なお生活困窮の状況が続いている皆さまへ

ー ⾃⽴相談⽀援機関へのご相談と貸付期間の延⻑のご案内ー

※

延⻑貸付の受付は終了しました ※＜2021.8.26版＞

総合支援資金特例貸付を利用し、なおも生活困窮の状況が続く方は、
自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、原則
３か⽉までとする貸付期間を延⻑してご利⽤できる場合があります。

貸付延⻑となる⽅
貸付延⻑となる⽅は、原則の貸付期間（初回貸付）の３⽉⽬におい
て、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等
により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が、生
活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を受ける場
合です。
※ 延⻑貸付は、初回貸付を３月末日までに申請した方に限ります。
※ 初回貸付の３月目の月末までに、市町村社会福祉協議会で申請し
てください。

手続きの流れ
総合⽀援資⾦の特例貸付の貸付延⻑に関する⼿続きの流れです。
まずは、生活困窮者自立相談支援機関にご相談ください。
①ご相談

自立相談支援機関

借受人

②支援決定（※）
③延⻑申込み

（支援が決定した際、相談された内
容等を共有させていただきます。）

市町村社会福祉協議会

（送付）

茨城県
社会福祉協議会

延⻑決定・送⾦

⽣活困窮者⾃⽴相談⽀援機関とは？
・住宅、仕事、⽣活などの相談窓⼝です。
・自治体が直営又は委託（社会福祉法人、NPO等）により運営しています。
・全国905の福祉事務所設置自治体で1,3３６箇所設置されています。

自立相談支援機関及び総合支援資金の特例貸付の
延長に関する Ｑ＆Ａ

※

延⻑貸付の受付は終了しました ※

Ｑ．自立相談支援機関はどこにありますか？
Ａ．お住まいの市や区等にあります。（町村の場合は、町村が窓口を設置し
ている場合と、都道府県が設置している場合があります。）
お住まいの地域の窓口はこちらでご確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

Ｑ．自立相談支援機関に支援を申し込むには何か必要ですか？
Ａ．相談支援の申込票を記載いただきますが、そのほかに、特段ご用意いた
だかなければならない書類はありません。

Ｑ．自立相談支援機関の支援決定は誰でも受けられますか？
Ａ．自立相談支援機関へのご相談はどなたでも可能です。
自立相談支援機関では、生活状況等のお話を聞かせていただき、支援
が必要と判断される場合に、支援の決定を行いますが、生活状況等によっ
ては、生活保護制度等、他の制度をご案内させていただくことがあります。

Ｑ．延長貸付は何回できますか？また何か月まで延長ができますか？
Ａ．１回（３か月以内）までです。

Ｑ．市町村社会福祉協議会への延長申込みには何が必要ですか？
Ａ．延長申請書、借用書（延長貸付分にかかる借用書）をご用意ください。
市町村社会福祉協議会において準備しております。
Ｑ．特例貸付の延長申込みはいつまで出来ますか？
Ａ．原則の貸付期間（初回貸付）の３月目の月末までとなります。
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地域包括支援センター
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茨城県内の自立相談支援窓口のご案内
お住まいの自治体

