
年末年始の
宴会

ストップ！ 　新型コロナウイルス感染症
～感染症が流行しやすい冬場に向けてのお知らせ～

 ■ 問   保健管理課　☎086-803-1251

□飲酒をするのであれば、
　　①少人数・短時間で　②なるべく普段一緒にいる人と
　　③深酒・はしご酒などは控え、適度な酒量で
□箸やコップは使い回わさず、一人一人で
□座の配置は斜め向かいに（正面や真横はなるべく避ける）
□会話するときは、なるべくマスク着用
□換気が適切になされているなどの工夫をしている、
　ガイドラインを遵守したお店で
□体調が悪い人は参加しない

　11月以降、感染者が増加しています。マスク・手洗い・３密の回避を心掛けながら、私たちの日常生活の
中に、どんな感染リスクがあるか考えていただき、感染予防に努めましょう。

居場所の切り替わり

引き続き、注意をお願いします

仕事での休憩時間など、気の
緩みや環境の変化に注意。
喫煙所、更衣室での
感染疑い事例あり。

＜お店の人へ＞
□ガイドラインの遵守（従業員
　の体調管理やマスク着用、席
　ごとのアクリル板の効果的な
　設置、換気と組み合わせた適
　切な扇風機の利用など）
　□利用者に、接触確認アプリ
　（COCOA）のダウンロード
　を働き掛ける

感染リスクが高まる「５つの場面」

特に注意が必要な人 どうしたらいい？ 診察・判断・
検体採取

味覚・嗅覚障害のある人
味がしない、においがしない

感染拡大に
つながりやすい職種の人
医療・介護・福祉・教育・保
育などの従事者

かかりつけ医がいる場合
事前に電話してから受診する

　医師や保健所が、
検査が必要と判断し
た場合には、検体を
採取して検査を行い
ます。

※医療機関を受診するとき
は、健康保険証を持参して
ください（受診料や初診料
などが必要になる場合があ
ります）。

※「医師の診断の結果、医
療機関で検体を採取・検査
する場合」「相談電話での
聞き取りの結果、検査可能
な医療機関を紹介する場
合」など、さまざまなパタ
ーンがあります。

かかりつけ医がいない場合

●岡山市新型コロナウイル
　ス受診・相談センターに
　電話相談する
　・平日９時～21時
　・土・日曜、祝日９時～17時
　☎086-803-1360
　FAX086-803-1337

●ホームページで
　探す

※時間外は、留守番電話の案内
メッセージに従ってください。

強い症状のある人
息苦しさ、強いだるさ、高熱

重症化しやすい人（※）で
軽い風邪の症状がある人
（※）高齢者、糖尿病、心不全、
呼吸器疾患（COPD等）、透
析を受けている人、免疫抑制
剤や抗がん剤を用いている人、
基礎疾患のある人、妊婦

新しい受診の仕方にスイッチ！
　　　　　　新型コロナウイルス感染症の初期症状は、発熱やせき、体のだるさなど、風邪に似ています。
　　　　　　下記（特に注意が必要な人）に該当する人は、まずは最寄りの医療機関に電話連絡の上で受診
　　　　　していただくか、受診・相談センターに電話相談ください。

感染リスクを減らそう！
　　会食を楽しむためのチェックリスト

場面５

狭い空間での共同生活
寮の部屋やトイレなどの
共用部分に注意。

場面４

マスクなしでの会話
飛沫感染などでの感染リスクに注意。
車やバス移動の車中でも注意を。

場面３

大人数や長時間におよぶ飲食
大人数（例えば５人以上）の飲食では、
大声になり飛沫が飛びやすくなる。

場面２

飲酒を伴う懇親会など
気分が高揚し、注意力が低下。
大きな声になりやすい。

場面１

調査への協力をお願いします！ 　～身近な人や大切な人の命を守るために～
　市保健所では、新型コロナの検査で陽性が判明した人に、判明後すぐに電話での聞き取
り調査を行っています。感染源や濃厚接触者を特定し、迅速なＰＣＲ検査などにつなげる、
感染拡大の防止には欠かせない重要な調査です。
　「職場や取引先、知人に迷惑が掛かるかも…」などの理由で詳細を教えていただけない
と、他の感染者の発見が遅れるほか、感染した人が知らぬ間にウイルスを拡散し、かえっ
て迷惑を掛ける結果となる恐れがありますので、調査への協力をお願いします。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の“いま”についての10の知識」より抜粋（2020年11月時点）

