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（注） このガイドブックは、令和5年3⽉30⽇時点における各機関のＨＰ等の情報を基に、
当センターが作成したものです。 

 

 

 
 

総務省岡⼭⾏政監視⾏政相談センター 
岡⼭市北区桑⽥町 1－36 

岡⼭地⽅合同庁舎 3 階 

電話︓086-224-1100 

FAX︓086-221-5661 

新型コロナウイルス感染症関連 

支援窓口案内（ガイドブック） 

＜岡山県版＞ 

総務省岡⼭⾏政監視⾏政相談センターでは、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ご相談を受け付けております。  

この度、皆様への⽣活⽀援に関する窓⼝等の情報を提供しますので、
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。 

 

● 電話による相談受付︓平⽇８︓３０〜１７︓１５ 
     ＴＥＬ：０８６－２２４－１１００（要通話料） 

● 来所による相談受付︓平⽇８︓３０〜１７︓１５ 
住所︓岡⼭市北区桑⽥町 1－36 岡⼭地⽅合同庁舎 3 階 

きくみみ岡⼭（岡⼭⾏政監視⾏政相談センター） 
● インターネット（メール、オンライン）による相談受付 

   ＵＲＬ：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html 

● ＦＡＸによる相談受付 
ＦＡＸ：０８６－２２１－５６６１ 

 
※ 新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策として、来所（対⾯）

でのご相談の際は、⼿指の消毒等について、ご理解・ご協⼒をお願いい
たします（せき、発熱等の症状のある⽅は来所をお控えください。）。 
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【新型コロナウイルス受診相談センター】 
◆ 新型コロナウイルスに感染した疑いがある場合の相談窓⼝として、岡⼭県

内には新型コロナウイルス受診相談センターが設置されています。
＜相談の⽬安＞ 

少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに相談してください
（これらに該当しない場合の相談も可能です）。 

・ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、⾼熱等の強い症状のいず
れかがある場合

・ 重症化しやすい⽅（⾼齢者、糖尿病、⼼不全、呼吸器疾患（COPD等）等
の基礎疾患がある⽅や透析を受けている⽅、免疫抑制剤や抗がん剤等を⽤い
ている⽅）で、発熱や咳などの⽐較的軽い⾵邪の症状がある場合

・ 上記以外の⽅で発熱や咳など⽐較的軽い⾵邪症状が続く場合
※ 4⽇以上続く場合は必ず相談してください。症状には個⼈差があります

ので、強い症状と思う場合や解熱剤を飲み続けなければならない⽅は、す
ぐに相談してください。

＜問合せ先＞最寄りの相談窓⼝（別紙１（Ｐ24）参照） 

【⾃宅療養サポートセンター】 
◆ 新型コロナウイルスに感染し、⾃宅療養中の⽅が、体調が悪化した場合や

不明な点、⼼配のある時の相談窓⼝として、岡⼭県内には⾃宅療養サポート
センターが設置されています。
＜問合せ先＞最寄りの相談窓⼝（別紙１（Ｐ24）参照）

1 感染の疑いがある場合について 

2 感染と診断された場合（⾃宅療養中）について 
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◆ 新型コロナウイルス感染症の後遺症が疑われる場合には、まずは、かかり
つけ医や最寄りの医療機関にご相談ください。

かかりつけ医等が慎重な経過観察と対症療法を⾏ない、必要に応じて専⾨医
療機関を紹介する等の対応を⾏ないます。 

岡⼭県内では、岡⼭⼤学病院が専⾨外来を設けており、発症後１か⽉経過後
から、かかりつけ医等の紹介による受診が可能です。 
○ 新型コロナウイルス感染症罹患後も続く症状（後遺症）にお悩みの⽅へ

https://www.pref.okayama.jp/page/767801.html

【厚⽣労働省新型コロナワクチンコールセンター】 
◆ 厚⽣労働省は、新型コロナワクチンに関する相談窓⼝を設置しています。

＜問合せ先＞厚⽣労働省新型コロナワクチンコールセンター
TEL︓0120-761770（9:00〜21:00※休⽇も実施） 

(注) 聴覚に障害のある⽅など、電話でのご相談が難しい⽅は、FAX及びメールをご利⽤ください。 
FAX︓03-3581-6251 
メール︓corona-2020@mhlw.go.jp

【岡⼭県新型コロナワクチン専⾨相談センター】 
◆ 岡⼭県は、新型コロナワクチン接種後の副反応等について、医学的知⾒が

必要となる専⾨的な相談等市町村で対応が困難な県⺠からの問い合せに対応
するため専⽤電話相談窓⼝を設置しています。
＜問合せ先＞岡⼭県新型コロナワクチン専⾨相談センター

TEL︓0120-701-327（9:00〜21:00※休⽇も実施） 岡⼭県
新型コロナワクチン「⼩児」専⾨相談センター 

（「⼩児」のワクチン接種に関して医学的知⾒が必要となる専
⾨的な相談はこちら） 

TEL︓0120-245-061（24時間※休⽇も実施） 

３ 後遺症の疑いがある場合について 

4 ワクチン接種について 
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◆ また、各市町村においても専⽤電話相談窓⼝を設置していますので、ワクチ

