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4年12月6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
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新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
１

感染の疑いがある場合の相談窓口（医療機関の受診等）

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 》

発熱等がある場合の医療機関への受診の流れ
○

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、「受診相談センター（ ０９７－５０６－２７５５）」
に電話相談してください 。

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）
✓ HPが見れない
✓ 相談先に迷う方
✓ 診療時間外

【受診相談センター】24時間対応
０９７－５０６－２７５５

センターから紹介された医療機関に
電話で相談

【かかりつけ医など身近な医療機関】
必ず電話で相談

紹介された【医療機関】を受診

【かかりつけ医等】を受診
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

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）
保健所

管轄市町村

電話

FAX

E-mail

（24時間対応）

（開庁時間のみ）

（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

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

東部保健所国東保健部
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新型コロナウイルス感染症

無料検査

無料検査所の情報は大分県HP《https://www.pref.oita.jp/site/covid19-oita/muryo.html》で確認
をお願いします。

※12月末まで

以下の方は対象外です
・症状のある方
・濃厚接触者

・勤務先等からの指示で検査を希望される方

感染拡大傾向時の一般検査事業
対象者：感染リスクが高い環境にある等のため感染に不安を感じる県民の方
（ワクチン接種、未接種を問わない。）

実施期間：令和４年12月31日（土）まで
ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査制度は令和4年8月31日に終了しましたが、
「感染拡大傾向時の一般検査事業」に該当する、大分県民であって感染不安を感じる無
症状者の方は、飲食、イベント又は旅割等で旅行・帰省等の活動に際しても、一般検査
事業の検査結果通知を使うことが可能です。
※県内在住であることを確認します。本人確認書類を必ずご持参ください

2
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大分県自己検査陽性者登録センター
このセンターでは、重症化リスクの低い有症状の方等を対象に、検査キットを配付します。また、
自ら検査キットを使用して検査した方、大分県検査無料化事業の無料検査所を利用して検査した方等
で、陽性になった方は、本人からの登録情報を基に医師が陽性者であることを確認し、登録します。

検査キットの無料配布について

対象者
軽度の有症状者（※1）であって、以下の要件を全て満たす方が対象となります（無症状の方は対象外）。
（１）大分県内在住の方（長期滞在を含む。私書箱除く）
（２）重症化リスクの低い方
・１２歳以上６５歳未満の方
・重症化リスク因子（※2）及び肥満（BMI30以上※3）のない方
・新型コロナウイルスワクチンを２回以上接種している方
・妊娠していない方
（３）問い合わせ等について、メールでの連絡が可能な方
※１ 倦怠感、咳、発熱、頭痛、鼻水、のどの痛み等
※２ 悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患（COPD等）、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、臓器
移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用、その他の事由による免疫機能の低下等
※３ 計算式BMI ＝ 体重kg ÷ 身長m ÷ 身長m

実施期間

受付時間

令和4年8月24日（水曜日）から当面の間

午前9時から午後4時まで（土曜日・日曜日・祝日も受付）

申込

※1日当たりの受付が上限数（500個）に達した場合には、その日の受付を停止します。

・申込可能個数は１申込みにつき１人１個です。実施期間中、１人につき２回まで申込みが可能です。
・家族の方の分を申込む場合、連名での申込みはできません。１申込みにつき１人のお名前を入力してください。
・検査キットがお手元に届くまでには、通常、申込みから２日程度かかります。
以下の申込フォームから登録をしてください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/oita-testkit
大分県自己検査陽性者登録センター
受付時間：9:00～16:00 TEL：090-4345-1460 Mail：haiso.tourokucenter@oita-sienc.jp
※土曜日・日曜日・祝日については、メールのみの対応とさせていただきます。

本センターとは別に、一部の診療・検査医療機関においても検査キットの無料配布を行っ
ています。下記URLで無料配布を行う診療・検査医療機関を確認ください。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/12380/iryokikan-kittomuryohaifu.html

3
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陽性者登録について
※医療機関で既に陽性と診断された方は対象外
対象者
軽度の有症状者又は無症状者であって、以下の要件を全て満たす方が対象となります。
（１）大分県内在住の方（長期滞在を含む）
（２）「自ら実施した医療用抗原検査キット（※1）の結果」又は「大分県検査無料化事業の無料検査所（医療機関除
く）（※2）で検査された結果」が陽性であった方
（3）重症化リスクの低い方
・１２歳以上６５歳未満の方
・重症化リスク因子及び肥満（BMI30以上）のない方
・新型コロナウイルスワクチンを２回以上接種している方
・妊娠していない方
（４）市販薬等を活用して自宅療養が可能な方
（５）療養解除日を迎えていない方
（６）問い合わせ等について、メール及びSMSでの連絡が可能な方
上記の要件に該当しない方や薬の処方を受けたい方等は、本登録申請は行わず医療機関を受診してください。
※1 検査キットについては、体外診断用医薬品として承認されたものに限る
※2 大分県検査無料化事業の無料検査所については、大分県HPに掲載されている検査所に限る（ただし、医療機関
は除く）

実施期間

受付時間

令和4年8月24日（水曜日）から当面の間

午前9時から午後4時まで（土曜日・日曜日・祝日も受付）

申請方法
＜申請時に必要となるもの＞
１ 本人確認書類の写真データ
下記のうちいずれか一つ（氏名、生年月日がわかるもの）
・運転免許証、マイナンバーカード（表面のみ）
・健康保険証、年金手帳、年金証書
・パスポート、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書
※ 健康保険証、年金手帳、年金証書を本人確認書類とする場合は、被保険者記号・番号、基礎年金番号等が確認で
きないようにマスキングして撮影してください。
２ 自ら実施した医療用抗原検査キットを使用し検査を実施した場合
・検査キットの品目名、製造販売業者名、検査結果の判定ラインが明確に確認できる写真データ
３ 大分県検査無料化事業の無料検査所（医療機関除く）で検査した場合
・検査事業所名、「検査結果通知書」又は「アプリの検査結果を示す画面」が確認できる写真データ
※本センターでは、登録いただいた写真データで本人確認と陽性の判断をします。登録内容と相違がある場合や写真
データが不鮮明な場合は陽性者として登録いただけませんのでご注意ください。
※申請に写真データを添付する本人確認書類、検査結果については、必ず申請者本人のものを使用し、不適切な申請
は絶対に行わないでください。
＜登録申請後の流れ＞ ※1日当たりの受付が上限数（200件）に達した場合には、受付を停止します。
・申請内容の確認等で、センターから連絡することがあります。
・本センター医師の判定結果について、メールで連絡をします。
・陽性と判定した場合でも、原則、発生届対象外となるため、保健所から連絡等はありません。
・陽性と判定された方は、窓口となる健康フォローアップセンターに自動的に登録されます。
以下の登録フォームから陽性者の登録申請をしてください（登録は無料です）。
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/oita-cov19-registration
※陽性者登録のみを行うセンターとなりますので、薬の処方や治療は受けられません
※すでに医療機関等で陽性の診断を受けている方は、本申請による陽性登録はできません
※本センターで陽性登録後に症状が悪化し医療機関を受診する際は、必ず医療機関に「当センターにて陽性者登録
をされている」旨をお伝えください

大分県自己検査陽性者登録センター
受付時間：9:00～16:00 TEL：090-4345-1460 Mail：haiso.tourokucenter@oita-sienc.jp
※土曜日・日曜日・祝日については、メールのみの対応とさせていただきます
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健康フォローアップセンター

新型コロナウイルス感染症の療養期間中（発生届対象外）
に症状が悪化した方の専用電話

０９７-５７３-３００１（２４時間対応）
全国一律での全数届での見直しに伴い、令和4年9月26日から新型コロナウイルス感染症に感染し
た方でも、65歳未満で重症化リスクの低い方などは、発生届の対象外となりました。
このような発生届の対象外になった方でも、安心して自宅療養などができるように、大分県では
「健康フォローアップセンター」を開設しました。
オンラインによる健康観察や症状悪化時の電話相談などを行っていますので、医療機関の受診等
で陽性が判明した場合は、健康フォローアップセンターにご登録ください。

健康フォローアップセンターの対象者
新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した方のうち、「発生届※が提出されない方」を対象
としています。
陽性者登録の流れ
医療受診をして陽性が判明した後に
（１）受診した医療機関から「診断結果等連絡票」※を受け取る
※紛失等しないように大事に保管してください
フォームからの申請ができない方は、
（２）WEB登録フォームで申請
下記電話番号にご連絡ください。
（３）健康フォローアップセンターから登録完了メールを送付
（健康観察IDや療養上の留意事項など記載したメールを送付します） ０９７－５７３－３００５（9:30～17:00）
内容に不備等がある場合は差し戻しのメールを送付します
登録後は、健康観察IDを用いてWEB入力での健康観察ができ、体調悪化時の電話相談もスムーズに行えるよ
うになります。

※発生届が必要な方は保健所の管理です（以下の方）
○６５歳以上の方 ○入院を要する方 ○重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与
が必要な方 ○重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
○妊婦
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検査陽性者の療養期間
➢ 有症状の方：最短7日間

