
新型コロナウイルス感染症に 
関する相談窓口等情報 
（大分県版ガイドブック） 

大分行政監視行政相談センターでは、今回の新型コロナウイルス感染症に関して、い
ろいろなお問合せや相談を受け付けております。  
このたび、当センターは、関係機関がウエブサイト等で提供している情報を基に「新型コ

ロナウイルス感染症に関する相談窓口等情報（ガイドブック）」を作成しましたので、お
困りになっていることがありましたら、どうぞお気軽にご利用ください。

●相談の受付：平日 8：30～17：１5
行政相談専用ダイヤル  ０９７-５３３-１１００

●インターネットによる相談受付（右記 QR コードからアクセスできます。）
URL：https://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.html

●ファクシミリによる相談受付：毎日 097－532－3790

※ 本ガイドブックは、令和5  　年5月8日現在のものです。状況が刻々と変化する中、
必要に応じて追加・更新を行ってまいりますが、古い情報が掲載されている場合が
あること、新型コロナウイルス感染症に関する全ての情報が掲載されているもので
はないことにご留意ください。

総務省 大分行政監視行政相談センター 
〒870－0016 
大分市新川町2丁目1番36号 大分合同庁舎4階 
行政苦情110番：097－533－1100 
ファクシミリ：097－532－3790

https://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.html
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トピックス

５月８日から５類感染症に位置づけが変更されます。これに伴い、これまでの取組にも変更があります。

大分県のHPから

ワクチン接種

令和６年３月までは、これまでどおり自己負担はありません。
＜接種時期・対象者＞ ※１・２回目接種済みの方
（1）５～８月：高齢者、基礎疾患を有する方、医療従事者・介護従事者等
（2）９～12月：５歳以上の全員
なお、１・２回目接種も引き続き実施しています。

相談窓口
どこの医療機関を受診すればよいかわからない方や、体調が悪化された方の相談に対しては、専
用電話で対応します。
コロナ発熱・受診相談ダイヤルは、「097-573-3015」

外来医療機関
９月までに段階的に拡大していきます。
医療機関名の公表は当分の間、県ホームページで公表していますので、発熱などの症状がある場
合にご活用ください。

入院医療機関 ９月までに段階的に拡大していきます。

医療費

令和５年９月までは、下記の医療費が公費支援の対象となります。
（1）コロナ治療薬※
※コロナ治療薬とは：ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ、ベクルリー、ゼビュディ、

ロナプリーブ、エバシェルド
（2）入院医療費は、高額療養費の自己負担限度額から最大２万円を減額

（1）（2）以外の医療費は、保険適用（自己負担）となります。

高齢者施設等
集中的検査、医療機関との連携、感染発生時の備え、施設内療養体制等の支援は、これまでどお
りです。

ゲノム解析 変異株の発生動向の把握のため、引き続き、実施します。

継続するもの

終了するもの

コロナ患者
濃厚接触者

コロナ患者に対する入院勧告や、就業制限などの行動制限はありません。
【自宅療養期間の目安】
・発症後５日を経過し、かつ、症状軽快から２４時間経過するまで
・発症後１０日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触を控えることを推奨
また、濃厚接触者に対する自宅待機などの行動制限もありません。

患者支援
県が行っていた食料支援やパルスオキシメータの貸与、検査キット配布、保健所からの連絡、健
康観察、自己検査陽性者登録、患者搬送は終了します。
また、宿泊療養施設、臨時の医療施設についても終了します。

事業者向け 「安心はおいしいプラス」認証制度、イベントの開催制限等は終了します。

無料検査場 終了します。

感染者の公表 インフルエンザと同様に、定点観測による週ごとの公表となります。
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１ 感染の疑いがある場合の相談窓口（医療機関の受診等）