ンの接種場所、予約⽅法等については、お住まいの市町村にお問い合わせく
ださい。 
＜問合せ先＞最寄りの相談窓⼝（別紙２（Ｐ25）参照） 

 
◆ ⾸相官邸ホームページでは、新型コロナウイルス感染症ワクチンに関する

正確な情報を分かりやすくお伝えするための特設サイトを開設し、ワクチン
に関する情報を提供しています。 
○ ⾸相官邸（新型コロナワクチンについて） 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html 
 

【新型コロナワクチン詐欺のご相談先】 
◆ 国⺠⽣活センターでは、新型コロナワクチンの接種に便乗したトラブルや

悪質商法に関する相談を受け付ける「新型コロナワクチン詐欺消費者ホット
ライン」を設置しています。 
＜問合せ先＞新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン 

         TEL︓0120-797-188（10:00〜16:00） 
       ※ 050 から始まるＩＰ電話からはつながりません。 
 
◆ 岡⼭県警察本部では、犯罪等による被害の未然防⽌に関する相談、国⺠の

安全と平穏についての相談等を受け付ける総合相談電話（さわやかコール）
を設置しています。 
＜問合せ先＞岡⼭県警察本部県⺠広報課 

TEL︓086－233－0110 ⼜は #9110 
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【厚⽣労働省の相談窓⼝】 
◆ 厚⽣労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓⼝を設置してい

ます。 
＜問合せ先＞厚⽣労働省の電話相談窓⼝ 

       TEL︓0120－565653（9:00〜21:00※休⽇も実施） 
（注）聴覚に障害のある⽅など、電話でのご相談が難しい⽅は、FAX及びメー

ルをご利⽤ください。 
FAX︓03-3595-2756 
メール︓corona-2020@mhlw.go.jp 

 
 
【岡⼭県の新型コロナウイルス感染症電話相談窓⼝】 
◆ 岡⼭県は、新型コロナウイルスに関する⼀般的な相談について、専⽤電話

相談窓⼝を設置しています。 
また、FAXでの相談も受け付けています（この場合、岡⼭県のホームページ

に掲載の「聴覚障害者⽤相談票」をご利⽤ください）。 
＜問合せ先＞岡⼭県の電話相談窓⼝（24時間受付） 

       TEL︓086-226-7877 
FAX︓086-226-7817 

 
 
【妊婦の⽅々への新型コロナウイルスに関する相談窓⼝】 
◆ 厚⽣労働省は、妊産婦の⽅が新型コロナウイルス流⾏下において安⼼して

産前産後を過ごすことができるよう、オンラインによる保健指導、⾥帰り出
産が困難な妊産婦への育児等⽀援サービスの提供等、妊産婦に対する総合的
な⽀援体制の整備を⾏っています。 
＜問合せ先＞最寄りの相談窓⼝（別紙３（P26）参照） 

 

  

 5 ⼀般的な相談について 
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       FAX︓086-225-7283 

 

【岡⼭労働局等の特別労働相談窓⼝】 
◆ 岡⼭労働局、並びに同局管内の労働基準監督署及びハローワークでは、

「特別労働相談窓⼝」を開設し、新型コロナウイルス感染症の影響による解
雇・休業等の労働に関する相談を受け付けています。 
＜問合せ先＞岡⼭労働局、最寄りの労働基準監督署及びハローワークの特別労

働相談窓⼝（別紙４（Ｐ27）参照） 
 
 
【新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付⾦】 
◆ 厚⽣労働省は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防⽌の措置によ

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て、当該労働者の申請により、⽀援⾦・給付⾦を⽀給
します。詳細は、以下のＵＲＬをご確認ください。 

本⽀援⾦・給付⾦は、令和4年度末をもって終了する予定です。申請期限を
過ぎると受付できないため、ご注意ください。 
〇 新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付⾦（厚⽣労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 
＜問合せ先＞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 

TEL︓0120－221－276（平⽇8:30〜20:00、休⽇8:30〜17:15） 
 
 
【新型コロナウイルス感染症に係る傷病⼿当⾦】 
◆ 協会けんぽは、被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のため

に会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病⼿当⾦を⽀給しま
す。 
＜問合せ先＞協会けんぽ岡⼭⽀部 

TEL︓086-803-5780（平⽇8:30〜17:15） 
 

 

 

 

 6 解雇・休業・内定取消について（労働者向け） 
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【令和4年度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】 
◆ 厚⽣労働省は、新型コロナウイルス感染症による影響が⻑期化する中で、

⾷費等の物価⾼騰等に直⾯する低所得の⼦育て世帯に対し、特別給付⾦を⽀
給（児童１⼈当たり⼀律５万円）することにより、その実情を踏まえた⽣活
の⽀援を⾏っています。 

◆ ⽀給対象者は以下のとおりですが、詳細は以下のＵＲＬ⼜はお住まいの⾃
治体のホームページをご確認ください。 
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【申請不要】 

※直近で収⼊が減少した世帯等についても速やかに⽀給【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 年度分の住⺠税均等割が⾮課税である者【申請不要】 
※上記以外の者のうち対象児童を養育する者で、令和 4 年度分の住⺠税均等

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
世帯等についても速やかに⽀給【要申請】 

○令和４年度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につ
いて https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html 

 ＜問合せ先＞ 
①制度の仕組みについて 

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

②振込⽇や具体的な⼿続きについて 
お住まいの市町村の「⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦（ひとり親世帯
分）」担当窓⼝ 