（人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。）

発症日（発症日は０日目、翌日を１日目としてカウント）から７日間経過し、かつ、症状軽快（解熱剤を使用せ
ずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向）後２４時間経過した場合

検査陽性

発症日※
2日間

0日目

症状解除

症状軽快

療養期間（入院・宿泊療養・自宅療養）

24時間

陽性者と接触した人が濃厚接触者となり得る一定の期間（発症の2日前から療養が終了する日まで）
※ 症状が出始めた日とし、発症日が明らかでない場合には、陽性が確定した検体の採取日とする。

ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢
者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けるこ
と、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

➢ 無症状の方
陽性となった検体採取日（採取日は０日目、翌日を１日目としてカウント）から７日間経過した場合
なお、５日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、５日間経過後に解除が可能
検査陽性※
2日間

7日間（５日目に検査キットで陰性を確認した場合は５日間）

症状解除

※ 陽性が確定した検体の採取日とする。
療養期間（入院・宿泊療養・自宅療養）

陽性者と接触した人が濃厚接触者となり得る一定の期間（検体を採取した日の2日前から療養が終了する日まで）

ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢
者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けるこ
と、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

➢ 現に入院している方

（高齢者施設に入所している者を含む。）

発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に 11日目から解除を可能とする。

自宅療養の終了日は、保健所（もしくは担当医療機関）からお知らせします。
無症状の方で療養期間中に症状が出現した場合や、有症状の方で呼吸器症状が継続、悪化した場合は、当初の療養
終了予定日から、延期になる場合があります。

療養期間中の外出自粛
○療養期間中は、外出をしないでください。ただし、コロナによる診療の場合、災害発生など緊急の場合は除きます。
※ただし、無症状の方（有症状の方は症状軽快から24 時間経過後）は、外出時や人と接する際は短時間とし、移動
時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底
することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
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濃厚接触者である同居家族等の待機期間
✓ 陽性者と最後に接触した日から5日間は不要不急の外出を自粛し、健康観察をお願いします。
＊陽性者の発症日（無症状の場合は検体採取日）または陽性者の発症により家庭内で感染対策を講じた日のいず
れか遅い方が０日目となります。
✓ ご自身で健康観察を行い、症状が出たり、悪化した場合には、まずはかかりつけ医にご相談ください。
✓ かかりつけ医がない場合は、受診相談センターにご連絡ください。（097-506-2755）
✓ なお、自費検査として、薬事承認された抗原定性検査キットを使用し、2日目及び3日目で陰性を確認した場合に
は3日目から解除が可能です。（この場合における解除について保健所への確認は不要です。）
✓ 保健所が濃厚接触者の解除通知やその連絡を行うことはありません。

0日目
原則となる
待機期間
待機期間を
短縮する場合

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

自宅待機・感染対策・健康観察
最終
接触日

自宅待機・感染対策
・健康観察 抗原定性検査
キットで陰性

待機
解除日

抗原定性検査
キットで陰性

陰性確認により
待機解除

自宅療養中の食料支援
○食料の確保が難しい場合は、保健所から食料（レトルト食品等が中心です）をお渡ししますので、必要な方は保健
所までご連絡ください。保健所から配付する食料は、アレルギーや離乳食等に対応できませんのでご了承ください。
１ 食料の受け渡し方法
✓ 自家用車で保健所まで来所が可能な方は、事前に保健所と日時を調整し、保健所まで食料を受取りに来てい
ただきます。
✓ 保健所までの交通手段がない方や、特別な配慮が必要な方は、職員が玄関前までお届けします。
２ 食料が不足した場合などは、療養日数に応じて追加でお届けできる場合がありますので、保健所までご連絡くだ
さい。
同世帯に濃厚接触者がいる場合、濃厚接触者分の食料は各自でご準備をお願いいたします。

災害時の避難における注意事項

平常時からハザードマップを確認！

○自宅療養者の方は、災害発生時または発生のおそれがある場合（以下「災害発生時等」という。）に、各市町村が
設置する指定避難所へ避難することができません。
→自宅療養者の方については、大分県・大分市（大分市のお住まいの方）が避難場所をご案内しますので、避
難が必要な場合は、早めに（「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されたタイミングで）保健所までご連絡
をお願いします。避難場所への移動手段がない場合は、その旨を保健所へお伝えください。
平常時からハザードマップを確認し、災害発生時等は、以下の行動を心掛けましょう。
１ 身の安全を確保する
２ 自宅が安全かどうか判断する。
※安全な場所にいる人は、避難する必要はありません。一方、避難が必要な場合は、躊躇なく行動することが重要で
す。
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濃厚接触者の特定・行動制限

大分県HP参照

オミクロン株の特徴を踏まえ、発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限については、下記のとおりとなりま
す。ご理解・ご協力をお願いします。
なお、この対応は、オミクロン株が主流である間に限るものです。
（１）同一世帯内で感染者が発生した場合
✓ 陽性者と最後に接触した日から5日間は不要不急の外出を自粛し、健康観察をお願いします。
✓ ご自身で健康観察を行い、症状が出たり、悪化した場合には、まずはかかりつけ医にご相談ください。
かかりつけ医がない場合は、受診相談センターにご連絡ください。（097-506-2755）
✓ 出勤や登校等については、事業主や学校、管理者等へご相談の上、ご判断ください。
✓ 保健所が濃厚接触者の解除通知やその連絡を行うことはありません。
（２）事業所等で感染者が発生した場合（（３）（４）の場合を除く）
✓ 濃厚接触者の特定は実施しません。
✓ 事業所等の関連で感染者と飲食した場合なども、濃厚接触者とはせず、事業所が外出自粛を求めてください。
※友人との会食、同窓会や結婚式等についても、原則、同様の取扱いとしてください。
（３）入院医療機関、高齢者・障害児者等入所施設で感染者が発生した場合
✓ 保健所が疫学調査を実施し、濃厚接触者の特定を実施します。
（４）保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、義務教育学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び放課後児
童クラブで感染者が発生した場合
✓ （２）の事業所等の対応と同様に、原則、濃厚接触者の特定は実施しません。各保育所、幼稚園、小学校等
は、感染者と接触があった者に対し、感染リスクの高い行動を控えるよう指導してください。また、感染対
策を行わずに飲食を共にした場合は一定期間出席停止にするなどの対応をお願いします。
✓ 十分な感染対策が行われていない等、感染が拡大するおそれがある場合や経路不明の感染者が複数出ている
場合には、これまでどおり保健所が聞き取り調査や感染対策の指導を行います。学校・施設側から保健所へ
の相談もお受けします。

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
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療養証明書/就業制限通知書
原則として、療養証明書は大分県では発行しておりません。
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。
この就業制限通知書で保険会社へ保険金の手続きを行うことができます。
就業制限通知書で認められる療養期間は、下記のとおりです。
・療養開始日 ：

診断日（陽性判明日）

・療養終了日 ：

就業制限解除日（通常、発症から7日経過かつ症状軽快後24時間経過）

※令和4年9月6日以前に療養を終了した方は、通常、発症から10日経過かつ症状軽快後72時間経過

なお、令和４年９月２６日に、全国一律で、新型コロナウイルス感染症に感染された方の全
数届出の見直しが行われたため、感染症法に基づき「就業制限通知書」を発行される方が発
生届の対象（※）となる方に限定されます。発生届対象外の方は、療養証明書も発行されま
せん。
（※）★65歳以上 ★入院を要する方 ★妊婦 ★重症化リスクがあり、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
【発生届対象・対象外に関わらず、保険等給付にあたっては、新型コロナウイルス感染症に罹患したこ
とが確認できる代替書類（※）の活用等により療養証明書の発行を求めない事務構築を検討するよう生
命保険協会から各社に周知が行われており、また、企業や学校に対しても療養証明書を求めないよう政
府から要請されています。】（※） My HER-SYSの証明
医療機関等で実施されたＰＣＲ検査や抗原検査の結果がわ
かるもの
診療明細書（医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」（外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む）が記載され
たもの）
コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果
（ＳＭＳ・ＬＩＮＥ等）
保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活
支援の留意点などが記載)
ＰＣＲ検査や抗原検査を実施する検査センター（医療機関以外でも可）の検査結果（市販の検査キッ
トは除く）など

発生届の対象者で、就業制限通知書で証明できる療養期間ではない等の場合は、「療養証

明書」が申請可能な場合もありますので、大分県福祉保健部感染症対策課医療調整班もしく
は大分市保健所にご相談ください。
✓ My HER-SYS において、新型コロナウイルス感染症の診断年月日を表示・証明する機能を搭載した
ため、宿泊療養又は自宅療養の期間が 10 日以内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明と
して My HER-SYSの画面を活用することができます。
My HER-SYS：厚生労働省 新型コロナウイルス患者情報等患者把握・管理支援システム
1. My HER-SYS
My HER-SYSとは、陽性者ご本人等がスマートフォンやパソコン等で自身や家族の健康状態を入力でき
る健康管理機能です。 My HER-SYSからご入力いただいた情報は、管轄している保健所へ反映・共有さ
れるため、ご本人等の状態を迅速に把握し、適切なフォローが可能になります。
2. 自動架電
毎日、保健所であらかじめ設定した時間に自動的に電話がかかり、質問にプッシュホンで答えることで、
健康状態を登録できる機能です。架電時間は保健所とご相談の上、設定していただきます。
3. 健康コールご利用ガイド
日中の電話に出ることが難しい方であっても、ご本人の都合の良い時間で、利用者ご自身から専用のダ
イヤルにお電話いただき、健康状態を入力できる機能です。
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２

