戸籍住民班 0184-32-3035 月～金　8：30～17：15

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接） 子育て支援課　子育て支援班 0184-32-3040 月～金　8：30～17：15

ファミリー・サポート・センターによる育児支援 該当なし

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付 福祉課　障がい支援班 0184-32-3034 月～金　8：30～17：15

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等 健康推進課　健康管理班 0184-32-3000 月～金　8：30～17：15

自立支援医療費公費負担制度 福祉課　障がい支援班 0184-32-3034 月～金　8：30～17：15

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等 商工政策課　ふるさと創造班 0184-43-7600 月～金　8：30～17：15

母子家庭等就業・自立支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業

児童手当

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立） 学校教育課　学校教育班 0184-38-2266 月～金　8：30～17：15

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

夜間擁護等（トワイライト）事業 該当なし

助産制度 健康推進課　母子保健支援班 0184-38-4200 月～金　8：30～17：15

就学費用等の貸付 教育総務課　教育総務班 0184-38-2259 月～金　8：30～17：15

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免 学校教育課　学校教育班 0184-38-2266 月～金　8：30～17：15

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度 福祉課　保護支援班 0184-32-3038 月～金　8：30～17：15

身体・精神的な健康相談（保健所） 該当なし

健康相談（市町村保健センター） 健康推進課　健康管理班 0184-32-3000 月～金　8：30～17：15

相談、支援業務（社会福祉協議会） （にかほ市社会福祉協議会）

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 該当なし

高齢者を対象とした総合的な相談・支援
地域包括支援センター
地域包括支援班

0184-32-3045 月～金　8：30～17：15

後期高齢者福祉医療費の助成 市民課　国保年金班 0184-32-3032 月～金　8：30～17：15

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応
地域包括支援センター
地域包括支援班

0184-32-3045 月～金　8：30～17：15

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談 長寿支援課　長寿支援班 0184-32-3042 月～金　8：30～17：15

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度

生活保護関係 生活保護費支給

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 該当なし

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 学校教育課　学校教育班 0184-38-2266 月～金　8：30～17：15

市町村民税・県民税の減免 税務課　市民国保税班 0184-43-7505

固定資産税の減免 税務課　資産税班 0184-43-7505

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付 税務課　納税班 0184-43-7505

国民健康保険税の減免 税務課　市民国保税班 0184-43-7505

国民健康保険税の納付 税務課　納税班 0184-43-7505

多重債務 相談員による多重債務相談 生活環境課　消費生活センター 0184-32-3043 月～金　8：30～17：15

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名： にかほ市

生活環境課　生活環境班 0184-32-3033 月～金　8：30～17：15

被害者遺族
市民課　国保年金班 0184-32-3032 月～金　8：30～17：15

後遺障害関係

福祉課　障がい支援班 0184-32-3034 月～金　8：30～17：15

後遺障害（児童）関係

福祉課　障がい支援班 0184-32-3034 月～金　8：30～17：15

女性・子ども関係

子育て支援課　子育て支援班 0184-32-3040 月～金　8：30～17：15

精神保健関係

医療関係

市民課　国保年金班 0184-32-3032 月～金　8：30～17：15

ひとり親家庭等の問題
子育て支援課　子育て支援班 0184-32-3040 月～金　8：30～17：15

就労関係

子育て支援課　子育て支援班 0184-32-3040 月～金　8：30～17：15

子育て支援関係 子育て支援課　子育て支援班 0184-32-3040 月～金　8：30～17：15

就学

消費トラブル等関係 生活環境課　消費生活センター 0184-32-3043 月～金　8：30～17：15

保健、医療関係

保健、医療関係（高齢者）

福祉課　保護支援班 0184-32-3038 月～金　8：30～17：15

住宅関係 建設課　建設管理班 0184-38-4307 月～金　8：30～17：15

税の減免・相談 月～金　8：30～17：15



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届 市民課　市民班
0187-63-1111

内線120､130,131

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付
診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等） 該当なし