保健所 管轄市町村 電話
（24時間対応）

FAX
（開庁時間のみ）

E-mail
（開庁時間のみ）

大分市保健所 大分市 097－536－2222 097-532-3356 hoyobo2@city.oita.lg.jp

東部保健所 別府市、杵築市、日出町 0977－67－2511 0977-67-2512 a12080@pref.oita.lg.jp

東部保健所国東保健部 国東市、姫島村 0978－72－1127 0978-72-3073 a12082@pref.oita.lg.jp

中部保健所 臼杵市、津久見市 0972－62－9171 0972-62-9173 a12083@pref.oita.lg.jp

中部保健所由布保健部 由布市 097－582－0660 097-582-0691 a12084@pref.oita.lg.jp

南部保健所 佐伯市 0972－22－0562 0972-25-0206 a12085@pref.oita.lg.jp

豊肥保健所 竹田市、豊後大野市 0974－22－0162 0974-22-7580 a12086@pref.oita.lg.jp

西部保健所 日田市、九重町、玖珠町 0973－23－3133 0973-23-3136 a12087@pref.oita.lg.jp

北部保健所 中津市、宇佐市 0979－22－2210 0979-22-2211 a12089@pref.oita.lg.jp

北部保健所豊後高田保健部 豊後高田市 0978－22－3165 0978-22-2684 a12091@pref.oita.lg.jp

○ まずは、かかりつけ医、最寄りの医療機関に『電話』で相談してください。

○ どこの医療機関に相談するか迷う場合には、「コロナ発熱・受診相談ダイヤル：０９７－５７３－３０１５」

に電話相談してください 。

1

発熱がある
（体調に異変がある場合は、
仕事や学校を休み早期に受診） 【コロナ発熱・受診相談ダイヤル】

24時間対応
０９７－５７３－３０１５

✓ HPが見れない
✓ 相談先に迷う方
✓ 診療時間外

【かかりつけ医など身近な医療機関】
必ず電話で相談

【かかりつけ医等】を受診

センターから紹介された医療機関に
電話で相談

紹介された【医療機関】を受診

発熱等の症状のある方が、身近な医療機関で適切に受診できるよう、診療や検査が可能な医療機関を「診療・
検査医療機関」として、５００以上登録しています。体調に少しでも異変がある場合（頭痛、咽頭痛、鼻汁、微
熱、倦怠感、食欲不振、下痢等）には、早めに身近なかかりつけ医や診療・検査医療機関を受診してください。
大分県HP《 https://www.pref.oita.jp/site/covid19-oita/covid19-consultation-desk-001.html 》

県内保健所の連絡先

最寄りの保健所（開庁時間 月～金曜日 8時30分～17時15分 ※祝日を除く）

発熱等がある場合の医療機関への受診の流れ
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5月7日（日）をもって終了

新型コロナウイルス感染症 無料検査

検査キットの無料配布

5月7日（日）15:00をもって受付終了

大分県自己検査陽性者登録センター

5月7日（日）16:00をもって受付終了

健康フォローアップセンター

5月7日（日）23:59をもって終了

陽性者の療養期間、濃厚接触者の自宅待機

感染者への入院勧告や就業制限、濃厚接触者の自宅待機などの行動制限がなくなります。
ただし、陽性となった方は、５日間の自宅療養期間の目安が示されましたので、他人に感染させない
よう、引き続き、細心の注意を払ってください。※宿泊療養施設は5/8に廃止

受診先が分からない方や検査で陽性となり体調が急変した方のために、専用
の相談ダイヤルを5/8に開設し、看護師等が24時間体制で相談に応じます。

電話：097-573-3015

5/8から新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、季節性イ
ンフルエンザと同等の５類へと変更されました。

令和5年5月8日（第71版）
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新型コロナウイルス感染症の後遺症について

主な症状
代表的な症状として、以下のものが報告されています。
【呼吸器症状】咳、喀痰、息切れ、胸痛 【全身症状】疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛
【精神・神経症状】記憶障害、集中力低下、不眠、頭痛、抑うつ
【その他の症状】嗅覚障害、味覚障害、下痢、腹痛、脱毛、動悸

後遺症診療協力医療機関の受診について
後遺症の診療については…
1. まずは、かかりつけ医にご相談いただき受診してください。
2. かかりつけ医のない方や、かかりつけ医での対応が難しい方は、後遺症の診療協力医療機関にご相談くださ

い。なお、医療機関によって、診療が可能な症状や診療時間、予約の要否などが異なりますので、一覧を必
ずご確認のうえ受診ください。

大分県HPに新型コロナウイルス感染症の後遺症診療協力医療機関一覧を掲載
https://www.pref.oita.jp/site/covid19-oita/kouisyou.html

3. 上記１、２での受診相談が難しい場合は、管轄保健所にご相談ください。
※後遺症の診療は、一般の診療と同様の診察費等の自己負担が発生します

就業制限通知書/療養証明書

令和５年５月８日以降に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが判明した方には、就業

制限通知書は発行されません。

診断日（陽性判明日） ～R4.9.25 R4.9.26～R5.5.7 R5.5.8～

就業制限解除通知書の
対象者

発生届出された
全ての方

以下の４類型に該当する発生届出の対
象の方のみ
・６５歳以上の方
・入院を要する方
・重症化のリスクがあり、新型コロナ
ウイルス感染症治療薬の投与又は新た
に酸素投与が必要と医師が判断する方
・妊婦
※上記に該当しない発生届出対象外の
方には発行されません

対象者なし

自宅療養・宿泊療養証明書は原則、発行していません。
各保健所から発行される就業制限通知書が療養証明書も兼ねていますので大切に保管してください。
ただし、発生届出対象の方で、症状が改善しない等の理由で療養期間が長くなり就業制限通知書で証