 
【市町村独⾃の⽣活資⾦⽀援】 
◆ 県内には、住⺠の⽣活資⾦への⽀援を独⾃に実施している市町村がありま

す。詳しくはお住まいの市町村が発信している情報をご確認下さい。 
＜問合せ先＞お住まいの市町村（別紙９（Ｐ32））  

 7 ⽣活資⾦について 
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【住居確保給付⾦】 
◆ 厚⽣労働省は、⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく住居確保給付⾦について、

その要件を緩和しました。これにより、新型コロナウイルス感染症の影響等
による休業等に伴う収⼊減少により、離職や廃業には⾄っていないが、同程
度の状況に⾄り、住居を失うおそれが⽣じている⽅も⽀給の対象となりまし
た。 

※３か⽉間の再⽀給の申請期間が令和5年3⽉末⽇まで延⻑となりました。 
＜問合せ先＞ 

お近くの⽣活困窮者⾃⽴相談⽀援機関（別紙５（Ｐ28）参照） 
⼜は厚⽣労働省住居確保給付⾦相談コールセンター 

 TEL︓0120-23-5572（平⽇9:00〜17:00） 
 
 
【住宅ローン返済に係る特例措置等】 
◆ 住宅⾦融⽀援機構では、これまでどおりの住宅ローン返済が困難となった

⽅に対し、返済⽅法の変更メニューを⽤意しています。また、返済期間の延
⻑等の特例措置を講じています。 
＜問合せ先＞返済中の⾦融機関、または住宅⾦融⽀援機構各⽀店 

住宅⾦融⽀援機構中国⽀店 
TEL︓082－221－8694（平⽇9:00〜17:00） 

  

 8 住まいについて 
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【電気料⾦】 
◆ 中国電⼒は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業及び失業等で、

都道府県社会福祉協議会より⼀次的な資⾦の緊急貸付を受けており、⼀時的
に電気料⾦の⽀払いが困難であると申し出た⽅等を対象に、令和2年3⽉分
（⽀払義務発⽣⽇が令和2年3⽉19⽇以降となるもの）〜令和4年12⽉分の電
気料⾦の⽀払期限を原則としてそれぞれ5か⽉間、令和5年1⽉分及び2⽉分を
4か⽉間、令和5年3⽉分及び4⽉分を3か⽉、令和5年5⽉分及び6⽉分を2か⽉間、
7⽉分及び8⽉分を1か⽉間延⻑する措置を講じています。 
＜問合せ先＞中国電⼒受付専⽤フリーダイヤル 

TEL︓0120-715-303（平⽇9:00〜17:00） 
 
【ガス料⾦】 
◆ 岡⼭ガスは、新型コロナウイルス感染症の影響による休業及び失業等で、

都道府県社会福祉協議会より⼀次的な資⾦の緊急貸付を受けており、⼀時的
にガス料⾦の⽀払いが困難であると申し出た⽅等を対象に、令和3年1⽉〜令
和5年2⽉検針分の各ガス料⾦の⽀払期限⽇をそれぞれ2か⽉間延⻑し、令和5
年3⽉検針分のガス料⾦の⽀払期限⽇を1か⽉間延⻑する措置を講じています。 
＜問合せ先＞ 

お住まいの地域 電話番号 

岡⼭・⾚磐・⽟野地区 086-272-3111（料⾦センター） 

倉敷・総社・早島地区 086-422-2750（倉敷営業所業務グループ） 

※ 平⽇︓9:00〜17:00 

 

◆ ⽔島ガスにおいては、岡⼭ガスと同様の⽅を対象に、令和2年2⽉〜令和4年
12⽉検針分のガス料⾦の⽀払期限を5か⽉間、令和5年1⽉検針分及び2⽉検針
分を4か⽉間、3⽉検針分及び4⽉検針分を3か⽉間、5⽉検針分及び6⽉検針分
を2か⽉間、7⽉検針分及び8⽉検針分を1か⽉間延⻑する措置を講じています。 
＜問合せ先＞ 

○ ⽔島ガス （平⽇9:00〜17: 30） 
TEL︓086-444-8141（都市ガスをご利⽤の⽅） 
TEL︓086-455-3836（プロパンガスをご利⽤の⽅） 

 9 公共料⾦について 
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◆ このほかのガスをご利⽤の⽅には、ご契約のガス会社に直接お問い合わせ

ください。 
 

【⽔道料⾦】 
◆ ⽔道料⾦・下⽔道使⽤料の⽀払いが困難な⽅については、お住まいの地域

の⽔道局にお問い合わせください。 
＜問合せ先＞お住まいの地域の⽔道局 

 
【ＮＨＫ受信料】 
◆ ＮＨＫは、新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤の影響を受けた⽅からの

受信料のお⽀払いに関する相談窓⼝を設置しています。 
＜問合せ先＞NHK岡⼭放送局（営業） 

TEL︓086-214-4740（平⽇10:00〜17:00） 
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【運転免許証の学科試験・技能試験の免除等】 
◆ 警察庁は、新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許