障害基礎年金（国民年金） 保険年金課　年金班
0187-63-1111

 内線110,143,147

特別児童扶養手当 子ども支援課　家庭支援班
0187-63-1111

内線193

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告
性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 該当なし

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 市民課　市民班
0187-63-1111

内線120､130,131

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接） 子ども支援課　家庭支援班
0187-63-111１

内線193

ファミリー・サポート・センターによる育児支援 子ども支援課　子育て支援班

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付 社会福祉課　障がい者支援班
0187-63-1111

内線181,175,174

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等 健康増進センター 0187-62-9301

自立支援医療費公費負担制度 社会福祉課　障がい者支援班
0187-63-1111

内線181,175,174

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所
就業相談等 該当なし

母子家庭等就業・自立支援事業 子ども支援課　家庭支援班
0187-63-1111

内線193
月～金　8:30～17:15

母子自立支援プログラム策定等事業 該当なし

児童手当 子ども支援課　子育て支援班
0187-63-1111
内線129,150

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立）

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業 子ども支援課　家庭支援班
0187-63-1111

内線193
夜間擁護等（トワイライト）事業 該当なし

助産制度 子ども支援課　家庭支援班
0187-63-1111

内線193

就学費用等の貸付 大仙市社会福祉協議会 0187-63-0277

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免 教育指導課
0187-63-1111
内線341,347

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度 生活支援課　保護班
0187-63-1111
内線183,157

身体・精神的な健康相談（保健所） 該当なし

健康相談（市町村保健センター） 健康増進センター 0187-62-9301 月～金　8:30～17:15
相談、支援業務（社会福祉協議会） 該当なし

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 保険年金課　保険班
0187-63-1111

内線104,105,109
月～金　8:30～17:15

高齢者を対象とした総合的な相談・支援 該当なし

後期高齢者福祉医療費の助成 保険年金課　保険班
0187-63-1111

内線104,105,109

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度 大仙市社会福祉協議会 0187-63-0277 月～金　8:30～17:15

生活保護関係 生活保護費支給 生活支援課　庶務給付班
0187-63-1111
内線199,192

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居
外国人住民対応 外国人住民相談 該当なし

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 教育指導課
0187-63-1111
内線336,340

市町村民税・県民税の減免 税務課　市民税班
0187-63-1111

内線111,112,113

固定資産税の減免 税務課　資産税班
0187-63-1111

内線133,144,179

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付 債権管理課　収納班
0187-63-1111
内線140,141