明される期間を超える場合は、申請に基づき療養証明書を発行することができます。

令和5年5月8日（第71版）
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接種が受けられる時期 接種対象等

1回目/2回目
令和3年2月17日

～令和6年3月31日
日本国内に住民登録がある12歳以上の方（国籍は問いません。）
標準の接種間隔をあけて、合計２回接種

小児接種
令和4年3月1日

～令和6年3月31日
日本国内に住民登録がある5～11歳の方（国籍は問いません）

乳幼児接種
令和4年10月24日

～令和6年3月31日
原則、日本国内に住民登録のある生後６か月～４歳の方です。（国
籍は問いません）

令和5年春
開始接種

令和5年5月8日
～令和5年8月末

初回（１・２回目）接種を完了している以下の方
▷高齢者（６５歳以上）
▷基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める
方（５歳以上～６４歳以下）
▷医療従事者、介護施設等の従事者

令和5年秋
開始接種

令和５年９月以降 初回（１・２回目）接種を完了している５歳以上のすべての方

接種が受けられる場所
原則として、住民票所在地の市町村（住所地）の医療機関や接種会場

接種を受けるための手続き
お住いの市町村から接種券が順次発送されますので、接種を希望される方は、同封の案内等をご確認し予約をお願

いします。

接種を受ける際の費用
無料（全額公費負担）

接種を受ける際の同意の取得
強制ではありません。新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、しっかり情報提供を行ったうえで、接種を

受ける方の同意がある場合に限り接種を行うことになります。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自ら

の意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター

０１２０－７６１７７０（9:00～21:00）
(受付時間)日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語：9:00～21:00

タイ語 ： 9:00～18:00 ベトナム語： 10:00～19:00

4

接種券再発行申請について

住民票所在地の市町村に対して接種券の発行を申請してください。
 接種券を無くされた方
 接種券を受け取ってから、別の市町村に転居し、住民票が移った方

住民票所在地以外での接種

 新型コロナワクチン接種は、原則、住民票所在地の市区町村で行うこととなっています。
やむを得ない事情がある場合は、所定の手続きにより住民票所在地外での接種を行うことができます。

２ 新型コロナウイルスのワクチン接種事業
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接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を

受けることができます。
～予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けた
ことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に
必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談
ください。（厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会に
より、因果関係に係る審査が行われます。） ～

健康被害救済制度（予防接種法）

令和5年5月8日（第71版）



新型コロナワクチン接種証明書について

対象者

接種券を利用して新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた方。
以下の方々は発行対象外です。
✓ 接種を受けていない方
✓ 予防接種法の対象外となる方(在外日本人一時帰国者、米軍接種を受けた在日米軍従事者、

ワクチンの輸入等で接種した者、国内治験参加者)

《お問合せ》
◆ 接種証明書の各市町村における発行窓口や個別の手続き方法については、実際に接種証明書

を発行する、各市町村にお問合せください。
◆接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問は、厚生労働省新型コロナウイルスワクチン

に係る電話相談窓口【☎０１２０－７６１７７０】にお問合せください。

6

【ワクチン接種証明書（書面）申請に関しての変更点】
◆従来の海外用に加えて、主に日本国内での利用を想定した日本国内用の接種証明書も申請頂け

るようになります。
※日本国内での利用については、接種済証や接種記録書も従来通りご利用頂けます。

◆書面の接種証明書の発行をご希望の方は、日本国内用と海外用の2種類から選択頂けます。ご希
望の証明書により、ご準備いただく書類が異なります。

①接種証明書（日本国内用） ②接種証明書（海外用及び日本国内用）

主な必要書類

申請書
本人確認書類
予防接種済証(接種券に記載)または接種
記録書の写し

申請書
旅券
予防接種済証(接種券に記載)または接種
記録書の写し

※市町村によって、この他に追加で提示書類が必要な場合がありますので、詳しくは申請先の市町
村にお問い合わせください。
※海外用証明書をご希望の場合は、日本国内用の証明書も併せて発行されます。

申請先

◆ 接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村（通常は住民票のある市町村）
※接種後に転居された場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場
合は、それぞれの市町村が申請先となります。

◆ スマートフォン上の専用アプリでの申請
マイナンバーカード（暗証番号4桁）・パスポート（海外用を発行する方）が必要

◆ 対象のコンビニエンスストア等店舗内の端末での申請
マイナンバーカード（暗証番号4桁）・接種証明書発行料（120円）・パスポート（海外用を発行
する方）が必要

新型コロナワクチン接種証明書とは
✓ 新型コロナワクチン接種証明書は、日本の予防接種法に基づいて各市区町村で実施された新型

コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものです。
✓ 氏名、生年月日、接種記録（ワクチンの種類、接種年月日、ロット番号など）が記載されます。
✓ それらに加えて、海外用では、パスポートの国籍や旅券番号が記載されます。
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7