証の更新⼿続を受けることができない⼜はできなかった⽅に対し、以下のと
おり対応します。 
・ 有効期間の末⽇までに更新⼿続を⾏うことができず運転免許を失効させた

場合は、運転免許の失効から最⻑3年以内かつ新型コロナウイルス拡⼤の終
息から1か⽉以内であれば、学科試験・技能試験が免除され、運転免許の再
取得が可能です。また、この場合再取得に必要な⼿数料が減額されます。 

＜問合せ先＞岡⼭県運転免許センター専⽤相談電話 
TEL︓086-724-5410（平⽇8︓30〜17︓00） 

 10 運転免許証について 
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【国税】 
◆ ⼀時に納税することにより事業の継続や⽣活が困難となるときや、災害で

財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請すること
で、最⼤1年間、納税が猶予される場合があります。申請⽅法等については、
下記の問合せ先にご相談ください。 
＜問合せ先＞最寄りの税務署（徴収担当）（別紙６（Ｐ29）参照） 

 
◆ 国税庁における新型コロナウイルス感染症に関する対応等の詳細について

は、次の国税庁HPもご確認ください。 
〇 国税庁ＨＰ︓新型コロナウイルス感染症に関する対応等について 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm 
 
【地⽅税】 
◆ 総務省は、地⽅税（⾃動⾞税や個⼈住⺠税等）における申告期限・納付期限

の延⻑について、各都道府県・市区町村に対して適切に運⽤するよう求めて
います。各地⽅公共団体における取扱いについては、県税事務所、お住まい
の市町村にお問い合わせください。 
＜問合せ先＞県税事務所、お住まいの市町村  

 11 税⾦について 
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【届出期間を経過した住⺠票の転出・転⼊届の特例措置】 
◆ 転⼊届は、住⺠基本台帳法により、住み始めてから14⽇以内に届け出る必

要があります。これについて総務省は、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の
ために、役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合、
これを「正当な理由」とみなす通知を各市区町村に対し⾏っています。詳し
くは、お住まいの市町村にお問い合わせください。 

  なお、転出届をせずに他の市区町村に転⼊したときは、転出元の市区町村
に対し、転出証明書を郵便で請求することもできます。 

 ＜問合せ先＞お住まいの（⼜は住んでいた）市町村 
 
 

 

◆ ⽇本年⾦機構は、以下の対応を実施しています。 
 
【国⺠年⾦保険料】 
◆ 新型コロナウイルスの感染症の影響により、国⺠年⾦保険料の納付が困難

となった場合で、次の要件をいずれも満たす⽅は、国⺠年⾦保険料の免除・
猶予及び学⽣納付臨時特例の対象となります。 
（1）令和2年2⽉以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収⼊が減

少したこと 
（2）令和2年2⽉以降の所得等の状況から⾒て、当年中の所得の⾒込みが、現

⾏の国⺠年⾦保険料の免除等に該当する⽔準になることが⾒込まれること 
＜問合せ先＞次の相談窓⼝⼜は管轄の年⾦事務所（別紙７（Ｐ30）参照） 

〇 年⾦相談 ねんきんダイヤル  
0570-05-1165（ナビダイヤル）03-6700-1165（⼀般電話） 
（⽉曜︓8︓30〜19︓00、⽕〜⾦曜︓8︓30〜17︓15、 

第2⼟曜︓9:30〜16︓00） 
〇 ねんきん加⼊者ダイヤル  

0570-003-004（ナビダイヤル）・03-6630-2525（⼀般電話） 
（平⽇8︓30〜19︓00、第2⼟曜9︓30〜16︓00） 

 12 住⺠票の転出・転⼊届について 

 13 年⾦等について 
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【標準報酬⽉額の特例改定】 
◆ 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、⼀定の条件に該当する場合は、事業主からの届
出により、健康保険・厚⽣年⾦保険料の標準報酬⽉額について、通常の随時
改定（4か⽉⽬に改定）によらず、特例により翌⽉から改定することが可能と
なりました。申請には、⽉額変更届（特例改定⽤）に申⽴書を添付し、管轄
の年⾦事務所に郵送⼜は窓⼝に提出してください。 

本特例措置は、令和4年12⽉までを急減⽉とする改定をもって終了となりま
した（届出期限︓令和5年2⽉28⽇）。 
※ ⽉額変更届（特例改定⽤）は次のページからダウンロード出来ます。 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html 

＜問合せ先＞管轄の年⾦事務所（別紙７（Ｐ30）参照） 
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【⽇本学⽣⽀援機構の奨学⾦】 
◆ ⽇本学⽣⽀援機構は、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変

した者に対し、給付奨学⾦・貸与奨学⾦による⽀援を⾏っています（⼤学等
に在学している⼈が対象）。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、勤務先の業績悪化や出勤停
⽌等に伴う減収、失業、内定取消等が⽣じ、奨学⾦の返還が困難となった⽅は、
減額返還・返還期限猶予を願い出ることができます。 
＜問合せ先＞独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦相談センター 

TEL︓0570－666－301（平⽇ 9:00〜20:00） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 奨学⾦等について 
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【岡⼭労働局等の特別労働相談窓⼝】 
◆ 岡⼭労働局は、「特別労働相談窓⼝」を開設し、新型コロナウイルス感染

