
〈特に注意が必要な人〉
●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

　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。

どんなときに受診？ どう受診する？

●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
・平日９時～21時
・土・日曜、祝日９時～17時

●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

☎  ０８６－８０３－１３６０
ＦＡＸ０８６－８０３－１３３７
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　市内でも変異株ウイルスへの感染者が急増しています。令和３年４月の陽性者380人のうち、210人が変異株
でした（４月25日時点、岡山市調べ）。感染力が強く、従来以上に注意が必要ですので、感染予防策の徹底に
ご協力ください。また、体調不良の際は早めに受診してください。

https://www.city.okayama.jp/shisei/0000019788.html

問保健管理課　　086-803-1307
　市では、65歳以上の人を対象とした新型コロナワクチンの接種を実施しています。対象者には、接種券などの書類
を送付済みです。接種を希望する人は、下記に従って予約してください。
　ワクチンは必要な量が全て確保される見込みです。落ち着いた行動をお願いします。

岡山市新型コロナワクチン接種コールセンター
月～金曜８時30分～17時30分（土・日曜、祝日除く）

７月30日㈮以降の接種会場については後日お知らせします。

0 1 2 0－78 0－9 1 0
ＦＡＸ　086 - 8 0 3 - 1 7 7 5

岡山市  ワクチン 検索

＜その１＞　送付済みの封筒に同封の「新型コロナワクチンを接種可能な
　　　　　　医療機関一覧」から、接種を受ける医療機関を選ぶ　　　
＜その２＞　下記のいずれかの方法で予約する
　１．オンライン予約　
　　　　https://www.city.okayama.jp/0000029660.html
　２．岡山市のコールセンター（☎0120-780-910）に電話する
　３．医療機関に電話する

予
約
方
法

集団接種も実施しています　※予約は上記 １、２ のオンライン／コールセンターまで

開  催  中～５月31日㈪

６月１日㈫～６月16日㈬

６月17日㈭～７月29日㈭

岡山高島屋（北区本町）

岡山シティミュージアム（北区駅元町）

岡山高島屋（北区本町）

会　　期
14時～19時
※ただし、５月23日㈰までは18時まで

14時～20時

14時～19時

開催時間 会　　場



　　　　令和３年１月～３月のいずれか１か月の収入が、令
和元年または２年の同月比で30％以上減少している市内医
療機関（法人・個人）、社会福祉法人、学校法人、一般社団
法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人および認
定特定非営利活動法人

　　　　令和３年２月～令和４年１月のいずれか１か月の売
上が、前々年同月比30％以上減少している市内農林漁業者

　　　　令和３年１月～３月のいずれか１か月の売上が、令
和元年または令和２年の同月比で30％以上減少している市
内中小・小規模事業者

32021.6月号2021.6月号

①岡山市飲食店感染防止強化補助金
　新型コロナが全国的に拡大傾向にある中で、岡山
市においても３月下旬から変異株の感染事例も増え
てきている現状に対応するため、市内飲食業者等が
実施する感染防止対策を緊急的に支援します。

　新型コロナの影響により売上が減少している市
内事業者へ応援金（給付金）を支給します。

１店舗当たり補助上限５万円として、10/10補助
（千円未満切り捨て）
※実際に支払った購入費用(税抜き)の範囲内で支給されます。

以下の⑴⑵の全ての要件を満たしている者
⑴食品衛生法上の飲食店営業許可または喫茶店営業許可を
有し、岡山市内で店内飲食を提供する店舗（※飲食スペー
スを持つテラス営業、移動販売などを含む）
⑵令和３年４月１日～６月30日までに補助対象となる感染
対策用品を購入し、支払いが完了していること

①飛沫防止板・・・アクリル板、ビニールカーテンなど
②非接触体温測定器・・・非接触式検温計、サーマルカメラなど
③CO2濃度測定器・・・CO2モニター、CO2センサーなど
④非接触消毒器・・・アルコールディスペンサー、足踏み式消毒
　　　　　　　　　　スタンドなど

機械設備等補助金
（中小企業支援事業補助金）

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2021」助成金

　新型コロナの影響を受けた市内事業者および持続的な経営に
向けた取り組みを行う市内事業者を支援し、必要経費の一部を
補助します。要件がありますので、詳細は募集要項（市ＨＰか
ら入手可）をご覧ください。

　市内において令和３年３月から令和４年２月28日までに、自
ら主催して行う文化芸術活動や、やむなく延期・中止になった
文化芸術活動を支援します。文化芸術活動を行う団体や個人、
または対象施設を利用し文化芸術活動を行う団体や個人が対象
です。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。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活
支援特別給付金（ひとり親世帯分）について