新型コロナワクチン接種証明書アプリ

接種証明書アプリでできること
発 行：日本国内用と海外用の新型コロナワクチン接種証明書を取得できます。
提 示：取得した接種証明書は、アプリを起動すればいつでも表示できます。
読取り：他のスマートフォン等で表示された接種証明書の二次元コードを読み取って、内容を

確認することができます。

ご利用に必要なもの
1. マイナンバーカード
2. マイナンバーカードの券面入力補助用暗証番号（カード受取の際に設定した4桁の数字）
3. パスポート（海外用を発行する方）

留意点
✓ 接種証明書の二次元コードには個人情報が含まれます。

接種証明書の二次元コードには、氏名、生年月日、接種記録等の情報を含みます。
※取扱いには十分ご注意ください。

✓ 接種証明書の内容は自動で更新されません。
接種証明書の発行後に行ったワクチン接種の記録を反映するためには、アプリ内で再発行の
操作が必要です。

アプリのインストール方法
App StoreまたはGoogle Playで「接種証明書アプリ」と検索して、インストールできます。
※「接種証明書アプリ」のインストールページにて「インストール」ボタンが表示されない場合、お使いのスマートフォン
では接種証明書アプリはご利用いただけません。

新型コロナワクチン接種をした方は、以下の書類により接種済みであることを証明する
ことができます。

① 「新型コロナワクチン予防接種済証（臨時）」←接種券についています。
② 「新型コロナウイルスワクチン予防接種記録書」医療従事者等

上記の①「接種済証」②「接種記録書」を紛失された方は、再発行の申請をすると「接種済証」（再発行）が発
行できます。 →接種時に住民票のあった市町村に申請

※「接種済証」の再発行は、海外渡航者向けの「ワクチン接種証明書」ではありません。海外渡航予定の方で
「ワクチン接種証明書」が必要な場合は、「接種証明書交付申請書」の手続が必要となります。
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３ 生活支援について

8 8

機関名 電話番号

大分市社会福祉協議会 097-547-8319

別府市社会福祉協議会 0977-26-6070

中津市社会福祉協議会 0979-23-2095

日田市社会福祉協議会 0973-24-7026

佐伯市社会福祉協議会 0972-23-7450

臼杵市社会福祉協議会 0972-83-5120

津久見市社会福祉協議会 0972-82-5000

竹田市社会福祉協議会 0974-63-1544

豊後高田市社会福祉協議会 0978-25-5100

杵築市社会福祉協議会 0978-62-2649

宇佐市社会福祉協議会 0978-33-0725

豊後大野市社会福祉協議会 0974-22-6677

由布市社会福祉協議会 097-582-2756

国東市社会福祉協議会（本所） 0978-68-1976

国東市社会福祉協議会（国東支所） 0978-74-1151

国東市社会福祉協議会（国見支所） 0978-82-1107

国東市社会福祉協議会（安岐支所） 0978-64-7100

姫島村社会福祉協議会 0978-87-2024

日出町社会福祉協議会 0977-72-0323

九重町社会福祉協議会 0973-76-2500

玖珠町社会福祉協議会 0973-72-5001

『緊急小口資金』及び『総合支援資金』の申請期間は令和4年9月30日で終了となりました。
【返済免除】今回の特例措置では、二つの資金とも、返済時において、なお所得の減少が続く住民税非
課税世帯の返済を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
⇒社会福祉協議会に対して、申請が必要です。
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４ 新型コロナウイルスに関連した消費者トラブルについての相談

新型コロナウイルスに関連した詐欺が多発しています！

給付金やワクチンを口実にした詐欺にご注意ください！！

99

相談窓口 連絡先

新型コロナワクチン詐欺・消費者ホットライン ０１２０－７９７－１８８（10:00～16:00）

消費者ホットライン
（お近くの消費生活センターにつながります。）

１８８

大分県消費生活センター

０９７－５３４－０９９９

（平日 9：00～17：30）

（日曜日※ 13：00～16：00）

（※休館日の第３・年末日曜日を除く）

警察相談専用電話 #9110

市町村や総務省などが以下を行うことは絶対にありません

✓ ATM(現金自動預払機）の操作をお願いすること

✓ 受給にあたり、手数料の振込みを求めること

✓ メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

絶対に教えない！ ○暗証番号 ○口座番号
絶対に渡さない！ ○通帳 ○キャッシュカード ○マイナンバーカード

80歳以上の方はコロナ補助
金が60万円出ます、キャッ
シュカードと印鑑証明を準

備してください
コロナ対策の書類を

持って職員が伺います。
何時がいいですか？

コロナ検査キットを
送ります、家族構成
を教えてください。

「怪しいな？」と思ったら遠慮なく相談を！！
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