国民健康保険税の減免 税務課　市民税班
0187-63-1111

内線111,112,113

国民健康保険税の納付 債権管理課　収納班
0187-63-1111
内線140,141

多重債務 相談員による多重債務相談 市民相談室
0187-88-8039
FAX　62-3177

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：   大仙市　

生活環境課　交通安全班
0187-63-1111

内線182

被害者遺族
保険年金課　年金班

0187-63-1111
内線110,143,147

後遺障害関係

社会福祉課　障がい者支援班
0187-63-1111
内線155,181

月～金　8:30～17:15後遺障害（児童）関係

社会福祉課　障がい者支援班
0187-63-1111

内線174,175,181

女性・子ども関係 0187-63-1111
内線129,193,150子ども支援課　家庭支援班

精神保健関係

医療関係

保険年金課保険班
0187-63-1111

内線104,105,109

ひとり親家庭等の問題
子ども支援課　家庭支援班

0187-63-1111
内線193

就労関係

子育て支援関係

月～金　8:30～17:15子ども支援課　幼保推進班
0187-63-1111

内線102,103,128

月～金　8:30～17:15

就学

消費トラブル等関係 市民相談室
0187-88-8039
FAX　62-3177

保健、医療関係

保健、医療関係（高齢者）

高齢者包括支援センター
0187-63-1111
内線169,171

月～金　8:30～17:15

住宅関係 建築住宅課　住宅総務班 0187-66-4909

税の減免・相談

月～金　8:30～17:15

月～金　8:30～17:15

月～金　8:30～17:15



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届 市民生活課　市民係 0187-43-3307

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等） 該当なし

障害基礎年金（国民年金） 市民生活課　国民年金係 0187-43-3316

特別児童扶養手当 子育て推進課 家庭援護係 0187-43-2280

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 該当なし

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 市民生活課　市民係 0187-43-3307

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接） 社会福祉課　福祉政策係 0187-43-2288

ファミリー・サポート・センターによる育児支援 該当なし

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付 社会福祉課 障がい福祉係 0187-43-2288

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等 該当なし

自立支援医療費公費負担制度 社会福祉課 障がい福祉係 0187-43-2288

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等

母子家庭等就業・自立支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業 該当なし

児童手当 子育て推進課 家庭援護係 0187-43-2280

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立）

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業 子育て推進課 家庭援護係 0187-43-2280

夜間擁護等（トワイライト）事業 該当なし

助産制度 該当なし

就学費用等の貸付

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免

消費者トラブル被害者救済相談業務 消費生活センター 0187-43-3313

消費者被害に関する弁護士法律相談業務 該当なし

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度 社会福祉課　保護係 0187-43-2284

身体・精神的な健康相談（保健所） 該当なし

健康相談 保健課 0187-43-2252

相談、支援業務（社会福祉協議会） 該当なし

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 該当なし

包括支援センター 0187-43-2283        

長寿支援課 0187-43-2281

後期高齢者福祉医療費の助成 市民生活課　国民健康保険係 0187-43-3316

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応 包括支援センター 0187-43-2283

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談 長寿支援課 0187-43-2281

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度

生活保護関係 生活保護費支給

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 該当なし

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 北浦教育文化研究所 0187-43-3387

市町村民税・県民税の減免 税務課　市民税係 0187-43-1117

固定資産税の減免 税務課　固定資産税係 0187-43-1117

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付 収納推進課 0187-43-1123

国民健康保険税の減免 税務課　市民税係 0187-43-1117

国民健康保険税の納付 収納推進課 0187-43-1123

多重債務 相談員による多重債務相談 消費生活センター 0187-43-3313

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名： 仙北市

総合防災課　交通防犯係 0187-43-1115

被害者遺族
市民生活課　国民年金係 0187-43-3316

後遺障害関係

社会福祉課
障がい福祉係

0187-43-2288

後遺障害（児童）関係

社会福祉課
障がい福祉係

0187-43-2288

女性・子ども関係
子育て推進課
家庭援護係

0187-43-2280

精神保健関係

医療関係

市民生活課　国民健康保険係 0187-43-3316

ひとり親家庭等の問題

就労関係

子育て支援関係

子育て推進課
子育て支援係

0187-43-2280