ご存じですか？新型コロナウイルス感染症の“いま”についての知識

　▷体調が悪いときは不要・不急の外出を控えること
　▷人と接するときにはマスクを着用することなど、多くの人に感染させないような行動が大切です。

　他の人に感染させているのは２割以下の人とされて
います。つまり、１人の感染者が、何人もの人に感染
させてしまうことがなければ、流行を抑えることがで
きます。

　症状の出る２日前から発症後７～10日間程度とされ
ています。症状の出る直前・直後で特にウイルス排出
量が高くなると考えられています。 

Q１ 感染した人のう
ち、重症化する
人や死亡する人
の割合は？ 

Q２ 感染した人のうち、どれくら
いの人が他の人に感染させて
いますか？

Q３ 感染した人が、他の人に感染させてしま
う可能性がある期間はいつまでですか？

なので…

▶重症化する人　約1.6％
・50歳代以下で0.3％
・60歳代以上で8.5％

・50歳代以下で0.06％
・60歳代以上で5.7％

※６月以降に診断された人の数値

▶死亡する人　約1.0％
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お問い合わせ先

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者が取り組む年末年始の商戦を後
押しし、消費喚起を図るため、「がんばろう岡山市！スマホ決済最大25％が戻ってくる
年末年始キャンペーン」を実施中です。
　キャンペーン期間中に対象店舗においてPayPayで支払うと、決済金額の最大25％を
ポイント還元します。

□PayPayの導入を検討している事業者
　☎0120-402-409（岡山市キャンペーン専用PayPay新規受付窓口・平日10時～19時）
□PayPayをすでに導入済の事業者
　☎0120-990-640（PayPay加盟店サポート窓口・年中無休24時間受付）
□PayPay利用者または利用を検討している人
　☎0120-990-634（PayPayカスタマーサポート窓口・年中無休24時間受付）
□本事業について 
　☎086-803-1342（産業振興・雇用推進課）

●対象店舗　市内のPayPayが利用できる店舗などのうち、市が対象として指定する店舗など
　　　　　　※右記のポスターが目印です。詳細は市ＨＰをご確認ください。

●実施期間　令和３年１月31日㈰まで

●還元内容　還元率２５％　　１回当たりの付与上限　1,000円相当のポイントまで
　　　　　　　　　　　　　　期間中の付与上限　　 20,000円相当のポイントまで
　　　　　　　　　　　　　　（１カ月ごとの付与上限は10,000円相当のポイントまで）

がんばろう岡山市！スマホ決済最大25％が
戻ってくる年末年始キャンペーン

新型コロナウイルス関連情報

×

▲キャンペーンポスター

岡山市文化芸術活動支援
「文化の灯を消さない！プロジェクト」
助成金

 ■ 問   ■ 申  文化の灯を消さない！プロジェクト事務局
　　☎086-223-5793

中小事業者等向け固定資産税・
都市計画税の軽減制度

　新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営環境
に直面している中小事業者などに対して、令和３年度
に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税
および都市計画税が軽減されます。詳細は、同課ＨＰ
をご確認ください。
申告期限
　２月１日まで

参考
　中小企業庁ＨＰ

支給額
　30,000円以内
※１団体１回限り

申請期限
２月１日までに

　市内において令和２年４月から令和３年３月10日ま
でに、自ら主催して行う文化芸術活動（公演、発表会、
ワークショップ、動画配信など）や、やむなく延期・
中止になった文化芸術活動を支援します。

参　　考　　申請書類による審査あり。詳細は募集要
　　　　　項（同事務局などで配布。ＨＰからも入手
　　　　　可）をご確認ください。

対　　象　　文化芸術活動を行う団体や個人、または
　　　　　対象施設を利用する団体や個人

助成上限　　文化芸術活動の再開を支援（上限額50万円/１事業当たり）
　　　　　　発表の場の確保を支援（上限額50万円/１日当たり）
　　　　　　キャンセル料等を支援（上限額10万円/1事業当たり）

申請期限　　２月26日まで

 ■ 問  課税管理課資産税企画係　☎086-803-1170
　　　　　　　償却資産係　☎086-803-1181 

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  〕

再
掲

再
掲

再
掲

　ひとり親世帯の生活を支援するための一時金として、
対象者に給付金を支給します。まだ申請していない人
はお早めに。対象者や給付金額などの詳細は、同課Ｈ
Ｐをご確認ください。なお、すでに支給を受けた人は
対象外です。
申請方法
　申請書を各福祉事務所▢窓口・▢〒で２月28日までに

