都道府県事前相談窓口
都道府県コード 相談窓口
■事前相談窓口：北海道新型コロナウイルス感染症対策本部指揮室

総括・広報班

■メールアドレス：seisaku.shingi2@pref.hokkaido.lg.jp
1 北海道

■ホームページ：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/event̲zhizensoudan.htm
■電話番号：011-231-4111
■住所：〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
（北海道新型コロナウイルス感染症対策本部指揮室

総括・広報班）

■事前相談窓口：青森県新型コロナウイルス危機対策本部統括調整部
2 青森県

■メールアドレス：aomorikentaisakuhonbu@pref.aomori.lg.jp
■電話番号：017-734-9088
■住所：青森県青森市長島１丁目１－１

青森県庁危機管理局防災危機管理課

■事前相談窓口：岩手県復興防災部復興危機管理室
■メールアドレス：AJ0008＠pref.iwate.jp
3 岩手県

■HP : https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/1030432.html
■電話番号：019－629－6925
■住所：〒020－8570

岩手県盛岡市内丸10-1

岩手県復興防災部復興危機管理室

■事前相談窓口：宮城県復興・危機管理総務課
■メールアドレス：fkikim＠pref.miyagi.lg.jp
4 宮城県

■電話番号：０２２ー２１１ー２３８２
■住所：〒９８０－８５７０
宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号

宮城県庁復興・危機管理総務課

■事前相談窓口：秋田県総務部総務課
■メールアドレス：Soumuka@pref.akita.lg.jp
5 秋田県

（参考）HP：https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/51207
■電話番号：018-860-1054
■住所：〒010-8570

秋田市山王四丁目１番１号

■事前相談窓口：山形県防災危機管理課
6 山形県

■メールアドレス：ykikikanri＠pref.yamagata.lg.jp
■電話番号：023-630-2452
■住所：〒990-8570 山形県山形市松波二丁目8-1 山形県防災危機管理課
■事前相談窓口：福島県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局総括班
■メールアドレス：corona-event@pref.fukushima.lg.jp

7 福島県

（参考）HP：http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/coronavirus-event.html
■電話番号：０２４ー５２１ー８６４４
■住所：９６０－８６７０ 福島県福島市杉妻町２－１６

福島県新型コロナウイルス感染症対策

本部事務局総括班
■事前相談窓口：茨城県防災・危機管理課
8 茨城県

■メールアドレス：kikikanri01＠pref.ibaraki.lg.jp
■電話番号：029ー301ー5977
■住所：茨城県水戸市笠原町978番6

茨城県県庁防災・危機管理課

■事前相談窓口：栃木県保健福祉部感染症対策課
9 栃木県

■メールアドレス：shakai-honbu001@pref.tochigi.lg.jp
■電話番号：028-623-3125
■住所：〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 栃木県保健福祉部感染症対策課
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■事前相談窓口：群馬県総務部危機管理課
10 群馬県

■メールアドレス：corona-honbu@pref.gunma.lg.jp
■電話番号：０２７－２２６－２４２０
■住所：群馬県前橋市大手町１－１－１

群馬県庁危機管理課

■事前相談窓口：埼玉県新型コロナウイルス対策本部統括部
11 埼玉県

イベント施設班

■メールアドレス：a3115-11＠pref.saitama.lg.jp
■電話番号：048-830-8141（緊急事態措置相談センター）
■住所：埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

危機管理防災センター

■事前相談窓口：千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部

特措法協力要請電話相談窓口

■メールアドレス：honbu04＠mz.pref.chiba.lg.jp
12 千葉県

■ＨＰ：https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/event-soudan-2.html
■電話番号：043ー223ー4318
■住所：〒２６０－８６６７ 千葉県千葉市中央区市場町１－１

千葉県新型コロナウイルス感染症

対策本部 特措法協力要請電話相談窓口
■事前相談窓口：東京都総務局総合防災部防災管理課
13 東京都

■メールアドレス：S0031507a＠section.metro.tokyo.jp
■電話番号：03-5388-0567

※催物の事前相談だけでなく、コロナ対策全般の相談窓口

■住所：東京都総務局総合防災部防災管理課

〒163-8001

東京都新宿区西新宿2-8-1

■事前相談窓口：神奈川県くらし安全防災局防災部危機管理防災課
14 神奈川県

■メールアドレス：※内容により窓口が異なるため、まずはお電話ください。
■電話番号：０４５ー２１０ー３４２５
■住所：神奈川県横浜市中区日本大通１
■事前相談窓口：新潟県防災局危機対策課

15 新潟県

■メールアドレス：ngt130040@pref.niigata.lg.jp
■電話番号：025-282-1636
■住所：新潟県新潟市中央区新光町４－１

新潟県庁防災局危機対策課

■事前相談窓口：富山県感染症対策課
16 富山県

■メールアドレス：akenkotaisaku@pref.toyama.lg.jp
■電話番号：076-444-2176
■事前相談窓口：石川県総務部行政経営課

17 石川県

■メールアドレス：gyoukaku@pref.ishikawa.lg.jp
■電話番号：076-225-1246
■住所：石川県金沢市鞍月１丁目１番地

石川県庁総務部行政経営課

■事前相談窓口：保健予防課新型コロナウイルス感染拡大防止対策チーム
■メールアドレス：hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp
18 福井県