相談先の機関名

相談窓口名

1

水戸市

（社福）水戸市社会福祉協議会

自立相談支援室

2

日立市

（社福）日立市社会福祉協議会

3

土浦市

4

電話番号

FAX番号

水戸市中央１－４－１

０２９－２９１－３９４１

０２９－２９７－５５１５

自立相談サポートセンター

日立市助川町１－１－１
（日立市役所社会福祉課内）

０２９４－２２－３１１１（内９２５１）
０５０－５５２８－５１５３

０２９４－２５－１１２３

（社福）土浦市社会福祉協議会

暮らし自立サポートセンター

土浦市大和町９－２ ウララ２ビル
土浦市総合福祉会館４階

０２９－８２２－７６１０

０２９－８２４－４１１８

古河市

（社福）古河市社会福祉協議会

生活支援センター

古河市駒羽根１５０１健康の駅

０２８０－９２－７０１７

０２８０－３３－６７７７

5

石岡市

石岡市 社会福祉課

生活困窮者自立支援担当

石岡市石岡１－１－１

０２９９－２３－１１１１
（内７１５３）

０２９９－２７－５８３５

6

結城市

（社福）結城市社会福祉協議会

生活困窮者自立相談窓口

０２９６－４５－４８５５

０２９６－３３－６６２８

7

龍ケ崎市

龍ケ崎市 生活支援課

生活支援グループ

龍ケ崎市３７１０

０２９７－６４－１１１１
（内１８７）

０２９７－６４－７００８

8

下妻市

（社福）下妻市社会福祉協議会

下妻市社会福祉協議会

下妻市本城町３－１３

０２９６－４４－０１４２

０２９６－４４－０５５９

9

常総市

常総市 社会福祉課

生活困窮者自立相談窓口

常総市水海道諏訪町３２２２－３

０２９７－２３－２１１１（代）

０２９７－２３－２４５０

10

常陸太田市

常陸太田市 社会福祉課

自立相談支援室

常陸太田市金井町３６９０

０２９４－７２－３１１１
（内１４７，１４８）

０２９４－７２－３０８３

11

高萩市

高萩市 社会福祉課

生活支援グループ

高萩市本町１－１００－１

０２９３－２３－７０３０

０２９３－２３－５１５１

12

北茨城市

北茨城市 社会福祉課

生活支援係

北茨城市磯原町磯原１６３０

０２９３－４３－１１１１
（内１３５，１３６）

０２９３－４３－６１５５

13

笠間市

（社福）笠間市社会福祉協議会

生活支援グループ

笠間市美原３－２－１１

０２９６－７７－０７３０

０２９６－７８－３９３３

14

取手市

（社福）取手市社会福祉協議会

くらしサポートセンター

取手市寺田５１４４－３

０２９７－７２－０６０３

０２９７－７３－７１７９

15

牛久市

（社福）牛久市社会福祉協議会

生活支援・相談センター

牛久市中央３－１５－１

０２９－８７１－１２９５

０２９－８７１－１２９６

16

つくば市

（社福）つくば市社会福祉協議会

生活困窮者自立相談窓口

つくば市研究学園１－１－１

０２９－８７９－８７１１

０２９－８７９－７８８５

17

ひたちなか市

ひたちなか市 生活支援課

生活支援係

ひたちなか市東石川２－１０－１

０２９－２７３－０１１１（代）

０２９－２７２－２９４０

18

鹿嶋市

鹿嶋市 生活福祉課

生活支援グループ

鹿嶋市大字平井１１８７－１

０２９９－８２－２９１１（代）

０２９９－７７－７８６５

19

潮来市

潮来市 社会福祉課

保護グループ

潮来市辻６２６

０２９９－６３－１１１１（代）

０２９９－８０－１４１０

20

守谷市

守谷市 社会福祉課

保護グループ

守谷市大柏９５０－１

０２９７－４５－１１１１（代）

０２９７－４５－６５２７

21

常陸大宮市

常陸大宮市 社会福祉課

生活困窮者自立支援相談窓口

常陸大宮市中富町３１３５－５

０２９５－５２－１１１１（代）

０２９５－５４－００２４

22

那珂市

（社福）那珂市社会福祉協議会

自立相談サポートセンター

那珂市菅谷３１９８

０２９－２９８－８８８１

０２９－２９８－８８９０

筑西市 社会福祉課

福祉相談室

筑西市丙３６０

０２９６－２４－２１１１（代）

０２９６－２５－２９１３

23

筑西市
（社福）筑西市社会福祉協議会

地域福祉推進課

筑西市小林３５５

０２９６－２２－５１９１

０２９６－２５－２４００

坂東市岩井４３６５

０２９７－２１－２１９０

０２９７－２１－２２１０

稲敷市犬塚１５７０－１

０２９－８９２－２０００（代）

０２９－８９３－１５４５

０２９－８９８－２５２７

０２９－８９８－３５２３

24

坂東市

坂東市 社会福祉課

援護係

25

稲敷市

稲敷市 生活福祉課

生活支援担当

住

所

結城市 中央町二丁目3番地
（結城市役所社会福祉課内）

（令和2年5月末まで）
かすみがうら市深谷３７１９－１
（令和2年6月から）
かすみがうら市宍倉５４６２

26

かすみがうら市

（社福）かすみがうら市
社会福祉協議会

生活自立相談支援窓口

27

神栖市

（社福）神栖市社会福祉協議会

神栖市社会福祉協議会

神栖市溝口１７４６－１

０２９９－９３－０２９４

０２９９－９２－８７５０

28

桜川市

桜川市 社会福祉課

社会福祉グループ

桜川市岩瀬６４－２

０２９６－７５－３１２６

０２９６－７５－４６９０

29

行方市

行方市 社会福祉課

生活保護グループ

行方市玉造甲４０４

０２９９－５５－０１１１（代）

０２９９－３６－２６１０

30

鉾田市

鉾田市 社会福祉課

保護グループ

鉾田市鉾田１４４４－１

０２９１－３６－７９２９

０２９１－３２－５１８３

31

つくばみらい市

つくばみらい市 社会福祉課

保護係

つくばみらい市福田１９５

０２９７－５８－２１１１（代）

０２９７－５８－５８１１

32

小美玉市

小美玉市 社会福祉課

保護係

小美玉市上玉里１１２２

０２９９－４８－１１１１（代）

０２９９－５８－４８４６

33

大子町

県北県民センター 県民福祉課
（県北福祉事務所）

地域福祉室 生活自立相談窓口

常陸太田市山下町４１１９
（常陸太田合同庁舎１階）

０２９４－８０－３３２０

０２９４－８０－３３２８

34

茨城町，大洗町，
城里町，東海村

福祉相談センター 生活保護課
（県央福祉事務所）

生活自立相談窓口

水戸市三の丸１－５－３８
（三の丸庁舎２階）

０２９－２２６－１５１２

０２９－２２７－４４６９

35

美浦村，阿見町，
河内町，利根町

県南県民センター 県民福祉課
（県南福祉事務所）

地域福祉室 生活自立相談窓口

土浦市真鍋５－１７－２６
（土浦合同庁舎１階）

０２９－８２２－７２４１

０２９－８２２－０８１５

36

八千代町，五霞町，
境町

県西県民センター 県民福祉課
（県西福祉事務所）

地域福祉室 境分室
生活自立相談窓口

猿島郡境町長井戸３２０
（境合同庁舎１階）

０２８０－８７－０２２４

０２８０－８６－６２０７