症の影響による解雇・休業等の労働に関する相談を受け付けています。（再掲） 
＜問合せ先＞岡⼭労働局、最寄りの労働基準監督署及びハローワークの特別労

働相談窓⼝（別紙４（Ｐ27）参照） 
 
【⼩学校休業等対応助成⾦】 
◆ 厚⽣労働省は、⼩学校等が臨時休業した場合等に、その⼩学校等に通う⼦

の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇⽤・
⾮正規雇⽤を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取
得させた企業に対する助成⾦を⽀給します。 

なお、労働者が事業主に本助成⾦の活⽤・有給の付与を働きかけたものの、
事業主がそれに応じない場合には直接申請が可能です。詳細については、以下
の特別相談窓⼝にご連絡ください。 
【対象及び申請期間】 

令和3年8⽉1⽇〜令和4年11⽉30⽇までの休暇︓申請受付終了  
令和4年12⽉1⽇〜令和5年3⽉31⽇までの休暇︓令和5年5⽉31⽇（必着） 

 
【提出先】各都道府県労働局雇⽤環境・均等部（室） 

※提出先の誤りが増えているようですので、ご注意ください。 
 ＜問合せ先＞⼩学校休業等対応助成⾦コールセンター 
       TEL︓0120－876－187（9:00〜21:00※休⽇も実施） 

⼩学校休業等対応助成⾦に関する特別相談窓⼝【岡⼭労働局】（令和5年2⽉28⽇まで）  
TEL︓086-224-7639（8:30〜17:15※平⽇のみ） 

 
【新型コロナウイルス感染症に関する⺟性健康管理措置による休暇制度導⼊助

成⾦・休暇取得⽀援コース（労働者を雇⽤する事業主の⽅向け）】 
◆ 厚⽣労働省は、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、当該⼥性労働者
のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。 
○休暇制度導⼊助成⾦【雇⽤保険被保険者でない⽅も対象】 

令和３年４⽉１⽇から令和５年３⽉31⽇までの間に５⽇以上取得させた事
業主を助成（１事業場につき１回限り15万円）。 

 15 休業等について（事業者向け） 
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○休暇取得⽀援コース【雇⽤保険被保険者のみ対象】 
令和２年５⽉７⽇から令和５年３⽉31⽇までの間に20⽇以上取得させた

事業主を助成（対象労働者１⼈当たり:28.5万円、※１事業所当たり⼈数の
上限︓5⼈まで） 

詳細については、以下の相談窓⼝にご連絡ください。 
◆ 厚⽣労働省HP︓新型コロナウイルス感染症に関する⺟性健康管理措置

に係る助成⾦をご活⽤ください 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html 

 ＜問合せ先＞各都道府県労働局雇⽤環境・均等部（室） 
岡⼭県の場合は、岡⼭労働局雇⽤環境・均等室 

TEL︓086－224－7639 
 
【両⽴⽀援等助成⾦（介護離職防⽌⽀援コース）（新型コロナウイルス感染症

対応特例）】 
◆ 厚⽣労働省は、新型コロナウイルス感染省への対応として、家族の介護を

⾏う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、特別
な有給休暇を付与して、介護を⾏えるような取組を⾏う中⼩企業事業主に助
成を⾏っています（合計５⽇以上10⽇未満︓20万円、合計10⽇以上︓35万円 
※１中⼩事業主あたり5⼈まで申請可能）。 

詳細については、以下の相談窓⼝にご連絡ください。 
◆ 厚⽣労働省HP︓事業主の⽅への給付⾦のご案内 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html  
 ＜問合せ先＞各都道府県労働局雇⽤環境・均等部（室） 

岡⼭県の場合は、岡⼭労働局雇⽤環境・均等室 
TEL︓086－224－7639 

 
【雇⽤調整助成⾦の特例措置】 
◆ 厚⽣労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が、労働

者に対して⼀時的に休業、教育訓練⼜は出向を⾏い、労働者の雇⽤の維持を
図った場合に、休業⼿当、賃⾦等の⼀部を助成する雇⽤調整助成⾦の特例措
置（助成率及び上限額の引き上げ）を講じています。 

本特例措置は、令和4年11⽉30⽇までの期間が対象ですが、この期間に特
例を利⽤した事業主については、令和4年12⽉1⽇から5年3⽉31⽇までの期
間において、⼀定の経過措置があります。 
※ 「新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付⾦」（P4参照）の⽀払に

よって、事業主の休業⼿当の⽀払義務が免除されるものではありません。まず
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は「雇⽤調整助成⾦」の活⽤をご検討ください 
〇 厚⽣労働省HP︓雇⽤調整助成⾦ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html  
＜問合せ先＞○ 岡⼭労働局職業安定部職業対策課 助成⾦事務室 

TEL︓086-801-5118（平⽇9:00〜17:00） 
○ 新型コロナウイルス感染症に係る雇⽤調整助成⾦相談窓⼝ 

（最寄りのハローワークに設置。別紙４（Ｐ27）参照） 
○ 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 
TEL︓0120－60－3999（9:00〜21:00※休⽇も実施） 

 
【働き⽅・休み⽅改善コンサルタント】 
◆ 新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌のため、病気休暇等の特別休暇制度