就学 学校教育課　学校教育係 0187-43-3382

消費トラブル等関係

保健、医療関係

保健、医療関係（高齢者）
高齢者を対象とした総合的な相談・支援

社会福祉課　保護係 0187-43-2284

住宅関係 建設課　管理係 0187-43-2294

税の減免・相談

子育て推進課
家庭援護係

0187-43-2280



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等）

障害基礎年金（国民年金） 住民生活課 0187-84-4903

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所）

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限）

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接）

ファミリー・サポート・センターによる育児支援

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等

自立支援医療費公費負担制度

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等

母子家庭等就業・自立支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業

児童手当

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立） 該当なし

一時預かり 教育推進課 0187-84-4914

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

夜間擁護等（トワイライト）事業

助産制度

就学費用等の貸付

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度

身体・精神的な健康相談（保健所）

健康相談（市町村保健センター）

相談、支援業務（社会福祉協議会）

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除

高齢者を対象とした総合的な相談・支援

後期高齢者福祉医療費の助成

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度

生活保護関係 生活保護費支給

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 教育推進課 0187-84-4903

市町村民税・県民税の減免

固定資産税の減免

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付

国民健康保険税の減免

国民健康保険税の納付

多重債務 相談員による多重債務相談 住民生活課 0187-84-4903

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　市町村名：　美郷町    

住民生活課 0187-84-4903

被害者遺族

後遺障害関係
福祉保健課 0187-84-4907

後遺障害（児童）関係

女性・子ども関係

精神保健関係

医療関係

ひとり親家庭等の問題

就労関係

子育て支援関係

福祉保健課 0187-84-4907

就学 教育推進課 0187-84-4914

消費トラブル等関係 住民生活課 0187-84-4903

保健、医療関係

保健、医療関係（高齢者）

住宅関係
住民生活課 0187-84-4903

町営住宅担当は建設課

税の減免・相談 税務課 0187-84-4902

福祉保健課 0187-84-4907

福祉保健課 0187-84-4907



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届 国保市民課住民記録係 0182-35-2176

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等） 該当なし

障害基礎年金（国民年金） 国保市民課後期高齢者医療係 0182-35-2186

特別児童扶養手当 子育て支援課児童家庭係 0182-35-2133

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 該当なし

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 国保市民課住民記録係 0182-35-2176

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接） 地域づくり支援課男女共生係 0182-35-2158

ファミリー・サポート・センターによる育児支援 子育て支援課子ども育成係 0182-32-2426

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付 社会福祉課障がい福祉係 0182-35-2132

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等 健康推進課健康づくり係 0182-33-9600

自立支援医療費公費負担制度 社会福祉課障がい福祉係 0182-35-2132

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度 中学生以下

ひとり親家庭等医療費公費負担制度 国保市民課後期高齢者医療係 0182-35-2186

母子父子寡婦福祉資金貸付金
ひとり親家庭高等職業訓練促進費等給付金支給
事業
ひとり親自立支援教育訓練給付金支給事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等 商工労働課商業振興係 0182-32-2115

母子家庭等就業・自立支援事業 子育て支援課児童家庭係 0182-35-2133

母子自立支援プログラム策定等事業 該当なし

児童手当 子育て支援課児童家庭係 0182-35-2133

幼稚園就園奨励費補助（私立）

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

夜間擁護等（トワイライトステイ）事業

助産制度

就学費用等の貸付 高校・大学等の奨学金

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免
小・中学校の就学費用援助。
※授業料減免は該当なし

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度 社会福祉課 0182-35-2132

身体・精神的な健康相談（保健所） 該当なし

健康相談（市町村保健センター） 健康推進課健康づくり係 0182-33-9600

相談、支援業務（社会福祉協議会） 該当なし

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 国保市民課国民健康保険係 0182-35-2186 国保分のみ