一般相談窓口
新型コロナウイルス感染症の相談窓口
一般相談窓口（受診のこと以外）

厚
生
労
働
省

TEL： ０１２０－ ５６５６５３ （9:00～21:00 土日・祝日も実施）
対応言語：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
FAX：03-3595-2756
聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方は、FAXをご利用いただくか、一般財団法人全
日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。

コロナワクチンコールセンター

コロナワクチン施策の在り方などに関する問合せに対応

TEL：０１２０－７６１７７０（9:00～21:00 土日・祝日も実施）
対応言語：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
聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス相談窓口（県の支援策等について）
TEL：０９７ー５０６ー２７７５（２４時間対応）
FAX：097-506-1735 メールアドレス：a12210@pref.oita.lg.jp

大
分
県

事業者向け相談窓口
TEL：０１２０－９３６－６９２（平日 8時30分～17時15分）

新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口
TEL： ０９７－５０６－２８５０
内 容： 医学的見地が必要となる専門的な相談など、市町村では対応が困難な問い合わせ対応
（相談例）接種後３日経っても腫れているが、医療機関を受診した方が良いか 等

外国人在留支援センター

ＦＲＥＳＣヘルプデスク

TEL：０１２０－７６－２０２９
FRESC多言語ワクチン接種サポートの新規予約は終了しましたが、新型コロナウイルスワクチン接種券の取得
方法がわからないなどの相談は，引き続き受付しています。多言語で相談することができます。

Oita Information & Support Center
大分県外国人総合相談センター（21言語対応）
TEL０９７－５２９－７１１９
（10：00～17：00 ※日曜、祝日、iichiko総合文化センター休館日【第２、第4月曜日
（祝日の場合は翌日）】および年末年始はお休みです。）
 県内に暮らす外国人や、その関係者等に対して多言語で相談ができるようになりました。仕事や
ふだんの生活で困ったこと、心配なこと、わからないことがあったら相談してください。

COVID-19 Multilingual Guide
https://www.covid19-info.jp/
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生活支援（お金のこと）
3

生活支援について

各種支援

対象世帯等

問合せ先等

緊急小口資金
(一時的な資金が必要な方)
貸付額：20万円以内
9月30日で受付終了

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けて、休業等による収入の減少が
あり、緊急かつ一時的な生計維持の
ための貸付を必要とする世帯

申込・受付は、お住まいの市町村
社会福祉協議会に！

総合支援資金
(生活の立て直しが必要な方)
貸付額：
（2人以上）月２０万円以内
（単身）月１５万円以内
初回貸付について、
９月３０日で申請期間終了

新型コロナウイルスの影響を受けて、 ０１２０－４６－１９９９（9:00
収入の減少や失業等により生活に困 ～17:00 平日のみ）
窮し、日常生活の維持が困難となっ
ている世帯

生活困窮者自立支援金
支給額（月額）：
単身世帯：６万円
２人世帯：８万円
３人以上世帯：１０万円

緊急小口資金等の特例貸付を終了し
た世帯や、再貸付について不承認と
された世帯で一定の要件を満たした
場合
申請期間を令和４年１２月末日まで
延長、求職活動要件を緩和します。

○一般的なお問い合わせは「厚生労働
省相談コールセンター」

○各市にお住まいの方
市役所の福祉事務所にお問い合わせく
ださい。
○日出町、姫島村にお住いの方
東部保健所地域福祉室
（TEL 0977-72-2327）
○九重町、玖珠町にお住いの方
西部保健所地域福祉室
（TEL 0973-72-9522）
○支援金に関するお問い合わせは
０１２０－４６－８０３０
（9:00～17:00 平日のみ）

住居確保給付金
市区町村ごとに定める額を上限に
実際の家賃額を原則3か月間（延
長は２回まで最大９か月間）支給
します。（家主に給付）

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金
給付額
１世帯当たり１０万円

各市町村により申請期限が異
なります。

離職・廃業から2年以内の方 または
休業等により収入が減少し、離職・
廃業と同程度の状況にある方
3か月間の再支給の申請期間を令和
４年１２月末日まで延長とし、求職
活動要件を緩和しています。
対象者
① 令和3年12月10日において日本全国のいず
れかの市区町村の住民基本台帳に記録され
ていた者（住民記録はないが、日本国内で
生活していた者を含む。）であり、かつ、
令和4年6月1日に住民基本台帳に登録され
ている方
② 世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が
非課税である世帯（令和3年度も住民税均
等割が非課税であった世帯は除く）
「令和3年度住民税非課税世帯」分と「家計急
変世帯」分の確認書または申請書の受付は令和
4年9月30日（金曜日）に終了しました。

各市町村生活困窮者自立支援窓口へ相
談・連絡し、現在の状況をお伝えのう
え、必要な手続き等をご確認ください。
○住居確保給付金相談コールセンター
０１２０－２３－５５７２
（9:00～17:00 平日のみ）
お住まいの市町村から確認書が届きま
すので、内容を確認して返送してくだ
さい。
※下記の場合、申請が必要
・令和3年12月11日以降に転入された方を
含む世帯
・修正申告等により、令和4年度住民税非
課税世帯になった世帯
・その他、該当すると思われる世帯で確認
書が届かない場合

○住民税非課税世帯等に対する臨時特
別給付金コールセンター

0120-526-145
（9:00～20:00

11

土日祝を含む）
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○緊急小口資金・総合支援資金（生活費）の申込・受付は、お住まいの市町村社会福祉協議会に！
機関名

電話番号

機関名

電話番号

大分市社会福祉協議会

097-547-8319 杵築市社会福祉協議会

0978-62-2649

別府市社会福祉協議会

0977-26-6070 宇佐市社会福祉協議会

0978-33-0725

中津市社会福祉協議会

0979-23-2095 豊後大野市社会福祉協議会

0974-22-6677

日田市社会福祉協議会

0973-24-7026 由布市社会福祉協議会

097-582-2756

佐伯市社会福祉協議会

0972-23-7450

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（国見支所） 0978-82-1107

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（安岐支所） 0978-64-7100

-

-

臼杵市社会福祉協議会

0972-83-5120 姫島村社会福祉協議会

0978-87-2024

津久見市社会福祉協議会

0972-82-5000 日出町社会福祉協議会

0977-72-0323

竹田市社会福祉協議会

0974-63-1544 九重町社会福祉協議会

0973-76-2500

豊後高田市社会福祉協議会

0978-25-5100 玖珠町社会福祉協議会

0973-72-5001

《県営住宅》
新型コロナウイルス感染症の影響等による失職等で収入が著しく減少した県営住宅入居者の方
は、以下の手続きにより、家賃を減額できる場合があります。
１ 収入再認定 → 失職・退職により世帯収入が減少し、収入再認定の結果、
家賃額が減額される場合があります。
２ 家賃減免・徴収猶予 → 世帯収入が県の定める基準以下となった場合に、
２割から５割の範囲で家賃額を減免します。
また、家賃の徴収を猶予できる場合があります。
○大分県住宅供給公社
･ 県営住宅管理課：097-532-5137 ･ 別府駐在所：0977-66-7300
･ 杵築市住宅管理センター：0978-63-0050 ･ 佐伯･公営住宅管理センター：0972-22-3190
･ 豊後大野･公営住宅管理センター ：0974-22-1740 ･ 日田駐在所：0973-23-2480
･ 県北駐在所：0979-22-2365
○大分県土木建築部公営住宅室：097-506-4684
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う解雇等により、現在居住している住宅からの退居
を余儀なくされる（された）方が、一時的なお住まいとして使用していただけるよう県営住宅を
提供します。
【 お問合せ先 】
大分県住宅供給公社県営住宅管理課 ０９７－５３２－５１３７
大分県土木建築部 公営住宅室
０９７－５０６－４６８４
市町村の公営住宅家賃についても、減免や徴収猶予ができる場合がありますので、
各市町村の担当部署にお問い合わせください。
12
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生活困窮者自立相談支援窓口一覧
自治体名