を新たに導⼊することを検討している場合は、「働き⽅・休み⽅改善コンサ
ルタント」による⽀援等が無料で利⽤できます。 

＜問合せ先＞ 
岡⼭労働局雇⽤環境・均等室 
TEL︓086－225－2017（平⽇8:30〜17:15） 

 
【テレワークに関する相談窓⼝】 
◆ ⽇本テレワーク協会では、厚⽣労働省の受託事業として、テレワークに関

する各種ご相談をお受けするテレワーク相談センターを開設し、企業を対象
にテレワーク導⼊・実施時の労務管理上の課題等についての質問に応じてい
ます。 
＜問合せ先＞ 

○ テレワーク相談センター（東京都以外所在企業等向け） 
TEL︓0120-861009（平⽇9:00〜17:00） 
専⽤メールアドレス︓sodan@japan-telework.or.jp 

 
【国の⾏政機関による事業者向け相談窓⼝】 
◆ 国の⾏政機関は、各業種の事業者向け相談窓⼝を設置しています。 

＜問合せ先＞各業種の事業者向け相談窓⼝（別紙８（Ｐ31）参照） 
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【県・市町村独⾃の事業継続⽀援】 
◆ 岡⼭県は、新型コロナウイルスの感染拡⼤による影響により収⼊が減少し

ている事業者に対する⼀時⽀援⾦や営業時間短縮等の要請に応じた事業者に
対する時短要請協⼒⾦等の⽀給を⾏っていましたが、現在は申請を受付中の
ものはありません。 

 
◆ 県内には、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者への⽀援

を独⾃に実施している市町村があります。詳細は、市町村のホームページを
ご確認下さい。（別紙９（Ｐ32）参照） 

 
【中国財務局による⾦融相談】 
◆ 中国財務局は、新型コロナウイルス感染症に関連し、⾦融機関の窓⼝の問い

合わせや、⾦融機関との取引に関する相談の専⽤ダイヤルを開設しています。 
＜問合せ先＞中国財務局⾦融相談ダイヤル 

TEL︓0120-99-0028（平⽇9:00〜12:00、13:00〜17:00） 
FAX︓082-223-0479 

 
【融資・返済に関する相談】 
◆ ⽇本政策⾦融公庫は、新型コロナウイルス感染症の発⽣により影響を受け

た中⼩企業・⼩規模事業者や農林事業者等からの融資や返済に関する相談を
受け付けています。 

 
 ＜問合せ先＞⽇本政策⾦融公庫各⽀店（平⽇9:00〜17:00） 

区分 国⺠⽣活事業 中⼩企業事業 農林⽔産事業 
岡⼭⽀店 086-225-0011 086-222-7666 086-232-3611 
倉敷⽀店 086-425-8401 ― ― 
津⼭⽀店 0868-22-6135 ― ― 

 

 

 

 

 

 16 資⾦繰りについて 
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◆ 商⼯組合中央⾦庫は、新型コロナウイルス感染症の発⽣により影響を受けた
中⼩企業や事業協同組合等の融資や返済に関する相談を受け付けています。 
＜問合せ先＞商⼯中⾦各営業店 

区分 
電話番号 

（平⽇9:00〜17:00） （⼟曜⽇9:00〜15:00） 

岡⼭⽀店 086-225-1131 0120-542-711 
※初めて融資に関する相談をする⽅は0120-542-711（9:00〜15:00※⼟曜⽇も実

施）に問い合わせてください。 
 
 
◆ 岡⼭県は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中⼩企業・⼩規模事業者

からの経営、⾦融、下請取引などの経営全般の相談に対応する特別相談窓⼝を岡
⼭県中⼩企業⽀援センターに設置し、電話、メールによる相談に加え、オンライン
相談も受け付けています。 
＜問合せ先＞ 

岡⼭県中⼩企業⽀援センター 
TEL︓086-286-9626（平⽇ 8:30〜17:15） 
メール︓sinfo@optic.or.jp 
URL︓https://www.optic.or.jp/okayama-ssn/info_detail/show/522.html 

 
このほか、県内商⼯団体等では相談窓⼝を設置し、経営上の相談を受け付け

ています。 
＜問合せ先＞ 

県内商⼯団体等（中⼩企業・⼩規模事業者向け相談窓⼝⼀覧） 
URL︓https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/707477_6356590_misc.pdf 



- 20 - 
⽬次に戻る 

 
 

 

 

【厚⽣労働省の相談窓⼝】 
◆ 厚⽣労働省の新型コロナウイルス感染症に関する相談窓⼝は、多⾔語でも

対応を⾏っています。 
＜問合せ先＞厚⽣労働省の電話相談窓⼝ 
 TEL︓0120－565653 
【対応⾔語】英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語 
【受付時間】※休⽇も実施 
      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 
 
【多⾔語による情報提供】 
◆ 出⼊国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症関連情報を多⾔語で掲載

しています。 
○ 外国⼈⽣活⽀援ポータルサイト 新型コロナウイルス感染症関連情報 

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/information_covid19.html 
 
【多⾔語による医療相談窓⼝】 
◆ AMDA国際医療情報センター（NPO団体）は、⽇本語の助けを必要とする在

⽇・訪⽇外国⼈のため、多⾔語による医療情報提供・電話医療通訳を⾏っており、
新型コロナウイルス感染症に関する多⾔語相談窓⼝も設置しています（「帰国
者・接触者相談センター」や「帰国者・接触者外来」とは異なる独⾃の取組です。）。 
【対応⾔語】英語・やさしい⽇本語（毎⽇）、その他の⾔語（※）（指定曜⽇） 

