
2 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま

新型コロナワクチン接種
～64歳以下の人への接種を始めます～

問 保健管理課　　086-803-1307

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

0 1 2 0 － 7 8 0 － 9 1 0
ＦＡＸ　　0 8 6 - 8 0 3 - 1 7 7 5

岡山市  ワクチン 検索

先行予約の対象者

先行予約の対象者以外の人

▼基礎疾患のある人（詳細は次ページに掲載）　
▼60～64歳の人
▼居宅サービス事業所・高齢者施設・障害者支援施設等従事者
　（デイサービス、ホームヘルプサービス含む）　　
▼教職員、保育士・幼稚園教諭　

※予約方法などの詳
細は、勤務先を通じ
て通知

●予約の殺到を避ける
ため、右表のとおり年
代ごとに予約開始日を
ずらしています。
●12～15歳の人の接種
概要は後日お知らせし
ます。
岡山市では、接種を希望する全ての人（※）への接種を11月末までに完了する見込みです

（※）岡山市内の接種対象者42万7000人のうち、接種率80％として算出

▼基礎疾患があり、インターネット予約する人は事前登録が必要です

※６月10日時点
の内容です。
　今後、追加の
情報などは、市
ＨＰなどでお知
らせします。

【予約・接種開始】

７月５日㈪

　先行予約は７月５日㈪から受け付けますが、そ
の時点での医療機関の予約枠の空き状況によって
は、接種開始時期が遅れる可能性があります。

【事前登録】

６月26日㈯～

下記の事前登録用ＨＰから申請してください
　https://city-okayama-priority.jp/shippei　
※７月５日㈪から予約・接種を希望する人は、
　７月４日㈰までに登録が必要です。

年　 　齢

50～59歳（1962年４月２日～1972年４月１日生まれ）
40～49歳（1972年４月２日～1982年４月１日生まれ）
30～39歳（1982年４月２日～1992年４月１日生まれ）
16～29歳（1992年４月２日～2005年４月１日生まれ）

予約・接種開始日

７月16日㈮
７月21日㈬
７月26日㈪
７月31日㈯

①インターネット予約（ネット対応している医療機関のみ）
https://v-yoyaku.jp/330001-okayama
②コールセンターでのインターネット予約代行
③医療機関に直接問い合わせ

予
約
方
法

皆さんへのお願い
　予約開始当初は、予約の
混雑が予想されますが、ワ
クチンは十分に供給される
見込みですので、落ち着い
た行動をお願いします。

　64歳以下の人への一般接種を７月から開始します。対象者には一括して接種券を送付しま
すが、基礎疾患のある人など、下記の人は先行予約の対象となります（ただし、基礎疾患が
あり、インターネットで接種予約をする人は、事前登録が必要です）。接種を希望する人は、
６月下旬にお届けする接種券や案内チラシなどを確認した上で、予約してください。
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■基礎疾患
基礎疾患のある人とは、以下の病気や状態で通院・入院している人

1. 慢性の呼吸器の病気
2. 慢性の心臓病（高血圧を含む）
3. 慢性の腎臓病
4. 慢性の肝臓病（肝硬変等）
5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
　 または他の病気を併発している糖尿病
6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除
　 く）
7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪
　 性腫瘍を含む）
8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させ
    る治療を受けている
9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機
　  能が衰えた状態（呼吸障害など）
11. 染色体異常
12. 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度
     の知的障害とが重複した状態）
13. 睡眠時無呼吸症候群
14. 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入
     院している、精神障害者保健福祉手帳を
     所持している、または自立支援医療（精
　  神通院医療）で「重度かつ継続」に該当
　  する場合）や知的障害（療育手帳を所持
　  している場合）
15. 基準（ＢＭＩ30以上）を満たす肥満の人

第４波の流行からの振り返り

若年層の感染が急増
　ゴールデンウイーク中には20
代・30代の感染者が激増し、新
規感染者の約半分を占める時期
もありました。その大多数が感
染経路不明で、軽症が多いこと
が特徴でした。

会社や学校での食事に注意
　会社や学校で、一緒に昼食を食べるところでは、
２次感染、３次感染が起こりやすい傾向にあり
ました。しかし、「黙食」を徹底しているとこ
ろでは、それがあまり起こっていませんでした。
　引き続き、会話するときなどにはマスクをす
るなど、口から出る「飛沫」にご注意ください。

〈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

ＭＥＭＯ

　岡山市では４月下旬から感染が急拡大し、５月３日から９日までの１週間で520人、翌週には678
人が感染するなど、かつてない感染状況でした。また、医療機関や宿泊療養施設に入れず、自宅療
養者が600人以上に上った時期もありました。今後ワクチン接種が進んでいきますが、マスク着用
や手指消毒、３密の回避など、基本的な感染予防対策の徹底をお願いします。