事業実施者

住所

電話番号

大分市

大分市社会福祉協議会
（大分市自立生活支援センター）

大分市金池南町１丁目５番１号
J:COMホルトホール大分内

097-547-8319

別府市

別府市社会福祉協議会
（別府市自立相談支援センター）

別府市上田の湯町15番40号
別府市社会福祉会館内

0977-26-6070

中津市

中津市社会福祉協議会
（くらしの総合相談窓口）

中津市沖代町1丁目1番11号
中津市教育福祉センター内

0979-26-1237

日田市

日田市社会福祉協議会
（ひた生活支援相談センター）

日田市田島2-6-1
日田市役所内

0973-22-5299

佐伯市

佐伯市社会福祉協議会
（佐伯市くらしサポートセンター
「きずな」）

佐伯市女島７２５５番地１３
佐伯市社会福祉センター内

0972-23-7450

臼杵市

臼杵市社会福祉協議会

臼杵市大字臼杵4番1

0972-83-5120

津久見市

津久見市 社会福祉課

津久見市宮本町20番15号

0972-82-9519

竹田市

竹田市社会福祉協議会
（福祉相談支援課）

竹田市大字会々1650番地

0974-63-1544

豊後高田市

豊後高田市是永町39番地3

0978-22-3100

豊後高田市

社会福祉課

杵築市

杵築市社会福祉協議会
（杵築市全世代支援センター）

杵築市大字猪尾900番地
杵築市健康福祉センター内

0978-68-8282

宇佐市

宇佐市社会福祉協議会
（福祉推進課生活支援係）

宇佐市大字閤437番地

0978-25-9058

豊後大野市

豊後大野市社会福祉協議会
（くらし支援センター）

豊後大野市三重町市場1200番地
（豊後大野市役所1階）

0974-22-1356

由布市

由布市社会福祉協議会
（地域福祉課）

由布市庄内町庄内原365番地1

097-582-2756

国東市

国東市社会福祉協議会
（総務福祉課）

国東市武蔵町古市１０８６番地１

0978-68-1976

姫島村

姫島村社会福祉協議会

姫島村1634番地の1
老人憩いの家「白寿苑」内

0978-87-2024

日出町

日出町社会福祉協議会
（生活支援・相談課）

日出町大字藤原2277番地1

0977-85-8800

九重町

九重町社会福祉協議会
（地域福祉課）

九重町大字後野上17-1
九重町保健福祉センター内

0973-76-2500

玖珠町

玖珠町社会福祉協議会
（地域福祉推進部）

玖珠町大字岩室24番地の1

0973-72-5513

13
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4

子育て支援
各種支援

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
児童一人あたり一律

5万円

母子父子寡婦福祉資金貸付金
○生活資金（生活安定期間）
○生活資金（失業貸付期間）
貸付額は
生計中心者：月額上限105,000円
生計中心者以外の者：月額上限
70,000円

母子父子寡婦福祉資金貸付金
の償還猶予
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、収入に相当の減少があった方は、
償還の猶予を受けることができます｡

対象世帯等

問合せ先等

① 低所得のひとり親世帯
令和４年４月分の児童扶養手当受給者に
ついて、可能な限り６月までに支給
※ 直近で収入が減少した世帯等について
も、可能な限り速やかに支給（要申請）
② その他低所得の子育て世帯
令和４年４月分の児童手当又は特別児童
扶養手当の受給者で、令和４年度分の住
民税均等割が非課税である者について、
課税情報が判明したのち、可能な限り速
やかに支給
※上記以外の者のうち、対象児童を養育する
者で、令和４年度分の住民税均等割が非課税
である者（例：高校生のみ養育世帯）や直近
で収入が減収した世帯等についても、可能な
限り速やかに支給（要申請）

○各市にお住まいの方
市役所の福祉担当課にお問い合わせ
ください。
○各町村にお住まいの方（日出町、
姫島村、九重町、玖珠町）
大分県こども・家庭支援課
TEL:097-506-2703

新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業等により生活資金でお困りの
方に貸付を行います。
生活資金（生活安定期間）
ひとり親となって7年未満の方
生活資金（失業貸付期間）
失業中のひとり親の方

お住まいの市町村福祉担当課にお問
い合わせください。

母子父子寡婦福祉資金の貸付を受け､現
在､償還を行っている方､又は近々償還が
開始される方

お住まいの市町村福祉担当課にお問
い合わせください。

○厚生労働省コールセンター
TEL：0120-400-903
（平日9：00～18：00）

ひとり親家庭支援のための相談窓口
一般財団法人大分県母子寡婦福祉連合会 ０９７－５５２－３３１３

14
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5

学費等の支援
各種支援

対象世帯等

高等教育の修学支援新制度

世帯収入や資産の要件を満たしている
進学先で学ぶ意欲がある学生であること

世帯収入によって支援額が決まります
 授業料等減免年額最大約70万円
 給付型奨学金年額最大約91万円

問合せ先等
各学校で申込受付
○日本学生支援機構奨学金相談セン

※新型コロナの影響で家計が急変した場
合も随時申込可！

０５７０－６６６－３０１
（平日9:00～20:00)

高等教育の修学支援新制度の対象外の方
経済的に困難な学生等に対しては、大学等において授業料の納付猶予や大学等独自に授業料等減免を行っている場合
もありますので、個別に大学等に御相談ください。
アルバイト収入等が大幅に減少した学生
等を対象
国内の大学、大学院、短期大学、高等専
門学校、専修学校専門課程の方で要件を
満たす方が対象です。
※高等専門学校は4、5年生が対象です。

在学している学校の奨学金窓口

新型コロナウイルス感染症の影響で、休
業、離職、会社の倒産、売上の減少等に
より家計が急変し、授業料の納付が困難
となった世帯の生徒について、授業料が
減免される場合があります。

○在籍の県立高校事務室
又は教育財務課
TEL ０９７－５０６－５４２３

高等学校に通う所得等要件を満たす世帯
の生徒に対して、授業料に充てるため支
給される就学支援金について、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、生徒・
保護者等からの申請書類の提出が遅れて
も遡って認定を行うなど柔軟に対応しま
す。

○在籍の県立高校事務室
又は教育財務課
TEL ０９７－５０６－５４４７

大分県高等学校等奨学金（緊
急採用）

新型コロナウイルス感染症の影響で、休
業、離職、会社の倒産、売上の減少等に
より家計が急変し、就学困難となった高
等学校等の生徒を対象に奨学資金の緊急
貸与を行います。

○大分県奨学会
TEL ０９７ｰ５０６ｰ５６２０

高校生等奨学給付金の対象枠
の拡大・申請期間の延期

新型コロナウイルス感染症等の影響で、
保護者の失業等により家計が急変し、住
民税非課税相当となった世帯を対象に奨
学のための給付金を給付します。また、
高校生等奨学給付金の申請書類の提出が
期限に間に合わなかった場合についても
柔軟に対応します。

○教育財務課
TEL ０９７－５０６－５４４７

緊急特別無利子貸与型奨学金
第二種奨学金と同様の額を選択で
きます

授業料の減免

高等学校等就学支援金

大分県高等学校等奨学金（返
還猶予）

○私立高等学校は各学校に問合せ
○高等教育機関（大学・短大等）は
各学校に問合せ

○私学振興・青少年課
TEL ０９７－５０６－３０７７

○私学振興・青少年課
TEL ０９７－５０６－３０７７

新型コロナウイルス感染症の影響で収入 ○大分県奨学会
が減少し、奨学金の返還が困難になった TEL ０９７ｰ５０６ｰ５６２０
方は返還の猶予を受けることができます。
猶予期間は１年以内（状況によっては最
申請可）

○ 県内在住の日本人学生・留学生に対する支援もあります。
【問合せ先】・日本人学生
・留学生

各大学相談窓口にお問い合わせください。

大学コンソーシアムおおいた TEL 097-578-7400（平日 10時～18時)
E-mail：info@ucon-oita.jp

15

15

15

令和4年12月6日（第68版）

仕事のこと
6

新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口等
○なんでも労働相談ホットライン（発信地近くの地方連合会につながる）
０１２０－１５４－０５２（平日

9:00～17:00）

○労働相談ホットライン（発信した地域の労働相談センターにつながる）
０１２０－３７８－０６０（平日

10:00～17:00）

相談内容

担当窓口

電話番号

（事業主の方へ）
・労務管理（賃金の支払、解雇、休業手当）
・労働者の健康に関する相談
（労働者の方へ）
・賃金、休業手当など労働条件に関する相談
・退職、解雇、労働条件引き下げに関する相談

大分労働局雇用環境・均等室
総合労働相談コーナー

097－536－0110

・内定取消しや入職時期の繰り下げにあった方

大分新卒応援ハローワーク

097－533－8600

大分県労政・相談情報センター（平日8:30～17:15）
（大分県商工労働部雇用労働政策課内）
働く現場でのトラブルが合理的に、円満に解決されるよう、中立的な立場で問題点を整理し、
対応策等をアドバイスします。
労働者、使用者双方の相談に応じます。
（固定電話）０１２０-６０１-５４０
（スマホ・携帯電話） ０９７-５３２-３０４０
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による労働相談事例
・賃金や労働時間、有給休暇など労働条件がわからない。
・残業代が出ない。
・休暇や休憩時間がとれない。
・退職を申し出ても退職させてくれない。
・理由もなく解雇された。
・ハラスメントを受けている。

16
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会社に対する支援
各種支援

概要

問合せ先等

「新型コロナウイルス感染症の影響」によ
り、「事業活動の縮小」を余儀なくされた
場合に、従業員の雇用維持を図るために、
令和4年11月30日まで特例
「労使間の協定」に基づき、「雇用調整
措置を実施
（休業）」を実施する事業主に対して、休
12月から一部経過措置あり 業手当などの一部を助成