 ■ 問  こども福祉課　☎086-803-1222
ひとり親世帯臨時特別給付金

再
掲

　新型コロナウイルス感染予防対策に必要な物品（令
和２年12月31日までに購入したもの）の経費に対し、
市内地域スポーツ団体へ支援金を支給します。
　対象団体や申請書などの詳細は、同課ＨＰをご確認
ください。

 ■ 問   ■ 申  スポーツ振興課　☎086-803-1614
地域スポーツ団体感染防止対策支援金

農林漁業者向け事業継続支援金の
期間延長

　農業・漁業などは季節性事業（１年１作など）であ
り、新型コロナウイルス感染症による経済活動の影響
が続いているため、岡山市事業継続支援金のうち、農
林漁業者向け事業継続支援金に限り、以下のように期
間を延長しました。
※対象月と申請受付期間のみの変更となります。
※詳細は、同課ＨＰをご確認ください。
変更点
　●対象月を令和３年１月までに延長
　●申請受付期間を令和３年２月28日までに延長

 ■ 問  農林水産課　☎086-803-1344、1346

延
長

各種相談等一覧

●担当課が分からないときは、新型コロナウイルス対策専用ダイヤルへ
☎086-803-1400（土・日曜、祝日除く、８時30分～17時15分）

　　　　　　問い合わせ先
●収納課
☎086-803-1186

●料金課
☎086-803-1641～1644

●岡山市営住宅管理センター
（日曜、祝日を除く８時30分～17時15分）
☎086-206-5560
●国民健康保険の場合
☎086-803-1135
●介護保険の場合
☎086-803-1242
●後期高齢者医療制度の場合
☎086-803-1217
●ねんきん加入者ダイヤル
☎0570-003-004
●ねんきんダイヤル
☎0570-05-1165
●みんなの人権110番
（全国共通人権相談ダイヤル）
☎0570-003-110
●外国語人権相談　
☎0570-090-911
●岡山市男女共同参画相談
　支援センター
（配偶者暴力相談支援センター）
☎086-803-3366
●消費生活センター
☎086-803-1109（相談専用電話）
※消費者ホットライン「いやや」
（局番なしの188）も利用可

　　　　　　　　　内　　容

個人市県民税・固定資産税などの納税猶予のご相談

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、
認可保育園保育料、認定こども園利用料、下水道事業
負担金などの納付相談

市営住宅の家賃支払いが困難な人のご相談

収入減少による国民健康保険料、介護保険料、後期高
齢者医療保険料の減免や、傷病手当金の申請を受け付
けています。詳細は市ＨＰをご確認ください。

国民年金保険料免除などの特例措置についてのご相談

感染した人やそのご家族、医療従事者などに対しての
不当な差別・偏見・いじめ・誹謗中傷でお悩みの人

インターネット人権相談受付窓口もあり

配偶者などによる暴力にお悩みの人
①月～土曜の各日10時～19時30分
（火曜は除く）
②日曜、祝日の各日10時～16時30分

不審な電話やメールなど消費生活に関するトラブルで
お悩みの人（土・日曜、祝日を除く９時～16時）

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが５％以
上減少し、運転資金などでお困りの人に国・自治体が
設けた特別な融資制度があります。まずは、お近くの
金融機関にご相談ください。

国・県・市の各種融資を利用する際に必要なセーフテ
ィネット保証および危機関連保証の認定申請を受付中
です。

無利子・無担保等「融資」、休業に係る「雇用調整助
成金」、販路開拓・ものづくり等「補助金」、「持続化
給付金」などの相談受付窓口。

新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化し
た際、従業員を一時的に休業させるなどにより雇用を
維持し、一定要件を満たした場合に雇用調整助成金が
国から支給されます。

ＮＰＯ法人向けの支援情報をＨＰ「つながる協働ひろ
ば」に掲載しています。

　　　 名　　称

市税の納税相談

各種料金の納付相談

市営住宅家賃の納付相談

各保険料の減免など

国民年金保険料免除など

人権への配慮

相談ほっとライン

消費生活相談

企業向け
運転資金などの特別な融
資制度（無利子・無担保）

セーフティネット保証・
危機関連保証の認定・経
営相談等窓口

ワンストップ経営相談窓口
（※岡山商工会議所の相
談窓口名称）

雇用調整助成金の相談窓口

ＮＰＯ法人向けの支援相談

●産業振興・雇用推進課　☎086-803-1325
●岡山商工会議所   ☎086-232-2266
●日本政策金融公庫　
　国民生活事業　☎086-225-0011　
　中小企業事業　☎086-222-7666
その他（商工会、市内金融機関など）