（参考）https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/corona/daikiboibent.html
■電話番号：0776-20-0771
■住所：福井市大手3丁目17-1
■事前相談窓口：山梨県知事直轄組織感染症対策グループ

19 山梨県

■メールアドレス：kansensho＠pref.yamanashi.lg.jp
■電話番号：055-223-1321
■住所：山梨県甲府市丸の内1-6-1山梨県知事直轄組織感染症対策グループ
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■事前相談窓口：長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室
■メールアドレス：corona-taisaku@pref.nagano.lg.jp
（事前相談案内URL）
20 長野県

https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-event.html
■電話番号：０２６ー２３２ー０１１１（内線4703）
■住所：長野県長野市大字南長野字幅下６９２－２
長野県庁危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室
■事前相談窓口：岐阜県健康福祉部感染症対策調整課
■メールアドレス：corona-event@govt.pref.gifu.jp

21 岐阜県

■電話番号：０５８ー２７２ー１１１１（内線：４９９３・４９９４）
■住所：〒５００－８５７０
岐阜県岐阜市薮田南２丁目１番１号

岐阜県健康福祉部感染症対策調整課

■事前相談窓口：静岡県危機管理部危機政策課
※内容によって、窓口が異なる場合があります。
22 静岡県

■メールアドレス：boukei＠.pref.shizuoka.lg.jp
■電話番号：054-221-3512
■住所:〒420-8601

静岡県静岡市葵区追手町９－６

■事前相談窓口：愛知県防災安全局防災部防災危機管理課啓発グループ
■メールアドレス：bosai@pref.aichi.lg.jp
23 愛知県

■HP：https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/jizensoudan.html
■電話番号：052-954-6190
■住所：〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
■事前相談窓口：三重県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
■メールアドレス：kansenta＠pref.mie.lg.jp

24 三重県

■電話番号：059-224-2352
■住所：三重県津市広明町１３
三重県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局

総合対策Ｇ

■事前相談窓口：滋賀県新型コロナ対策相談コールセンター
■メールアドレス：as00corona＠pref.shiga.lg.jp
25 滋賀県

■HP：https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bousai/sougo/313183.html
■電話番号：077ー528ー1344
■住所：滋賀県大津市京町４丁目１－１

滋賀県庁防災危機管理局内（イベント事前相談窓口）

■事前相談窓口：京都府新型コロナウイルス感染症対策本部運営チーム
26 京都府

■メールアドレス：corona@pref.kyoto.lg.jp
■電話番号：075-414-5658
■住所：京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
■事前相談窓口：大阪府 危機管理室災害対策課
■メールアドレス：kikikanri-g13@sbox.pref.osaka.lg.jp

27 大阪府

■電話番号：06-4397-3293
■住所：大阪府大阪市中央区大手前3丁目1‐43

大阪府新別館北館1階

なお、https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.htmlにて、直近の事務連絡に沿った
事前相談表の公表を予定しています。
■事前相談窓口：兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局（兵庫県災害対策課）
28 兵庫県

■メールアドレス：saitai@pref.hyogo.lg.jp
■電話番号：078-362-9833
■住所：神戸市中央区下山手通5-10-1

兵庫県庁

災害対策課
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■事前相談窓口：奈良県防災統括室
29 奈良県

■メールアドレス：bosai@oﬃce.pref.nara.lg.jp
■電話番号：0742-27-7006
■住所：奈良県奈良市登大路町30

奈良県庁防災統括室

■事前相談窓口：和歌山県新型コロナウイルス感染症対策本部
■メールアドレス：e0119001@pref.wakayama.lg.jp
30 和歌山県 ■HP：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011900/d00207859.html
■電話番号：073-441-2261
■住所：和歌山県和歌山市小松原通１－１

和歌山県危機管理局災害対策課

■事前相談窓口：鳥取県くらしの安心推進課
31 鳥取県

■メールアドレス：kurashi＠pref.tottori.lg.jp
■電話番号：０８５７－２６－７２８４
■住所：鳥取県鳥取市東町一丁目２２０番地

鳥取県庁くらしの安心推進課

■事前相談窓口：島根県防災部防災危機管理課
■メールアドレス：event-shimane＠pref.shimane.lg.jp
32 島根県

■HP：https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai̲info/bousai/kikikanri/shingata̲taisaku/event.html
■電話番号：0852-22-6486
■住所：島根県松江市殿町１番地

島根県庁防災部防災危機管理課

■事前相談窓口：岡山県保健福祉部 新型コロナウイルス感染症対策室 総合調整グループ
■メールアドレス：coronamail@pref.okayama.jp
33 岡山県