雇用調整助成金※

雇用調整助成金、産業雇用安定助成
金コールセンター

0120-603-999
9：00～21：00（土日・祝日含む）
○大分労働局大分助成金センター

097－535－2100
令和4年10月１日から令和5年3月31日まで
の間に、新型コロナウイルス感染症の対応
で子どもの世話を行うことが必要となった
労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休
暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）
を取得させた事業主を支援

小学校休業等対応助成金・支援金
コールセンター

両立支援等助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健
康管理措置として、医師等から休業が必要
とされた妊娠中の女性労働者が、安心して
休暇を取得して出産し、出産後も継続して
活躍できる職場環境を整備するため、正規
雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性
労働者に有給の休暇（年次有給休暇を除
く。）を取得させた企業に対する助成金

○大分労働局雇用環境・均等室

トライアル雇用助成金

新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、 お近くのハローワーク
これまで経験のない職業に就くことを希望
している求職者を、無期雇用へ移行するこ
とを前提に、原則３か月間試行雇用する事
業主に対して助成

小学校休業等対応助成金
日額上限：8,355円
申請期限
R4.10.1-11.30→R5.1.31
R4.12.1-R5.3.31→R5.5.31

0120-876-187
○大分労働局雇用環境・均等室

097－532－4025
097－532－4025

※雇用調整助成金
雇用調整助成金の助成内容は令和４年12月以降、通常制度としますが、業況が厳しい事業主については
一定の経過措置を設けます。経過措置の対象範囲に該当する場合の令和４年12月１日から令和５年３月
31日までの助成内容等は以下のとおりです。
判定基礎期間の初日

中 原則
小
企 特に業況が
業 厳しい事業主
原則

大
企
業 特に業況が
厳しい事業主

R4.12～R5.1

R5.2～3

2/3
8,355円
2/3(9/10)
9,000円

-

2/3
8,355円
1/2(2/3)
9,000円

-

R2.1.24～R4.11.30までの間の休業等について雇
用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所が経過
措置の対象となります。
なお、コロナ特例を利用したことがない事業所が、
令和４年12月１日以降の休業等について雇用調整助
成金を利用する場合は、生産指標の要件等、通常制
度の要件に該当する必要があります。
（注）上段は助成率。下段は金額は１人１日あたり
の上限額。括弧書きの助成率は解雇を行わない場合
ハローワーク（公共職業安定所）
大分 097-538-8609

佐伯 0972-24-8609

別府 0977-23-8609

宇佐 0978-32-8609

中津 0979-24-8609

日田 0973-22-8609

豊後大野 0974-22-8609
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8

労働者に対する支援
各種支援

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金
休業期間R4.7～11(給付率80％)
休業期間R4.12～R5.3(給付率60%)

小学校休業等対応支援金
1日当たり定額：4,177円
申請期限
R4.10.1-11.30→R5.1.31
R4.12.1-R5.3.31→R5.5.31

新型コロナウイルス感染症及びそのまん
延防止の措置の影響により事業主の指示
により休業させられた労働者のうち、休
業中に賃金（休業手当）を受けることが
できなかった方に対し、支給します。
※雇用保険被保険者ではない方も対象

新型コロナウイルス感染症対応休業
支援金・給付金コールセンター

小学校等の臨時休業などに伴い、子ども
の世話を行うために、契約した仕事がで
きなくなった個人で仕事をする保護者へ
支援金を支給

雇用調整助成金、産業雇用安定助成
金、学校等休業助成金・支援金コー
ルセンター

０１２０－２２１－２７６
月～金 ８：３０～２０：００
土日祝 ８：３０～１７：１５

０１２０－８７６－１８７
9：00～21：00（土日・祝日含む）

新型コロナウイルス感染症
にかかる傷病手当金
※発熱等の症状がない濃厚接触者の方
は、傷病手当金の対象となりません。

労災保険

問合せ先等

次の①または②のいずれかに該当する場合で、
傷病手当金の支給要件を満たしている方が対象
となります。
①新型コロナウイルス感染症「陽性」の方
②新型コロナウイルス感染症「陰性」または検
査未実施であるが、発熱等の症状がある方

加入している健康保険の保険者に問
合せください
○協会けんぽ大分支部

０９７－５７３－５６３０
（平日8:30～17:15）

業務に起因して感染したものであると認
められる場合には、労災保険給付の対象
となります。

事業場を管轄する労働基準監督署に
ご相談ください

《業務に起因する感染》
労災保険を申請できる場合がある

感染した方
《業務外で感染》
傷病手当金を申請できる場合がある
感染が判明した場合

濃厚接触者
感染が疑われる方

企業からの
指示はない
が休業
企業からの
指示を受け
て休業

企業から休業手当を受給（雇用調整助成金）
企業から休業手当が
受けられない

※ 疾病 、育児、介護 など労働者本人の事情による休みや年次有給休暇は、
休業支援金 ・給付金 の「 休業 」 ではありませんので、対象となりません。
新型コロナウイルス感染症に罹患したことによる休み（陽性が確定した日
から療養解除までの間）も休業支援金・給付金の対象とはなりません。

企業に支給を求めても支給され
ない場合は※新型コロナウイル
ス感染症対応休業支援金・給付
金の対象となる場合があります

企業から休業手当を受給（小学校休業等対応助成金）

臨時休校となった
子ども等に対し、
世話を行った方

18

企業から休業手当が
受けられない

企業に支給を求めても支給されない場
合は小学校休業等対応助成金に関する
特別相談窓口に相談
大分労働局：097-532-4025
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9

雇用の支援
各種支援

問合せ先等

✓ 離職して雇用保険を受給できない方、 お近くのハローワーク
収入が一定額以下の在職者の方などが、
給付金を受給しながら訓練を受講でき
求職者支援制度は、再就職、転職、
ます。
スキルアップを目指す方が月10
✓ 給付金の支給要件を満たさない場合で
万円の生活支援の給付金を受給し
あっても、無料の職業訓練を受講でき
ながら、無料の職業訓練を受講す
ます。
る制度です。

求職者支援制度
職業訓練受講給付金

介護訓練修了者への

返済免除付就職支援金貸付
制度

介護職として再就職をお考えの方、初め
て働くことをお考えの方へ（再就職準備
金、就職支援金のご案内）

1. 訓練期間中、月額10万円（住民税課
税世帯は月額70,500円）※訓練を受
ひとり親の方が資格取得を目指し
けている期間の最後の１年間は支給
て修業する期間の生活費を支援す
額を４万円増額
る制度です。
2. 訓練修了後、５万円を支給（住民税
課税世帯は25,000円）

高等職業訓練促進給付金

社会福祉法人大分県社会福祉協議会
福祉資金部

097-515-7771
対象資格等の要件の確認や申込みは
・市にお住まいの方
→市ひとり親家庭等担当課
・姫島村・日出町→東部保健所
・九重町・玖珠町→西部保健所

ハローワーク（公共職業安定所）
大分 097-538-8609

佐伯 0972-24-8609

別府 0977-23-8609

宇佐 0978-32-8609

中津 0979-24-8609

日田 0973-22-8609

豊後大野 0974-22-8609
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事業経営に関すること
10 中小企業・小規模事業者からの経営相談
資金繰り等でお困りのことはありませんか？
銀行等においては、迅速かつ柔軟に事業者の資金繰り支援に取り組んでいますので、お取引先の金
融機関の相談窓口へ積極的にご相談ください。
機関名

事業区分

日本政策金融公庫
（大分支店）

日本政策金融公庫
（別府支店）

電話番号

中小企業事業

097-532-4106

国民生活事業

097-535-0331

農林水産事業

097-532-8491

国民生活事業

商工組合中央金庫
（大分支店）

0977-25-1151

097-534-4157

大分県商工会連合会

経営支援課

097-534-9507

大分県中小企業団体
中央会

組織支援一課

097-534-9507

保証一課

097-532-8246

保証一課

097-532-8247

掲載支援課

097-532-8296

大分県信用保証協会

機関名

電話番号

別府商工会議所

0977-25-3311

大分商工会議所（中小企業相談部）

097-536-3248(直通)

中津商工会議所

0979-22-2250

日田商工会議所

0973-22-3184

佐伯商工会議所

0972-22-1550

臼杵商工会議所

0972-63-8811

津久見商工会議所

0972-82-5111

豊後高田商工会議所

0978-22-2412

竹田商工会議所

0974-63-3161

宇佐商工会議所

0978-33-3433

金融機関の窓口に関するお問合せ / 金融機関との取引に係る相談
金融庁
新型コロナウイルスに関する相談ダイヤル
TEL ０１２０－１５６８１１

大分財務事務所
TEL ０９７－５００－９０３１
（平日

9：00～17：00）

（フリーダイヤル、平日 10：00～17：00）
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11 事業再構築促進事業