●産業振興・雇用推進課
☎086-803-1325

●岡山商工会議所　☎086-232-2266　
※各商工会でも同様の相談窓口あり　
※原則予約制
　（岡山商工会議所ＨＰ・☎・FAX）
●ハローワーク岡山（管轄＝北・中・南区）
☎086-241-3222
●ハローワーク西大寺（管轄＝東区）
☎086-942-3212

●市民協働企画総務課市民活動支援室
☎086-803-1061
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困
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お問い合わせ先

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者が取り組む年末年始の商戦を後
押しし、消費喚起を図るため、「がんばろう岡山市！スマホ決済最大25％が戻ってくる
年末年始キャンペーン」を実施中です。
　キャンペーン期間中に対象店舗においてPayPayで支払うと、決済金額の最大25％を
ポイント還元します。

□PayPayの導入を検討している事業者
　☎0120-402-409（岡山市キャンペーン専用PayPay新規受付窓口・平日10時～19時）
□PayPayをすでに導入済の事業者
　☎0120-990-640（PayPay加盟店サポート窓口・年中無休24時間受付）
□PayPay利用者または利用を検討している人
　☎0120-990-634（PayPayカスタマーサポート窓口・年中無休24時間受付）
□本事業について 
　☎086-803-1342（産業振興・雇用推進課）

●対象店舗　市内のPayPayが利用できる店舗などのうち、市が対象として指定する店舗など
　　　　　　※右記のポスターが目印です。詳細は市ＨＰをご確認ください。

●実施期間　令和３年１月31日㈰まで

●還元内容　還元率２５％　　１回当たりの付与上限　1,000円相当のポイントまで
　　　　　　　　　　　　　　期間中の付与上限　　 20,000円相当のポイントまで
　　　　　　　　　　　　　　（１カ月ごとの付与上限は10,000円相当のポイントまで）

がんばろう岡山市！スマホ決済最大25％が
戻ってくる年末年始キャンペーン

新型コロナウイルス関連情報

×

▲キャンペーンポスター

岡山市文化芸術活動支援
「文化の灯を消さない！プロジェクト」
助成金

 ■ 問   ■ 申  文化の灯を消さない！プロジェクト事務局
　　☎086-223-5793

中小事業者等向け固定資産税・
都市計画税の軽減制度

　新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営環境
に直面している中小事業者などに対して、令和３年度
に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税
および都市計画税が軽減されます。詳細は、同課ＨＰ
をご確認ください。
申告期限
　２月１日まで

参考
　中小企業庁ＨＰ

支給額
　30,000円以内
※１団体１回限り

申請期限
２月１日までに

　市内において令和２年４月から令和３年３月10日ま
でに、自ら主催して行う文化芸術活動（公演、発表会、
ワークショップ、動画配信など）や、やむなく延期・
中止になった文化芸術活動を支援します。

参　　考　　申請書類による審査あり。詳細は募集要
　　　　　項（同事務局などで配布。ＨＰからも入手
　　　　　可）をご確認ください。

対　　象　　文化芸術活動を行う団体や個人、または
　　　　　対象施設を利用する団体や個人

助成上限　　文化芸術活動の再開を支援（上限額50万円/１事業当たり）
　　　　　　発表の場の確保を支援（上限額50万円/１日当たり）
　　　　　　キャンセル料等を支援（上限額10万円/1事業当たり）

申請期限　　２月26日まで

 ■ 問  課税管理課資産税企画係　☎086-803-1170
　　　　　　　償却資産係　☎086-803-1181 

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  〕

再
掲

再
掲

再
掲

　ひとり親世帯の生活を支援するための一時金として、
対象者に給付金を支給します。まだ申請していない人
はお早めに。対象者や給付金額などの詳細は、同課Ｈ
Ｐをご確認ください。なお、すでに支給を受けた人は
対象外です。
申請方法
　申請書を各福祉事務所▢窓口・▢〒で２月28日までに

 ■ 問  こども福祉課　☎086-803-1222
ひとり親世帯臨時特別給付金

再
掲

　新型コロナウイルス感染予防対策に必要な物品（令
和２年12月31日までに購入したもの）の経費に対し、
市内地域スポーツ団体へ支援金を支給します。
　対象団体や申請書などの詳細は、同課ＨＰをご確認
ください。