高齢者を対象とした総合的な相談・支援 地域包括支援センター 0182-35-2160

後期高齢者福祉医療費の助成 国保市民課後期高齢者医療係 0182-35-2186 65歳以上の障害者

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応 地域包括支援センター 0182-35-2160

介護関係 介護保険料の減免 税務課保険税係 0182-32-2510

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度 社会福祉課企画調整係 0182-35-2132

生活保護関係 生活保護費支給 社会福祉課保護係 0182-35-2156

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 該当なし

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 教育指導課教育指導係 0182-35-2123

市町村民税・県民税の減免 税務課市民税係 0182-32-2510

固定資産税の減免 税務課資産税係 0182-32-2767

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付 収納課収納係 0182-32-2518

国民健康保険税の減免 税務課保険税係 0182-32-2510

国民健康保険税の納付 収納課収納係 0182-32-2518

多重債務 相談員による多重債務相談 横手市消費生活センター 0182-32-2919

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
市町村名： 横手市

地域づくり支援課地域調整係 0182-35-2266

被害者遺族
国保市民課後期高齢者医療係 0182-35-2186

後遺障害関係

社会福祉課障がい福祉係 0182-35-2132

後遺障害（児童）関係

社会福祉課障がい福祉係 0182-35-2132

女性・子ども関係

子育て支援課児童家庭係 0182-35-2133

精神保健関係

医療関係

国保市民課後期高齢者医療係 0182-35-2186

ひとり親家庭等の問題
子育て支援課児童家庭係 0182-35-2133

就労関係

子育て支援関係
子育て支援課幼保係 0182-35-2133

子育て支援課児童家庭係 0182-35-2133

就学 学校教育課学務係 0182-32-2414

消費トラブル等関係 横手市消費生活センター 0182-32-2919

保健、医療関係

保健、医療関係（高齢者）

住宅関係 建築住宅課住宅係 0182-35-2224

税の減免・相談



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考
全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届 町民生活課（町民戸籍班）
0183-62-2111

内線（111～113）
年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付
診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等） 該当なし

障害基礎年金（国民年金） 健康福祉課（医療給付班）
0183-62-2111

内線（121～124）
特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告
性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 該当なし

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 町民生活課（町民戸籍班）
0183-62-2111

内線（111～113）

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接） 健康福祉課（社会福祉班）
0183-62-2111
内線（125.126）

ファミリー・サポート・センターによる育児支援 該当なし

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付
0183-62-2111

内線（130）

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等 健康福祉課（健康管理班）
0183-62-2111

内線（131～134）
自立支援医療費公費負担制度

重度心身障害児（者）の医療費の助成
乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度 該当なし

ひとり親家庭等医療費公費負担制度 健康福祉課（医療給付班）
0183-62-2111

内線（121～124）

母子寡婦福祉資金貸付金 健康福祉課（社会福祉班）
0183-62-2111

内線（125～127）
（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業 該当なし
（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業 該当なし

児童扶養手当
0183-62-2111

内線（127）

母子生活支援施設への入所
0183-62-2111

内線（125）

就業相談等 みらい産業交流課（商工班）
0183-62-2111
内線（221,222）

母子家庭等就業・自立支援事業 該当なし
母子自立支援プログラム策定等事業 該当なし

児童手当 健康福祉課（社会福祉班）
0183-62-2111

内線（127）
平日　8：30～17：15

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立） 該当なし

一時預かり 健康福祉課（社会福祉班）
0183-62-2111

内線（125）
平日　8：30～17：15

短期入所生活援助（ショートステイ）事業 該当なし
夜間擁護等（トワイライト）事業 該当なし
助産制度 該当なし
就学費用等の貸付 該当なし

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免 教育委員会
0183-62-2111

内線（514）

消費者トラブル被害者救済相談業務 町民生活課（生活環境班）
0183-62-2111

内線（118）

消費者被害に関する弁護士法律相談業務 町民生活課（町民戸籍班）
0183-62-2111

内線（111）

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度 健康福祉課（社会福祉班）
0183-62-2111

内線（125～127）
身体・精神的な健康相談（保健所） 該当なし

健康相談（市町村保健センター） 健康福祉課（健康管理班）
0183-62-2111

内線（131～134）
平日　8：30～17：15

相談、支援業務（社会福祉協議会） 該当なし

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 健康福祉課（医療給付班）
0183-62-2111

内線（121～124）

高齢者を対象とした総合的な相談・支援 地域包括支援センター
0183-62-2111

内線（140～141）

後期高齢者福祉医療費の助成 健康福祉課（医療給付班）
0183-62-2111

内線（121～124）
高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談
生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度 該当なし
生活保護関係 生活保護費支給 該当なし