事業再構築補助金事務局HP
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための

企業の思い切った事業再構築を支援
本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難
い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態
転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構
築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的と
します。
第8回公募期間：令和4年10月3日（月）～令和5年1月13日(金)18:00まで(厳守)
＜事業再構築補助金事務局コールセンター＞
受 付 時 間：９：００～１８：００（日・祝日を除く）
電 話 番 号：＜ナビダイヤル＞０５７０－０１２－０８８
＜IP電話用＞ ０３－４２１６－４０８０
＜電子申請の操作方法に関するサポートセンター＞
受 付 時 間：９：００～１８：００（土・日・祝日を除く）
電 話 番 号：０５０－８８８１－６９４２
上記コールセンターの職員が不適切な対応を行った場合や、本事業の不正利用や要件違反に関する内部告発等は、以下
の窓口までご連絡ください。なお、公益通報者は公益通報者保護法に基づき適切に保護されます。
＜トラブル等通報窓口＞
受 付 時 間：９：００～１８：００（土日祝日を除く）ほじょ
電 話 番 号：０３－６８１０－０１６２
※ 事前着手承認を得ている事業者は、
この流れと異なることがあります。
※ 社名、代表者、本社所在地、担当
者情報等が変更したときは、すみ
やかに事務局に届出ください。
※ 交付決定以降、取得財産にかかる
申請等は必ず申請ください。
（担保権承認申請、財産処分承認
申請等）

採
択
後
の
流
れ

補助事業完了日の属する年度の終了
後を初回として、以降5年間報告
（合計6回）

12 テレワーク導入に関する相談
テレワークに関する各種ご相談は
テレワーク相談センター（厚生労働省委託事業）
０１２０－８６１００９（平日9時～17時）
メール：sodan@japan-telework.or.jp
【主な機能】
・テレワーク導入・実施時の労務管理上の課題等に関する相談への回答
・テレワーク活用事例の紹介、関連情報の提供
・オンラインによる労務管理等に関する無料コンサルティング
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13 各種事業者からの相談窓口
事業者等
農業者や食品事業者等

相談窓口
九州農政局 企画調整室
TEL０９６－３００－６０１０
TEL０９６－３００－６４６９

大分県団体指導・金融課（農業経営及び資金対応）
TEL０９７－５０６－３６１３

ホテル・旅館等宿泊事業者、旅行業者等

九州運輸局 観光部観光企画課
TEL ０９２－４７２－２３３０
FAX ０９２－４７２－２３３４

旅客の運行計画の変更等及び貨物輸送の
経営状況に関する相談

バス、タクシー、レンタカー関係
大分運輸支局 輸送・監査部門
097－558－2107（音声ガイダンス３）

22

バス・レンタカー関係

九州運輸局
自動車交通部旅客第一課
092－472－2521

タクシー関係

九州運輸局
旅客第二課
092－472－2527

トラック関係

九州運輸局
貨物課
092－472－2528
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役所の手続や税金・公共料金に関すること
14 国税の納税の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない事情のある方に対しては、その置かれた
状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応することとし、猶予の申請や審査についても極力簡素化しており
ます。猶予に関するご相談等については、所轄の税務署（徴収担当）にお電話ください。
税務署名
電話番号

大分税務署
097－532－4171
中津税務署

管轄地域
大分市、
由布市

中津市

0979－22－3111
佐伯税務署
0972－22－0910

税務署名
電話番号

別府税務署
0977－23－2111
日田税務署

管轄地域
別府市、杵築市、国東市、
姫島村、日出町

日田市、九重町、玖珠町

0973－23－2136
佐伯市

臼杵税務署
0972－63－8522

税務署名
電話番号

竹田税務署

竹田市

0974－63－3141
宇佐税務署
0978－32－0360

臼杵市、
津久見市

管轄地域

三重税務署

豊後高田市、
宇佐市

豊後大野市

0974－22－1015

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができ
ないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、

納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ
日から２か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理
由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス
感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付等の手続に必要な書類等
の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別指定に
よる期限延長が認められます。

国税局猶予相談センター
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な方からの、
猶予制度に関する一般的なご相談をお受けしております。
熊本国税局 ０１２０－９４８－５４０ 【受付時間 8：30～17：00（土日祝日除く）】
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15 県税の徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、県税を一時に納付することができない場合、
県税事務所（納税事務所を含む）に申請することにより、要件のすべてに該当するときは、
原則として１年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所管の県税事務所又
は納税事務所にご相談ください（申請による換価の猶予：地方税法第15 条の6）。
県税事務所
電話番号

別府県税事務所
0977－67－8211

管轄地域
別府市、杵築市、国東市、
姫島村、日出町

大分県税事務所

佐伯納税事務所

大分県税事務所
097－506－5771

管轄地域
大分市、佐伯市、臼杵市、
津久見市、竹田市、
豊後大野市、由布市

大分県税事務所
佐伯市

0972－22－3021
日田県税事務所

県税事務所
電話番号

豊後大野納税事務所

竹田市、豊後大野市

0974－22－7501
日田市、九重町、玖珠町

0973－22－4175

中津県税事務所

中津市、豊後高田市、宇佐市

0979－22－2920

16 市町村税の徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者（ご家族を含む。）がり患された場合のほか、新
型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶

予制度がありますので、各市町村の納税係にご相談ください。（徴収の猶予：地方税法
第15条）
【ケース１】災害等により財産に相当な損失が生じた場合
（新型コロナウイルス感染症が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産
を廃棄した場合）
【ケース２】ご本人又は家族が病気にかかった場合
（納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合）
【ケース３】事業を廃止し、又は休止した場合
（納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合）
【ケース４】事業に著しい損失を受けた場合
（ 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合）
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17 年金保険料の納付の猶予等
【国民年金保険料免除の特例】
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得
が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きが、令
和3年度に引き続き令和4年度についても延長されます。
令和4年度免除・納付猶予申請の受付開始日は、令和4年7月1日（金曜）となります。
なお、納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額免除した場合と比べて年金額が低額
になります。免除等の承認から10年以内であれば、後から追納することも可能です。

【令和4年学生納付特例】 申請の受付開始日は、令和4年4月1日（金曜）
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得
が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料学生納付特例の申請手続きが、令和
3年度に引き続き令和4年度についても延長されます。

【事業主の皆様へ】
今般の新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料
等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原
則として1年以内の期間に限り「換価の猶予（国税徴収法第151条の2）」が認められます。
また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予（国税通
則法第46条）」が認められる場合もあります。

【厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定】
令和４年１月から令和４年６月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、
休業により報酬が著しく下がった方について、一定の要件を満たした場合に、健康保険・厚生年金保険
料の標準報酬月額を、通常の随時改定（４か月目に改定）によらず、特例により急減となった月の翌月
から改定が可能となります。

詳しくはお近くの年金事務所に！
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大分年金事務所

097－552－1211

別府年金事務所

0977－22－5111

佐伯年金事務所

0972－22－1970

日田年金事務所

0973－22－6174
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18

電気料金・ガス料金・NTT電話料金、NHK受信料等の支払についての相談

経済産業省は、「生活不安に対応するための緊急措置」（令和2年3月18日 新型コロナウイルス感染症
対策本部）を踏まえ、電気事業者及びガス事業者に対し、支払いの猶予等、迅速かつ柔軟な対応を要請
しました。新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方は、
電気・ガスの契約をされている小売電気事業者・ガス小売事業者を御確認の上、当該事業者にお問合せ
をお願いします。

電気料金等

連絡先

電気料金（九州電力）

九州電力大分営業所
0120-761-379

ガス料金

大分ガス
大分市、由布市の方 097－538－2626
別府市の方 0977－25－2348
エコア 0979－23－5000
江藤産業 097－558－2502
豊後プロパン 097－521－3210

NTT西日本の電話料金

NTTファイナンス料金センター
０８００－３３３－５５５０

ＮＨＫ受信料

大分放送局（営業）
０９７－５３３－２８３０

携帯料金等
期限までの支払いが難しい個人や法人は各通信会社に相談

各通信会社に相談
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その他情報
19 新型コロナウイルス感染拡大で不安を感じている
相談窓口

連絡先

大分県こころとからだの相談支援センター

０９７－５４１－６２９０
（平日8:30～12:00、13:00～17:00）

大分いのちの電話

０９７－５３６－４３４３（24時間対応）

いのちの電話

０５７０－７８３－５５６ （24時間対応）

＃いのちSOS

０１２０－０６１－３３８
（正午～午後10時）

よりそいホットライン

０１２０－２７９－３３８ （24時間対応）

20 不当な差別やいじめ等についての相談
新型コロナウイルスに対応する改正特別措置法で
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました。

相談窓口

連絡先

みんなの人権１１０番

０５７０－００３－１１０（平日8:30～17:15）

24時間子どもSOSダイヤル

０１２０－０－７８３１０

こどもの人権１１０番

０１２０－００７－１１０（平日8:30～17:15）

18歳までの子どもの相談窓口

チャイルドライン
ネットいじめ相談

０１２０－９９－７７７７（午後4時～午後9時）
Email: no-ijime@pref.oita.lg.jp

外国語人権相談ダイヤル
TEL ０５７０－０９０－９１１
（ナビダイヤル、9：00～17：00、土曜日・日曜日・祝日を除く。）
※不当な差別やいじめ等についての相談。お近くの法務局・地方法務局につながります。
対応言語：英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、
ネパール語、スペイン語，インドネシア語、タイ語
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21 配偶者等からの暴力（DV）についての相談
新型コロナウイルス問題による外出自粛や休業が行われるなか、生活不安・ストレスから配偶者等
からの暴力（DV）被害の深刻化が懸念されています。
配偶者等からの暴力（DV）で不安を感じたら、ひとりで悩まず、下記相談窓口に相談してください。
男性も相談できます。