 ■ 問   ■ 申  スポーツ振興課　☎086-803-1614
地域スポーツ団体感染防止対策支援金

農林漁業者向け事業継続支援金の
期間延長

　農業・漁業などは季節性事業（１年１作など）であ
り、新型コロナウイルス感染症による経済活動の影響
が続いているため、岡山市事業継続支援金のうち、農
林漁業者向け事業継続支援金に限り、以下のように期
間を延長しました。
※対象月と申請受付期間のみの変更となります。
※詳細は、同課ＨＰをご確認ください。
変更点
　●対象月を令和３年１月までに延長
　●申請受付期間を令和３年２月28日までに延長

 ■ 問  農林水産課　☎086-803-1344、1346

延
長

各種相談等一覧

●担当課が分からないときは、新型コロナウイルス対策専用ダイヤルへ
☎086-803-1400（土・日曜、祝日除く、８時30分～17時15分）

　　　　　　問い合わせ先
●収納課
☎086-803-1186

●料金課
☎086-803-1641～1644

●岡山市営住宅管理センター
（日曜、祝日を除く８時30分～17時15分）
☎086-206-5560
●国民健康保険の場合
☎086-803-1135
●介護保険の場合
☎086-803-1242
●後期高齢者医療制度の場合
☎086-803-1217
●ねんきん加入者ダイヤル
☎0570-003-004
●ねんきんダイヤル
☎0570-05-1165
●みんなの人権110番
（全国共通人権相談ダイヤル）
☎0570-003-110
●外国語人権相談　
☎0570-090-911
●岡山市男女共同参画相談
　支援センター
（配偶者暴力相談支援センター）
☎086-803-3366
●消費生活センター
☎086-803-1109（相談専用電話）
※消費者ホットライン「いやや」
（局番なしの188）も利用可

　　　　　　　　　内　　容

個人市県民税・固定資産税などの納税猶予のご相談

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、
認可保育園保育料、認定こども園利用料、下水道事業
負担金などの納付相談

市営住宅の家賃支払いが困難な人のご相談

収入減少による国民健康保険料、介護保険料、後期高
齢者医療保険料の減免や、傷病手当金の申請を受け付
けています。詳細は市ＨＰをご確認ください。

国民年金保険料免除などの特例措置についてのご相談

感染した人やそのご家族、医療従事者などに対しての
不当な差別・偏見・いじめ・誹謗中傷でお悩みの人

インターネット人権相談受付窓口もあり

配偶者などによる暴力にお悩みの人
①月～土曜の各日10時～19時30分
（火曜は除く）
②日曜、祝日の各日10時～16時30分

不審な電話やメールなど消費生活に関するトラブルで
お悩みの人（土・日曜、祝日を除く９時～16時）

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが５％以
上減少し、運転資金などでお困りの人に国・自治体が
設けた特別な融資制度があります。まずは、お近くの
金融機関にご相談ください。

国・県・市の各種融資を利用する際に必要なセーフテ
ィネット保証および危機関連保証の認定申請を受付中
です。

無利子・無担保等「融資」、休業に係る「雇用調整助
成金」、販路開拓・ものづくり等「補助金」、「持続化
給付金」などの相談受付窓口。

新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化し
た際、従業員を一時的に休業させるなどにより雇用を
維持し、一定要件を満たした場合に雇用調整助成金が
国から支給されます。

ＮＰＯ法人向けの支援情報をＨＰ「つながる協働ひろ
ば」に掲載しています。

　　　 名　　称

市税の納税相談

各種料金の納付相談

市営住宅家賃の納付相談

各保険料の減免など

国民年金保険料免除など

人権への配慮

相談ほっとライン

消費生活相談

企業向け
運転資金などの特別な融
資制度（無利子・無担保）

セーフティネット保証・
危機関連保証の認定・経
営相談等窓口

ワンストップ経営相談窓口
（※岡山商工会議所の相
談窓口名称）

雇用調整助成金の相談窓口

ＮＰＯ法人向けの支援相談

●産業振興・雇用推進課　☎086-803-1325
●岡山商工会議所   ☎086-232-2266
●日本政策金融公庫　
　国民生活事業　☎086-225-0011　
　中小企業事業　☎086-222-7666
その他（商工会、市内金融機関など）

●産業振興・雇用推進課
☎086-803-1325

●岡山商工会議所　☎086-232-2266　
※各商工会でも同様の相談窓口あり　
※原則予約制
　（岡山商工会議所ＨＰ・☎・FAX）
●ハローワーク岡山（管轄＝北・中・南区）
☎086-241-3222
●ハローワーク西大寺（管轄＝東区）
☎086-942-3212

●市民協働企画総務課市民活動支援室
☎086-803-1061
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