
コロナ差別のない岡山へ
～誰もが安心して生活できる地域を目指して～

新型コロナウイルス感染症の
高齢者向け（65歳以上）ワクチン接種の

準備を進めています

　市では、国の示すスケジュールにのっとり、新型コロナウイルスワクチン接種を始める見込みです。接種には優先
順位があり、高齢者（昭和32年４月１日以前に生まれた人）から優先的に行われます。

　３密（密閉・密集・密接）の回避やマスク・手洗
い・換気の励行など、「新しい生活様式」への取り
組みへのご協力ありがとうございます。それでも、
なかなか新規感染者の発生は止まらず、いつ、どこ
で、誰が感染してもおかしくない状況に、不安を抱
えながらの毎日だと思います。
　こうした中、感染者本人やその家族に対する誹
謗・中傷が社会問題となる事例がいたるところで起
きています。感染したことだけでもつらいことなの
に、近隣住民からの偏見や差別が加わることによっ
て、二重三重の苦しみとなります。
　皆さんには、以下の点に日頃から心掛け、誰もが
安心して生活できる地域づくりにご理解、ご協力を
お願いします。

　自分や家族が感染したとしても、悲しくつらい思いを
する（誹謗・中傷などを受ける）ことなく、「この地域
の住民で良かった」と思える地域づくりをしましょう。

　具体的な接種開始時期、接種可能な医療機関や接種会場、予約方法などは未定ですので、改め
てお知らせします。

●ホームページで探す

●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

●かかりつけ医がいる場合は、事前に電話してから受診する

・平日９時～21時
・土・日曜、祝日９時～17時

  ☎  086-803-1360
FAX086-803-1337

どんなときに受診？ どう受診する？

●悲しくつらい思いをすることのない地域づくり

　身近に感染者が出た時、「早くよくなるといいね」
「よくなってよかったね」と、相手への思いやりを失わ
ない、心温かい地域づくりをしましょう。

●相手への思いやりを失わない心温かい地域づくり

　不安な時だからこそ、お互いに前向きな声掛けをしま
しょう。安心して生活できる地域をつくるのは、私たち
一人一人です。

●お互いに前向きな声掛けをしましょう

　新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報（公的
機関が提供する情報）を共有し、差別的な言動に同調し
ないようにしましょう。

●差別的な言動に同調しない

〈特に注意が必要な人〉

少しでも体調がおかしいと感じた
ら、受診を検討してください。

①医療従事者等

対象者

費　用
ワクチ
ン接種
の流れ

ワクチン接種に関してのご注意

②高齢者（65歳以上）

③基礎疾患のある人
　高齢者施設等の従事者
④ その他、一般の人

３月中

未定

４月
以降

　全国的に事業所等での感染やクラスター事案が発生しています。万一感染者が発生した場合には、
さらなる感染拡大を防ぐ上でも、感染者およびその事業所等に対して市保健所が実施する調査や集団
検査などについて、ご協力をお願いします。
　感染者発生時の対応をまとめた資料は、右ＱＲコードのリンク先にてご確認ください。

事業所等で新型コロナウイルス感染者が発生した場合

【岡山市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター】

0 1 2 0－ 7 8 0－ 9 1 0
（月～金曜　８時30分～17時30分）

　ワクチンには、発症や重症化の予防という効果と、副反応がありま
す。市民の皆さんが納得して判断をしていただけるよう、市としても
情報提供に努めてまいります。
　ワクチンについての詳細は、首相官邸ＨＰをご確認ください。

①市から「接種券」および「予診票」を対象者宛に郵送します。
②接種を希望する人は、医療機関や接種会場に予約
　を入れてください。
③接種当日には、「接種券」、「予診票」、「本人確認書類」
　（運転免許証、健康保険証など）をご持参ください。

原則として接種を受ける日に岡山市の住民基本台帳に
記録されており、昭和32年４月１日以前に生まれた人

無料 ●ワクチン接種を受けるには予約が必須です。
●ワクチンは間隔を空けて２回接種が必要です。
●「接種券」は２回分をまとめて送付しますの
　で、なくさないよう注意してください。
●「接種券」は「接種済証」を兼ねていますの
　で、接種後も大切に保管してください。

　市民の皆さまが安心して円滑にワクチン接種が受けられるよう、
丁寧で正確な情報発信に努め、全力で対応してまいります。
　ともにこの難局を乗り越えていきましょう。

■首相官邸ＨＰはこちらから
https://www.kantei.go.jp/jp/hea
dline/kansensho/vaccine.html

　　　　　　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。
　　　　　少しでも体調がおかしいと感じたら、まずは最寄りの医療機関を受診をしていただくか、受診・
　　　　　相談センターまで相談ください。

新しい受診の仕方にスイッチ！

高齢者を対象とした接種の概要 「今、心掛けてほしい４つのこと」

ワクチンについて、正しく知りましょう国の想定スケジュール

 ■ 問   保健管理課　☎086-803-1307
市ＨＰ https://www.city.okayama.jp/0000027711.html

 ■ 問   人権推進課  ☎086-803-1070　 保健管理課  ☎086-803-1251

岡山市長　大森雅夫

３月1日から
　運用開始！

●重症化しやすい人で軽い風邪の
　症状がある人
●感染拡大につながりやすい職種
　の人
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●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・固定資産税など納税のご相談

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。
保険料減免の申請期限：令和３年３月31日

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」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

市
税
・
保
険
料
な
ど
の
納
付
が
困
難
な
人

個
人
向
け
相
談

融　
資

企
業
向
け
相
談

がいこく　ご　じんけんそうだん

新型コロナウイルス関連情報
各種相談等一覧
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