※ 中国語・韓国語・タイ語・スペイン語・ポルトガル語・フィリピン語・ベトナム語 
 ＜問合せ先＞AMDA国際医療情報センター 

      TEL︓03－6233－9266（平⽇ 10時〜16時） 
 
【在留外国⼈⽀援相談窓⼝】 
◆ ⽇本で暮らす外国⼈の在留を⽀援する政府の窓⼝「外国⼈在留⽀援セン

ターＦＲＥＳＣ（フレスク）」は、新型コロナウイルスの影響で⽣活に困って
いる外国⼈のための電話相談窓⼝を9⽉1⽇から開設しています。 
【対応⾔語】⽇本語、ベトナム語、中国語、英語など14⾔語 
＜問合せ先＞外国⼈在留⽀援センターＦＲＥＳＣ（フレスク）ヘルプデスク 

TEL︓0120-76-2029（平⽇9︓00〜17︓00） 
 
 

 17 外国⼈向け相談窓⼝について 
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【外国⼈旅⾏者の相談窓⼝】 
◆ ⽇本政府観光局（JNTO）は、⾮常時の外国⼈旅⾏者の安全・安⼼確保のため、 

３６５⽇、２４時間、多⾔語で対応するコールセンター「Japan Visitor Hotline」を
開設しており、新型コロナウイルス関連のお問い合わせにも対応しています。 
＜問合せ先＞多⾔語で対応するコールセンター「Japan Visitor Hotline」 

TEL︓050-3816-2787（365⽇、24時間） 
【対応⾔語】英語、中国語、韓国語、⽇本語 

 
【外国⼈の⼈権に関する相談窓⼝】 
◆ 法務省は、⽇本語を⾃由に話すことができない⽅からの⼈権相談を受け付

ける相談ダイヤルを開設しています。 
【対応⾔語】英語、中国語、韓国語、フィリピン語、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 
＜問合せ先＞外国語⼈権相談ダイヤル 

       TEL︓0570－090911（平⽇9:00〜17:00） 
 
【岡⼭市による外国⼈総合相談窓⼝】 
◆ 岡⼭市は、岡⼭市外国⼈総合相談窓⼝において英語、中国語、韓国語、ベ

トナム語での相談を受け付けています。 
＜問合せ先＞岡⼭市外国⼈総合相談窓⼝ 

TEL︓086-803-1128（平⽇9:00〜16:00） 
 
【倉敷・⾼梁川流域外国⼈相談窓⼝】 
◆ 倉敷市に開設した倉敷・⾼梁川流域外国⼈相談窓⼝では、広域連携事業と

して⾼梁川流域の10市町の外国⼈等からの相談を受け付けています。 
※ 英語・中国語・ベトナム語を話せる相談員が対応します。 
※ 上記以外の⾔語（韓国語・ポルトガル語・スペイン語・ネパール語・フィ

リピン語・インドネシア語・ヒンディー語・タイ語・フランス語・ロシア語）
については、タブレットを活⽤したテレビ電話を通じてオペレーターが通訳
を⾏い相談に応じます。 

＜問合せ先＞倉敷・⾼梁川流域外国⼈相談窓⼝ 
TEL︓086-426-3014（平⽇9:00〜17:00） 
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【ワクチン接種証明書の発⾏について】 
◆ 予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種済の⽅が、渡航先への⼊国

時や、⽇本への⼊国後・帰国後に待機期間の緩和措置を受ける場合や、⽇本
国内において⾏動制限の緩和等の措置を受ける場合など、様々なシーンで活
⽤できるよう、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証
明する接種証明書を交付しています。 
① 書⾯で交付の場合 

本接種証明書の交付申請先は、接種を受けた際のワクチンの接種券を発⾏
した市町村（通常は住⺠票のある市町村）において受け付けていますので、
具体的な⼿続きについては、各市町村の新型コロナウイルスワクチン接種に
係るコールセンターへおたずね下さい。 

② 電⼦（スマートフォン）での交付の場合 
マイナンバーカードをお持ちの⽅は、スマートフォン上の専⽤アプリ「新

型コロナワクチン接種証明書アプリ」での申請が可能です。アプリのダウン
ロード⽅法、操作⽅法、申請⼿順の詳細は以下ＵＲＬをご確認ください。 
 
○デジタル庁 新型コロナワクチン接種証明書アプリ 

https://www.digital.go.jp/policies/vaccinecert/  
※ アプリは、App StoreまたはGoogle Playで「接種証明書アプリ」で検

索する、⼜は次のQRコードにアクセスしてインストールしてください。 
 
 
 
 

③コンビニ交付の場合 
マイナンバーカードをお持ちの⽅であれば、対象のコンビニエンスストア等

店舗内の端末から接種証明書の取得が可能です。 
・コンビニ等で海外⽤の接種証明書を取得するには、令和4年7⽉21⽇以降に

⾃治体窓⼝かアプリで海外⽤の接種証明書を取得している必要があります。 
・「申請先の（接種時に住⺠票のあった）市区町村」及び「⾏こうとしている

コンビニ等の店舗」が接種証明書のコンビニ交付サービスに対応しているこ

 18 各種証明書の発⾏について 

Apple Google 
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とを事前にご確認ください。 
＜問い合わせ先＞ 
①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、接種証明