DV相談窓口
DV相談ナビ

＃8008

発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓
口に電話が自動転送
各機関の相談受付時間内に限ります。

DV相談＋（プラス）

0120-279-889

24時間対応

配偶者等からの暴力（DV）についての相談窓口（大分県）

夫・パートナーからの暴力については
婦人相談所
０９７－５４４－３９００

月～金 9：00～21：00
土日祝 13：00～17：00
18：00～21：00

アイネス
０９７－５３４－８８７４

月～金 9：00～16：30
（祝日、年末年始は除く）

０９７－５３４－９１１０
短縮ダイヤル
「♯９１１０」

月～金 9：00～17：45
※最寄りの各警察署でも相談でき
ます。

配偶者暴力相談支援センター

警察安全相談
ストーカー相談

性暴力被害については
おおいた性暴力救援センター・
すみれ

０９７－５３２－０３３０

月～金 9：00～20：00
（祝日、年末年始は除く）

ホームページ：https://oita-sumire.jp/ からメール相談が可能です。

22 児童虐待についての相談
児童相談所（24時間365日電話相談を受け付けています。）
大分県中央児童相談所

０９７－５４４－２０１６

別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹
田市、杵築市、豊後大野市、由布市、国
東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町

大分県中央児童相談所 城崎分室

０９７－５７９－６６５０

大分市

大分県中津児童相談所

０９７９－２２－２０２５

中津市、日田市、豊後高田市、宇佐市
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23 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！！
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

０９７－５３４－０９９９
（平日

大分県消費生活センター

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！
絶対に渡さない！

○暗証番号 ○口座番号
○通帳 ○キャッシュカード

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？

○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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24 Go To

キャンペーン

新型コロナウイルスの影響を受けた地域における需要喚起と地域の再活性化を目指す
○Go Toトラベル ○Go Toイート ○Go Toイベント ○Go To商店街
等のキャンペーンを展開
概要

Go To トラベル
新たな観光需要喚起策を
実施
※一時利用停止中

Go To イート
飲食店の第三者認証制度等
の活用による安全・安心の
確保を前提とした仕組みと
ともに、飲食事業の需要喚
起策を実施
※感染状況を踏まえ、一部
地域で一時利用停止中

問合せ先

ワクチン３回接種又は陰性の検査結果を
利用条件として、旅行･宿泊商品の割引
等を実施予定。
＜施策概要：再開時～＞
旅行商品割引率：30％
割引上限額：10,000円
クーポン券：3,000円

Go To トラベル事務局コールセン
ター
＜一般利用者の方＞
TEL[1]：0570-002442
TEL[2]：03-6636-9457

◆ 地域で登録されている飲食店で使えるプ
レミアム付食事券を、都道府県単位の事
業者が域内で販売
◆ 事業は、感染状況を踏まえて各都道府県
毎に実施。事業実施期間は３ヶ月間
※12月15日までとしていた事業期限は､
令和３年度補正予算により延長
◆ プレミアム率は25%又は20%(都道府県
により異なる)

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0570-029-200
（050-3734-1523）

（受付時間：10:00～19:00 ※年中無休）

(受付時間：年末年始（12月29日から1月3
日）を除く10:00～17:00

コロナ禍のスポーツイ 試合開催時の感染症対策･広報､コロナ スポーツ庁参事官（民間スポーツ
ベント等の開催を支援 禍における観戦機会の提供拡大等に必 担当）
TEL：03-6734-4988
要な費用の一部を補助
(受付時間：土日祝日を除く9:30~18:15）

イベント割
新型コロナウイルス感染
症により特に影響を受け
たイベント業界について
感染拡大防止対策を徹底
しつつ、需要喚起を実施
がんばろう！商店街事業
※応募受付終了

30

➢ 感染症の感染状況を踏まえつつ、一定期間に
イベント主催者・参加者専用窓口
限定して、官民一体型の需要喚起策を実施
0570-005-272
➢ キャンペーン期間中のイベント・エンターテ
イメントのチケットを購入した消費者に対し、 03-6704-4105(IP電話)
（受付時間：平日8:30～17:30､
割引等を行う(２割相当分・上限2,000円)
土日祝日10:00～19:00）
➢ 消費者が安心してイベントに参加できる環境
を醸成するため、３回目のワクチン接種者又
は検査陰性者（オンライン参加を除く）を支
援対象とする

イベント実施やWebサイト制作､商品開発
等に係る費用について､支援

がんばろう！商店街事務局
0120 -33 9-510
受付時間：土日祝日を除く10:00～18:00
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大分県内の取組み（全国旅行支援）

新しいおおいた旅割第２弾
対象

国内居住者による大分県を目的とする旅行

割引率※

40％ 【上限額】交通付き商品：８，０００円

地域
クーポン

平日：最大３，０００円
休日：最大１，０００円

利用期間
対象の旅行
購入方法

その他商品（日帰り旅行含む）：５，０００円

令和4年10月11日～令和４年12月27日
＊予算に限りがあることから、実施期間中でも割引適用ができない場合が
ありますので、ご了承ください
宿泊旅行、交通付き宿泊旅行、交通付き日帰り旅行
宿泊施設に直接申し込む、旅行代理店、オンラインの旅行会社

※ 旅行代理店・ＯＴＡ経由の予約については、平日５，０００円以上、休日２，０００円以上の旅行商
品が割引の対象となります。
※ 宿泊施設への直接予約においては、平日５，０００円以下、休日２，０００円以下の宿泊商品も対象
となります。

割引利用のためのワクチン・検査パッケージ
→ワクチン３回接種済み（4回目の接種券提示も可）又は陰性の検査結果通知書が必要
◆ 「ＰＣＲ検査は旅行開始前の３日前まで」、「抗原検査は旅行開始前の１日前まで」の陰性の検査結
果通知書が必要です
◆ 抗原検査は無料検査場以外でも実施できますが、その際は抗原キットを販売している事業者等で検査
を実施し、以下を記載していください
検査結果通知書は、①受検者氏名、②検査結果、③検査方法*、④検査所名*、⑤検体採取日、⑥検査管
理者氏名、⑦有効期限が明記されていること。
*抗原定性検査は、○使用したキット名、○事業所名が記載されたものが対象です。

問合せ先：新しいおおいた旅割第2弾」事務局コールセンター
0570-008-870
（月曜日から金曜日 9:30～17:30）
＊詳細については、「新しいおおいた旅割第2弾」ホームページをご確認ください。
（https://newoita-tabiwari.visit-oita.jp/）
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25 新型コロナウイルスのワクチン接種事業
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

接種が受けられる時期

接種対象等

令和3年2月17日
～令和5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

3回目

令和3年12月1日
～令和5年3月31日

▷12歳以上の方
▷日本国内での初回接種（１回目・２回目接種）又は初回接種に相
当する接種が完了している方
▷初回接種を完了した日から、一定期間が経過した方

小児接種

令和4年3月1日
～令和5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）

令和4年5月25日
～令和5年3月31日

３回目接種又はそれに相当する接種から３か月以上が経過
▷60歳以上の方
▷18～59歳の方で基礎疾患と有する方、医師が認める方、医療従者
等及び高齢者施設等の従事者

1回目/2回目

4回目

令和４年秋開
令和4年9月20日
始接種
～令和5年3月31日

▷12歳以上の方
▷追加接種（３回目又は４回目）の実施の有無にかかわらず、日本
国内で少なくとも初回接種（１回目・２回目）が完了している方又
はそれに相当する接種が完了している方
▷前回の接種から、一定期間が経過した方

令和4年10月24日
～令和5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）

オミクロン株対応2価ワクチン

乳幼児接種

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。（なお、3回目接種用又は4回目接種用の接種券を使ってオミクロン対応２価ワ
クチンの接種を受けることができます。）
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。
※分らないことがあれば、自治体のコールセンター等に電話
※持病があるなど不安を感じたら、あらかじめ「かかりつけ医」に相談
※接種当日は、接種券、本人確認ができる身分証等を持参
※接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、
予約した市町村の窓口や医療機関にご連絡ください。
※肩を出しやすい服装でお越しください。
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「大分県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口」
電話： ０９７－５０６－２８５０
内 容： 医学的見地が必要となる専門的な相談など、市町村では対応が困難な問い合わせ対応
（相談例）接種後３日経っても腫れているが、医療機関を受診した方が良いか 等
※接種時期や場所などは、各市町村に相談