■HP：https://www.pref.okayama.jp/page/676051.html
■電話番号：086-224-2111
■住所：岡山市岡山市北区内山下二丁目４番６号
岡山県庁保健福祉部 新型コロナウイルス感染症対策室
■事前相談窓口：広島県健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策担当
■メールアドレス：covid19taisaku@pref.hiroshima.lg.jp

34 広島県

■電話番号：082-513-2846
■住所：広島県広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策担当
■事前相談窓口：山口県総務部防災危機管理課

35 山口県

■メールアドレス：ncorona-bosai@pref.yamaguchi.lg.jp
■電話番号：083-933-2492
■住所：山口県山口市滝町１番１号

山口県総務部防災危機管理課

■事前相談窓口：徳島県危機管理政策課
36 徳島県

■メールアドレス：kikikanriseisakuka@pref.tokushima.jp
■電話番号：088-621-2708
■住所：徳島県徳島市万代町１－１

徳島県庁危機管理政策課
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■事前相談窓口：香川県
■住所：〒760-8570

香川県高松市番町４丁目１番１０号

●コンサート等
香川県 文化芸術局 文化振興課
メールアドレス bunka@pref.kagawa.lg.jp
電話番号 087-832-3784
●展示会等
香川県 商工労働部 経営支援課
37 香川県

メールアドレス keiei@pref.kagawa.lg.jp
電話番号 087-832-3339
●プロスポーツ等
香川県 交流推進部 交流推進課
メールアドレス kouryu@pref.kagawa.lg.jp
電話番号 087-832-3055
●その他
香川県 政策部 政策課
メールアドレス seisaku@pref.kagawa.lg.jp
電話番号 087-832-3126
■事前相談窓口：愛媛県新型コロナウイルス感染症対策本部（保健福祉課）
■メールアドレス：hokenhukushi@pref.ehime.lg.jp

38 愛媛県

■HP：http://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/covid19.html#event
■電話番号：089-968-2419（平日9：00～17：00）
■住所：愛媛県松山市一番町四丁目４番地２
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■事前相談窓口：高知県危機管理部危機管理・防災課
39 高知県

■メールアドレス：010101@ken.pref.kochi.lg.jp
■電話番号：088-823-9311
■住所：高知県高知市丸ノ内１丁目２番20号

高知県県庁危機管理部危機管理・防災課

■事前相談窓口：福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局まん延防止班
40 福岡県

■メールアドレス：corona-ma001@pref.fukuoka.lg.jp
■電話番号：092-643-3342
■住所：福岡県博多区東公園7-7
■事前相談窓口：佐賀県政策部危機管理・報道局危機管理防災課
■メールアドレス：event-soudan@pref.saga.lg.jp

41 佐賀県

■HP：https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00381118/index.html
■電話番号：0952－25－7008
■住所：〒840-8570

佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号

■事前相談窓口：長崎県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
■メールアドレス：corona-taisaku@pref.nagasaki.lg.jp
42 長崎県

■電話番号：095-894-3191
■住所： 〒850-8570

長崎県長崎市尾上町３番１号

長崎県庁新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
■事前相談窓口：熊本県健康福祉部健康危機管理課
■メールアドレス：kenkoukiki@pref.kumamoto.lg.jp
43 熊本県

■HP：https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/96627.html
■電話番号：096-333-2239
■住所：〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

熊本県健康福祉部健康危機管理課

■事前相談窓口：大分県感染症対策課
44 大分県

■メールアドレス：a12380@pref.oita.lg.jp
■電話番号：０９７ー５０６ー２７７８
■住所：大分県大分市大手町3丁目1番1号

大分県県庁感染症対策課

■事前相談窓口：宮崎県健康増進課感染症対策室
45 宮崎県

■メールアドレス：kansensho-taisaku@pref.miyazaki.lg.jp
■電話番号：0985-44-2690
■住所：宮崎県宮崎市橘通東２丁目10番１号
■事前相談窓口：鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策室

46 鹿児島県

■メールアドレス：corona-sogo@pref.kagoshima.lg.jp
■電話番号：０９９ー２８６ー５２８０
■住所：鹿児島県鹿児島市鴨池新町１０番１号

鹿児島県庁新型コロナウイルス感染症対策室

6

■事前相談窓口
○知事公室 秘書課
メール aa001007@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2080
■住所：〒900-8570沖縄県那覇市泉崎１－２－２
○総務部 総務私学課
メール aa002003@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2074
○企画部 企画調整課
メール aa010006@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2026
○環境部 環境政策課
メール aa025003@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2183
○こども生活福祉部 福祉政策課
メール aa030100@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2164
○保健医療部 保健医療総務課
47

沖縄県

メール aa023001@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2169
○農林水産部 農林水産総務課
メール aa040002@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2254
○商工労働部 産業政策課
メール aa055204@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2330
○文化観光スポーツ部 観光政策課
メール aa081100@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2763
○土木建築部 土木総務課
メール aa060003@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2384
○出納事務局 会計課
メール aa100005@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2471
○教育庁 総務課
メール ab310000@pref.okinawa.lg.jp
TEL: 098-866-2705
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