引き続き感染予防にご協力ください
　保健管理課　　086-803-1251

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

※ＢＭＩ30の目安：身長170cmで体重約87kg
身長160cmで体重約77kg



支援 新型コロナ　　　　ウイルス関連情報
岡山市コロナ対応事業者応援金①

令和３年10月12日までに

令和３年７月30日までに

令和３年７月30日までに

令和４年２月28日までに

　下欄参照

　保健福祉企画総務課　　086-803-1204

　お近くのＪＡの窓口、農林水産課　　086-803-1344、1346

●補助額

●補助の対象となる感染対策用品

●対象者

●対象者

●対象者

●申し込み

●補助対象者

　新型コロナウイルス感染症が拡大している中で、市民の安全を確保する観点からも、飲食店における感染予防対
策がさらに重要になっている事態に対応するため、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。

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。

　令和３年１月～３月のいずれか１か月の売上が、令和元年（平成31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

　令和３年１月～３月のいずれか１か月の収入が、令和元年（平成31年）または令和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、前々年同月比で30％以上減少し
ている市内農林漁業者
　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

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
可等を有し、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～９月30日までに補助対象となる
感染対策用品を購入・設置し、支払いが完了している
こと ※補助対象期間を３か月間延長しました。

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

　新型コロナウイルス感染症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。

商工業者向け

医療法人等向け

農林漁業者向け

中小企業者

常時使用する従業員が
６人以上100人以下

常時使用する従業員が
５人以下

20万円 10万円

20万円 10万円

20万円 10万円
農事組合法人
（従事者数21人以上）　

個人農林漁業者および農事組合法人
（従事者数20人以下）

小規模事業者

①岡山市コロナ対応事業者応援金（医療法人等向け、農林漁業者向けを除く）および
②岡山市飲食店感染防止強化補助金
申請・問い合わせ先（受付時間／９時～17時　土・日曜、祝日を除く）

①専用☎086-232-2255
②専用☎086-232-2266

北区厚生町三丁目１-15

岡山商工会議所

☎086-724-2131

北区御津宇垣 1630-１

岡山北商工会

☎086-293-0454

北区庭瀬 488-６

岡山西商工会

①専用☎086-239-4510
②専用☎086-296-0765

南区藤田 564-131

岡山南商工会

☎086-952-0323

東区瀬戸町瀬戸 91-15

赤磐商工会瀬戸支所
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問

　下欄参照問

問 

問 

※  おわびと訂正  本紙６月号３ページ「岡山市コロナ対応事業者応援金」の記事に誤りがありましたので、おわびして訂正します。
農林漁業者向け申請期限（誤）７月30日までに　（正）令和４年２月28日までに

岡山市飲食店感染防止強化補助金②



新型コロナ　　　　ウイルス関連情報
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住居確保給付金の要件を緩和して
市独自の支援を拡充

　　岡山市寄り添いサポートセンター
　090-2002-7731、090-2003-1299
　（土・日曜、祝日を除く９時～17時）

　離職や休業などにより住居を失った、または失う恐れのあ
る人へ家賃相当額を支給する住居確保給付金について、本市
独自で国が定めている収入基準を緩和して、対象を拡大して
います。収入要件、資産要件、支給金額など詳細は同センタ
ーまでお問い合わせください。

　低所得の子育て世帯（ひとり親世帯以外）に対し、生活を
支援するための一時金として、対象の人に以下の給付金を支
給します。

淳風会健康管理センター北館３階（北区大供二丁目2-5）
※申請・相談は予約優先

●収入基準額

対象者

●相談窓口

84,000円＋家賃月額（上限37,000円）
⇒104,000円＋家賃月額（上限37,000円）

単身世帯

130,000円＋家賃月額（上限44,000円）
⇒150,000円＋家賃月額（上限44,000円）

２人世帯

172,000円＋家賃月額（上限48,000円）
⇒192,000円＋家賃月額（上限48,000円）

３人世帯

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（その他世帯分）

①

②

岡山市で令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の
支給を受けている人で、令和３年度分の市民税等均等割が非課
税の人

①のほか、対象児童（18歳になった年の年度末までの子（障害
児については20歳未満）※）の養育者で、以下のいずれかに該
当する人
a）令和３年度分の市民税等均等割が非課税の人
b）新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
し、令和３年度分の市民税均等割が非課税の人
と同様の事情にあると認められる人
※令和３年４月～令和４年２月末までに生まれる子どもも対象

対象者①
　申請：不要
　支給時期：８月～

対象者②
　申請：必要
　受付開始：８月

支給金額
児童１人につき
50,000円
＋

１世帯につき
20,000円（市独自）

相談 新型コロナウイルス関連情報

●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）

●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

●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）

●人事課
　086-803-1086

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）

緊急雇用
（会計年度任用職員）

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

コロナ対応経営相談
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

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

名　　称 問い合わせ先 名　　称 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

採
用

企
業
向
け
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

●岡山市保険料減免等
　コールセンター
　086-897-1126
※７月１日から受け付け

●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

感染した人などに対しての
差別やいじめなどでお悩み
の人

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、
傷病手当金の申請受付

就労機会を失った人を
対象とした採用募集

配偶者などによる暴力や、
家庭・職場などでお悩みの
人

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

NEW

問申


　こども福祉課（コールセンター）
　0120-153-533（土・日曜、祝日を除く８時30分～17時）　 
問


がいこくごじんけんそうだん