健康被害救済制度（予防接種法）
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。） ～

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。しかし、
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。
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新型コロナワクチンの県営接種センター
大分県ＨＰ参照（7月14日更新）
3～5回目接種
接種会場
県庁舎新館１４階展望ホール
（大分市大手町３丁目１番１号）
接種対象者
✓ 県内在住で３回目接種券を有する１８歳以上の方
※追加接種の接種間隔は、前回接種日から3か月以上経過してること
※12月から、モデルナBA.1→モデルナBA.4/5に切り替えて接種を実施します。
現時点では、初回接種（１・２回目接種）完了者は、３回目接種以降はオミクロン株対応ワクチンを１回接
種することとされています。また、オミクロン株対応ワクチン接種後に従来型ワクチンを接種することは法令
上できません。

接種日時
12月：毎週木・金・土曜日（12/29～31を除く）
※木・金曜日は18：30～20：30、土曜日は9：00～12：00
※予約状況によって変動する場合があります。詳しくは予約時にご確認ください。
予約方法
対象

予約方法
コールセンター受付

ＷＥＢ受付

大分市以外に
住民票がある方

大分県ワクチンコールセンター
０１２０－１１８－７２１
（受付時間：平日９時～１８時、
土日祝日９時～１７時）

無し
（全てコールセンター受付）

大分市に
住民票がある方

大分市ワクチンコールセンター
０１２０－０９７－３２１
（受付時間：平日９時～１８時、
土日祝日９時～１７時）

大分市ワクチン予約サイト

当日予約枠について
○県営ワクチン接種センターでは、当日の接種予約も可能です。
予約定員：１０人／日
接種日時 木・金曜日：予約当日の１８：３０
土曜日：予約当日の１０：３０
予約方法 大分県ワクチンコールセンター ０１２０－１１８－７２１
（当日予約の受付時間：木・金９時～１5時、土９時～１０時）

妊婦の方の予約枠について
○県営ワクチン接種センターでは、妊婦の方の予約専用枠を設け受付を行っています。
予約対象者：県内在住または県内で里帰り出産予定の妊婦の方のうち２回目または３回
目接種日から５ヶ月以上経過している方
接種日時 木・金曜日 １８：３０～２０：３０
土曜日
９：００～１２：００
予約方法 大分県ワクチンコールセンター ０１２０－１１８－７２１
（受付時間：平日９時～１８時、土日祝日９時～１７時）
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1回目・2日目接種

接種会場
県庁舎新館１４階展望ホール

接種対象者
県内在住で接種券を有する１２歳以上の方
接種日時
令和4年12月22日（木）18:30～19:00（50人）
令和5年1月19日（木） 18:30～19:00 （50人）←最終受付（モデルナ社ワクチン供給終了）
予約方法
■大分県ワクチンコールセンター
電話番号：０１２０－１１８－７２１ （受付時間：平日９時～１８時、土日祝日９時～１７時）
※予約時には、市町村が発行している接種券をご準備ください。
※12歳から15歳の方は、予診票に保護者の署名が必要になります。
また、小学生の場合は、保護者の方の同伴が必要です。
武田社ワクチン（ノババックス）
接種対象者
【1･2回目接種】
県内在住で接種券を有する12歳以上の方
＜接種間隔の注意事項＞
２回目接種の接種間隔は、１回目接種から原則20日以上です（３週間後の同じ曜日から接種可能）。
※ただし、１回目にノババックス以外のワクチンを接種した方は、１回目接種から27日以上となります
（4週間後の同じ曜日から接種可能）。

【3～5回目接種】
県内在住で接種券を有する１８歳以上の方
＜接種間隔の注意事項＞
３～5回目接種の接種間隔は、前回接種から6ヶ月以上です（前回接種した日から６か月後の同日から
接種可能）。

＜追加接種の注意事項＞
現時点では、オミクロン株対応ワクチンを既に１回接種した方は接種できません。
また、令和4年11月8日以降にノババックスワクチンの追加接種（３～５回目接種のいずれ
か）を受けた方は、それ以降の追加接種（オミクロン株ワクチンやノババックスの追加接種）
は法令上できません。
オミクロン株対応ワクチンの接種を検討している方は特にご注意のうえご判断ください。
接種日時

令和4年12月10日（土）9:00～9:30（50人）
令和5年 1月 7日（土） 9:00～9:30（50人）
令和5年 1月28日（土） 9:00～9:30（50人）
予約方法

35

■大分県ワクチンコールセンター
電話番号：０１２０－１１８－７２１ （受付時間：平日９時～１８時、土日祝日９時～１７時）
※予約時には、市町村が発行している接種券をご準備ください。
※12歳から15歳の方は、予診票に保護者の署名が必要になります。
また、小学生の場合は、保護者の方の同伴が必要です。
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小児接種

使用するワクチン

回数

間隔

対象者

1・2回目接種

コミナティ筋注５～１１歳用
（ファイザー社製）

2回

通常3週間

1回目の接種日に5～11歳の方

3回目接種

コミナティ筋注５～１１歳用
（ファイザー社製）

1回

2回目接種後
から5か月

3回目の接種日に5～11歳の方

※接種する日の年齢が５歳以上１１歳以下の方が対象です。
１回目の接種時に１１歳だった方が、2回目の接種時までに１２歳の誕生日を迎えた場合、２回目接種にも
小児用ワクチンを使用します。
ただし、３回目は一般用（１２歳以上）ファイザー社製ワクチンの接種になります。

乳幼児接種

使用するワクチン
コミナティ筋注６ヵ月～４歳用
（ファイザー社製）

回数

間隔

対象者

3回

通常、３週間の間隔をおい
１回目の接種日に生後６か月
て２回、その後８週間の間
～４歳の方
隔をおいて１回

※接種する日の年齢が生後６か月以上４歳以下の方が対象です。
３回の接種の途中で５歳になった場合も、３回目まで同じ乳幼児用ワクチンを接種することになります。

接種会場/予約
◼ 各市町村が実施主体となり、接種は原則住民票のある市町村（居住地）の医療機関や、市町村
が設けるワクチン接種会場において行います。
◼ 各市町村の接種場所、予約受付先は、各市町村HP等によりご確認ください。
＜他のワクチンとの接種間隔＞
インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同じ日に接種を受けることができます。
前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日
以上の間隔を空けてください。
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大分県内市町村の新型コロナワクチンの接種について
市町村

新型コロナウイルスワクチン予約窓口等
予約：0120-097-321（平日9:00～18:00

土日祝日9:00～17:00）

WEB予約あり

大分市

医療機関に直接予約（医療機関名や電話番号等は、接種券に同封のお知らせに掲載）
多言語専用電話092-687-5121（日本語での対応はできません）

別府市

予約：0120-797-567（9:00～17:00

中津市

予約：097-533-5670 （9:00～18:00 毎日）
WEB予約あり
※接種券発送等に係る問合せ：0979-22-5111 9:00～17:00（平日）

日田市

集団接種：050-5526-2469（9:00-18:00 毎日）
個別接種：接種券に同封の医療機関に直接予約

佐伯市

予約：0120-441-884 0120-578-573 0120-748-488 （9:00～17:00 平日）
医療機関に直接電話予約も可 （詳細は接種券に同封のお知らせを確認）
※新型コロナワクチン予防接種相談窓口 0972-23-3935（9:00～17:00 平日）

臼杵市

毎日）

WEB予約あり

WEB予約あり

予約：0972-62-2700 （9:00～17:00 平日）
WEB予約
臼杵市新型コロナワクチン接種対策室0972-86-2259 8:30～17:15（平日）
※臼杵市の窓口または郵送での申請も可能です

接種対策チーム：0972-82-9523
津久見市

8:30～17:00（平日）

予約方法 ※郵送予約の申請書は、接種券と同封しています。
高齢者（65歳以上） 郵送予約 ＋ 医療機関窓口・電話
（65歳未満） 郵送予約 ＋ WEB予約

竹田市

予約：0120-979-235 （9:00～18:00 毎日） WEB予約あり
ワクチン相談窓口0974-63-4840 （9:00～17:00 平日）

豊後高田市

予約：0120-059-728 （9:00～18:00 平日） WEB予約あり
※接種対策室：0978-25-4410 8:30～17:00（平日）

杵築市

予約：0120-695-704 （9:00～18:00
※接種対策室：0978-68-8220

平日） WEB予約あり

宇佐市

0978-25-9111 9:00～17:30（平日） WEB予約あり LINE予約あり
※市コロナワクチン相談センター：0978-32-1133 8:30～17:00（平日）

豊後大野市

050-5445-5061 9:00～17:00（毎日） WEB予約あり
※接種対策室：0974-22-1001（内2109,2110,2906）9:00～17:00（平日）

由布市

097-582-1116 8:30～17:00（平日）
※接種に関する相談：097-582-1116

国東市

ワクチン接種コールセンター：0978-73-0567

姫島村

新型コロナワクチン予約・相談専用電話 080-8597-7618（平日 9:00~12:00; 13:00~17:00）

日出町

0120-695-710

9:00～18:00（平日）

九重町

0973-76-3870

9:00～16:00（平日） WEB予約あり

玖珠町

0973-77-2001

9:00～17:00（平日）
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WEB予約あり
9:00～17:00（平日）FAX 0978-73-2453

WEB予約あり

WEB予約あり
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26 新型コロナワクチン接種証明書について
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。
【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。

主な必要書類

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）

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。

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)

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

《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。
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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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