市民活動支援金

文化芸術活動の再開を支援　　上限額30万円／１事業
発表の場の確保を支援　　　　上限額30万円／１日
キャンセル料等を支援　　　　上限額10万円／１事業

　　文化の灯を消さない!プロジェクト事務局
086-223-5793

問申産業振興・雇用推進課　 086-803-1325

　こども福祉課（コールセンター）
0120-153-533

※上記の３種類の事業のうち、いずれかを選んで申し込みくだ
さい。また、前年度、上記の補助金を受けられた人は、本年度
の申し込みはできません。

　市民協働企画総務課　 086-803-1061
　新型コロナの影響により、地域で増加することが
考えられる福祉・教育・子育てなどの地域課題に取り
組み、困難を抱える市民を支援する市民団体の活動に
支援金を支給します。

　ひとり親世帯の生活を支援するため、以下の給付金
を支給します。

市役所本庁舎地下１階特設窓口、各福祉事務所
申請場所

助成上限

中小企業機械設備投資
事業および小規模企業
機械設備投資事業ＨＰ

機械設備等投資事
業（新型コロナ特
別対応枠）ＨＰ

問申
問申

問

問

対象者

給付対象者 申請 金額
支給
時期

補助対象経費

補助限度額

補助率

中小企業
機械設備投資事業

中小企業者、
小規模企業者

４月分の児童扶養手当を
受給している人 不要 ５月

中旬
児童１人につき

50,000円
+

１世帯につき
20,000円（市独自）

６月
下旬
以降必要

公的年金等のため、４月分
の児童扶養手当を受給して
いない人
新型コロナの影響で家計が
急変し、児童扶養手当の支
給水準に下がった人

300万円

１/２

機械設備（専ら補
助事業のために使
用される機械・装
置）の購入経費

小規模企業
機械設備投資事業

小規模企業者

50万円

２/３

機械設備（専ら補
助事業のために使
用される機械・装
置）の購入経費

機械設備等投資事業
（新型コロナ特別対応枠）

下限20万円、上限300万円
※補助対象経費が30万円以上

２/３

機械設備・システムなど
（専ら補助事業のために使
用される機械・装置・シス
テム）の購入経費

中小企業者、小規模企業者で
、新型コロナの影響により、
令和３年１月～５月のいずれ
かの月の売上高が前年または
前々年同月比20％以上減少し
ている事業者に限る

12月28日までに

６月30日までに７月31日までに

７月12日までに ②岡山市コロナ対応事業者応援金 ７月30日までに

令和４年
２月28日
までに

商工業
者向け

中小企業者：20万円
小規模事業者：10万円

常時使用する従業員が６人以上100人以下：20万円
常時使用する従業員が５人以下：10万円

農事組合法人（従事者数21人以上）：20万円
個人農林漁業者および農事組合法人
（従事者数20人以下）　　　　　　：10万円

医療法人
等向け

農林漁業
者向け

①および②（医療法人等向け、農林漁業者向けを除く）の申請・お問い合せ先（受付時間／9時～17時　土・日曜、祝日を除く）
岡山商工会議所

北区厚生町三丁目１-15
①専用☎086-232-2266
②専用☎086-232-2255

岡山北商工会
北区御津宇垣 1630-１
☎086-724-2131

岡山西商工会
北区庭瀬 488-６
☎086-293-0454

岡山南商工会
南区藤田 564-131

①専用☎086-296-0765
②専用☎086-239-4510

赤磐商工会瀬戸支所
東区瀬戸町瀬戸 91-15
☎086-952-0323

対象者

対象者

対象者

　保健福祉企画総務課　　086-803-1204

　ＪＡ岡山各営農センター、営農部指導課およびＪＡ晴れの国岡山瀬戸支店
　お近くのＪＡの窓口、農林水産課　　086-803-1344、1346

補助額

補助対象者

補助の対象となる感染対策用品
問

問
申

　下欄参照問

　下欄参照問
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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）

名　　称

市税の納税相談
●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

●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

●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

●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

●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

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・無担保など）

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

各種料金の納付相談

市営住宅家賃の納付相談

国民年金保険料免除など

内　　容 問い合わせ先

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

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

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や、家庭・職場などでお悩みの人
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）

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。

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。

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。

個人市県民税・固定資産税など納税のご相談

市営住宅の家賃支払いが困難な人のご相談

国民年金保険料免除などの特例措置についてのご相談

●国民健康保険の場合
086-803-1134
●後期高齢者医療制度の場合
086-803-1217

傷病手当金の支給 国民健康保険、後期高齢者医療制度の傷病手当金支
給についてのご相談

がいこく ご じんけんそうだん