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 町民生活課（町民戸籍班）
0183-62-2111

内線（111）

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 教育委員会
0183-62-2111

内線（514）
市町村民税・県民税の減免

固定資産税の減免

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付

国民健康保険税の減免

国民健康保険税の納付

多重債務 相談員による多重債務相談 町民生活課（生活環境班）
0183-62-2111

内線（118）

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名： 羽後町 　

町民生活課（生活環境班）
0183-62-2111

内線（118）

被害者遺族
健康福祉課（医療給付班）

0183-62-2111
内線（121～124）

後遺障害関係

健康福祉課（社会福祉班）
0183-62-2111

内線（130）

平日　8：30～17：15後遺障害（児童）関係

健康福祉課（社会福祉班）
0183-62-2111
内線（127,130）

平日　8：30～17：15

女性・子ども関係

健康福祉課（社会福祉班）

0183-62-2111
内線（125.126）

平日　8：30～17：15精神保健関係

医療関係 健康福祉課（社会福祉班）
0183-62-2111
内線（127,130）

ひとり親家庭等の問題

平日　8：30～17：15

健康福祉課（社会福祉班）
平日　8：30～17：15

就労関係

子育て支援関係

就学

平日　8：30～17：15消費トラブル等関係

保健、医療関係

平日　8：30～17：15保健、医療関係（高齢者）

健康福祉課（介護保健班）
0183-62-2111
内線（128,129）

住宅関係 建設課（管理班）
0183-62-2111

内線（321）

税の減免・相談 税務会計課
0183-62-2111

内線（165～168）

平日　8：30～17：15

平日　8：30～17：15



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届 市民課住民班 0183－73－2116

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等） 該当なし

障害基礎年金（国民年金） 市民課国保年金班 0183－55－8164

特別児童扶養手当 子ども未来課児童福祉班 0183－78－0166

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所） 該当なし

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限） 市民課住民班 0183－73－2116

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接） 子ども未来課児童福祉班 0183－78－0166

ファミリー・サポート・センターによる育児支援 ファミリーサポートセンター 0183－73－3321

子ども未来課児童福祉班　　　0183－78－0166

子ども未来課
子ども子育て応援班

0183－55－8275

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告
子ども未来課
子ども子育て応援班

0183－55－8275

精神障害者保健福祉手帳の交付 福祉課障がい福祉班 0183－55－8075

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等 健康対策課健康企画班 0183－73-2124

自立支援医療費公費負担制度 福祉課障がい福祉班 0183－55－8075

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子父子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

ひとり親就業相談等

母子家庭等就業・自立支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業

児童手当

保育所入所

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業
子ども未来課
子ども子育て応援班

0183－55－8275

夜間養護等（トワイライト）事業 該当なし

助産制度
子ども未来課
子ども子育て応援班

0183－55－8275

就学費用等の貸付 該当なし

就学費用の援助 該当なし

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

福祉課地域福祉班　　　　 0183－73－2122

福祉課保護班 0183－55－8088

身体・精神的な健康相談（保健所） 該当なし

健康相談（市町村保健センター） 健康対策課保健推進班 0183－56－8020

相談、支援業務（社会福祉協議会） 該当なし

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除 該当なし

高齢者を対象とした総合的な相談・支援 地域包括支援センター 0183－78－2311

後期高齢者福祉医療費の助成 市民課国保年金班 0183－55－8164

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応 地域包括支援センター 0183－78－2311

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談 長寿福祉課介護保険班 0183－55－8309

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度 福祉課地域福祉班 0183－73－2122

生活保護関係 生活保護 福祉課保護班 0183－55－8088

公営住宅への一時入居 該当なし

公営住宅への優先入居 都市計画課都市計画班 0183－73-2156

外国人住民対応 外国人住民相談 該当なし

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 学校教育課指導班 0183－73－2162

市町村民税・県民税の減免 税務課市民税班 0183－55－8094

固定資産税の減免 税務課固定資産税班 0183－55－8095

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付 税務課納税班 0183－73－2118

国民健康保険税の減免 税務課市民税班 0183－55－8094

国民健康保険税の納付 税務課納税班 0183－73－2118

多重債務 相談員による多重債務相談 消費生活センター 0183－72－0874

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：　　湯沢市　　　　　　　　　　

くらしの相談課
市民相談窓口班

0183－73－2115

被害者遺族
市民課国保年金班 0183－55－8164

後遺障害関係

福祉課障がい福祉班 0183－55－8075

後遺障害（児童）関係

福祉課障がい福祉班 0183－55－8075

女性・子ども関係
児童虐待、DVに関する相談

精神保健関係

医療関係

市民課国保年金班 0183－55－8164

ひとり親家庭等の自立支援

就労関係

子育て支援関係

就学

消費トラブル等関係
くらしの相談課
市民相談窓口班

0183－73－2115

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度

保健、医療関係

保健、医療関係（高齢者）

住宅関係

税の減免・相談

子ども未来課児童福祉班 0183－78－0166



支援対象 支援内容 担当部署 電話番号 備考

全般 犯罪被害者等支援総合的対応窓口

傷害を負った被害者・遺族 見舞金支給

死亡届

年金（国民年金）の異動届

遺族基礎年金（国民年金）

特別障害者手当

身体障害者手帳の交付

診断書料の補助（身体障害者手帳の交付申請等）

障害基礎年金（国民年金）

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

障害児（者）関係 障害福祉サービス（介護給付、訓練等、障害児通所支援給付）

障害者虐待 虐待を発見した場合の通告

性犯罪被害 特定感染症検査（保健所）

DV・ストーカーの被害 住所情報の保護（住民票の写しの交付等の制限）

DV被害 DV被害者に対する相談支援（電話・面接）

ファミリー・サポート・センターによる育児支援

児童虐待、DVに関する相談

虐待児童 児童虐待を発見した場合の通告

精神障害者保健福祉手帳の交付

心の健康相談、助言指導、関係機関の紹介等

自立支援医療費公費負担制度

重度心身障害児（者）の医療費の助成

乳幼児医療関係 乳幼児医療公費負担制度

ひとり親家庭等医療費公費負担制度

母子寡婦福祉資金貸付金

（母子家庭）高等技能訓練促進費等事業

（母子家庭）自立支援教育訓練給付金事業

児童扶養手当

母子生活支援施設への入所

就業相談等

母子家庭等就業・自立支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業

児童手当

幼稚園就園奨励費補助（公立・私立）

一時預かり

短期入所生活援助（ショートステイ）事業

夜間擁護等（トワイライト）事業

助産制度

就学費用等の貸付

就学費用の援助・市町村立学校の授業料減免

消費者トラブル被害者救済相談業務

消費者被害に関する弁護士法律相談業務

保健、福祉、医療関係 福祉全般の相談、生活保護制度

身体・精神的な健康相談（保健所）

健康相談（市町村保健センター）

相談、支援業務（社会福祉協議会）

医療費支給、医療費の徴収猶予・免除

高齢者を対象とした総合的な相談・支援

後期高齢者福祉医療費の助成 0182-47-3403

高齢者虐待 高齢者虐待の早期発見・早期対応 0182-47-3405

介護関係 介護保険料の減免・納付に関する相談

生活困窮関係 生活困窮者自立支援制度

生活保護関係 生活保護費支給

公営住宅への一時入居

公営住宅への優先入居

外国人住民対応 外国人住民相談 民生課 0182-47-3404

児童・生徒 いじめ、不登校等教育相談（教育委員会） 教育委員会 0182-47-3415

市町村民税・県民税の減免

固定資産税の減免

市町村民税・県民税、固定資産税等の納付

国民健康保険税の減免

国民健康保険税の納付

多重債務 相談員による多重債務相談

その他

市町村の犯罪被害者等支援業務担当部署・連絡先一覧
　　　　　　　市町村名：東成瀬村    　

民生課 0182-47-3403

被害者遺族 0182-47-3404

後遺障害関係

後遺障害（児童）関係

女性・子ども関係

精神保健関係

医療関係

ひとり親家庭等の問題

就労関係

子育て支援関係

就学 教育委員会 0182-47-3415

消費トラブル等関係
0182-47-3403

保健、医療関係
0182-47-3405

保健、医療関係（高齢者）

0182-47-3403

住宅関係 建設課 0182-47-3408

税の減免・相談
税務課 0182-47-3410

民生課

0182-47-3405

民生課