書の記載内容 
各市町村の新型コロナウイルスワクチン接種に係るコールセンター（別
紙２（Ｐ25）参照） 

②接種証明書の⼀般的・制度的事柄に関する質問 
厚⽣労働省新型コロナワクチンコールセンター 
 TEL︓0120-761770（9:00〜21:00※休⽇も実施） 
 

【療養証明書の発⾏について】 
◆ 療養証明書の発⾏については、新型コロナウイルス感染症と診断された⽅

のうち、次の４区分に当てはまる⽅に限られます。「My HER-SYS」から発
⾏（表⽰）できますので、次のホームページでご確認ください。 
○新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理⽀援システム（HER-SYS） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00
129.html 
１．65歳以上の⽅ 
２．⼊院を要する⽅ 
３．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⼜は

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 

４．妊婦 
なお、「My HER-SYS」で療養証明書を表⽰できない⽅等は、郵送等で申

請を⾏なうことが可能です。 
＜問い合わせ先＞ 
①療養証明書の発⾏（郵送等で申請を⾏なう場合）について 

各市町村の保健所（別紙１の①（Ｐ24）参照） 
②My HER-SYSの療養証明書や操作に関する⼀般的な質問 

厚⽣労働省の⼀般の⽅専⽤ダイヤル 
 TEL︓03-6885-7284⼜は03-6812-7818（9:30〜18:15※休⽇を除く）  
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別紙１ 感染の疑いがある⽅、⾃宅療養中の⽅相談窓⼝ 
 

①新型コロナウイルス受診相談センター 

 
②⾃宅療養サポートセンター 

 
 
 
 
 
 

保健所等名 管轄地域 電話番号 
留守番電話に
よる対応時間 

岡⼭市保健所 岡⼭市 086-803-1360 
平⽇の 21 時〜９時 
休⽇の 17 時〜９時 

倉敷市保健所 倉敷市 086-434-9819 
平⽇の 21 時〜９時 
休⽇の 17 時〜９時 

備前保健所 ⽟野市、瀬⼾内市、吉備中央町 086-272-3934 

平⽇の 17 時〜９時 
休⽇の全時間 

東備⽀所 備前市、⾚磐市、和気町 0869-92-5180 

備中保健所 総社市、早島町 086-434-7072 

井笠⽀所 
笠岡市、井原市、浅⼝市、⾥庄町、
⽮掛町 

0865-69-1675 

備北保健所 ⾼梁市 0866-21-2836 

新⾒⽀所 新⾒市 0867-72-5691 

真庭保健所 真庭市、新庄村 0867-44-2990 

美作保健所 津⼭市、鏡野町、久⽶南町、美咲町 0868-23-0163 

勝英⽀所 美作市、勝央町、奈義町、⻄粟倉村 0868-73-4054 

相談窓⼝名 管轄地域 電話番号 対応時間 
岡⼭県⾃宅療養サポー
トセンター 

岡⼭市・倉敷市以外 086-226-7946 
24 時間対応 

岡⼭市新型コロナウイ
ルス⾃宅療養サポート
センター 

岡⼭市 086-230-0891 
 

24 時間対応 

倉敷市⾃宅療養サポー
トセンター 

倉敷市 0570-086-400 
24 時間対応 
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別紙２ ワクチン接種に係る相談窓⼝ 
  
新型コロナウイルスワクチン接種に係るコールセンター 

設置市町村 電話番号 受付時間 

岡⼭市 0120-780-910 ⽇祝除く 8 時半〜17 時半 

倉敷市 0120-190-777 ⼟⽇・祝含む 8 時半〜19 時 

津⼭市 050-3644-9521 ⼟⽇・祝含む 9 時〜19 時 

⽟野市 0863-33-1820 平⽇ 8 時半〜17 時 15 分 

笠岡市 
0120-226-567 
0865-63-8567 平⽇ 8 時半〜17 時 15 分 

井原市 0866-84-1515 平⽇ 8 時半〜17 時 15 分 

総社市 0866-92-8356 平⽇・⼟ 8 時半〜17 時 15 分 

⾼梁市 0866-21-0211 平⽇ 8 時半〜17 時 

新⾒市 0120-860-370 平⽇ 8 時半〜17 時半 

備前市 0869-64-3303 平⽇ 8 時半〜17 時 

瀬⼾内市 0869-24-8030（相談専⽤） 平⽇ 8 時半〜17 時  

⾚磐市 086-957-3567 平⽇ 9 時〜17 時 

真庭市 0570-00-0690 平⽇ 9 時〜17 時 

美作市 0120-277-567 平⽇ 9 時〜17 時 

浅⼝市 0120-510-022 平⽇ 8 時半〜17 時 15 分 

和気町 0869-93-4568 平⽇ 8 時半〜17 時 

早島町 086-482-0619 平⽇ 8 時半〜17 時 15 分 

⾥庄町 0120-606-567 平⽇ 8 時半〜17 時 15 分 

⽮掛町 0866-82-5520 平⽇ 9 時〜17 時 

新庄村 0867-56-2646 平⽇ 8 時半〜17 時 15 分 

鏡野町 0120-503-678（予約専⽤） 平⽇ 9 時〜17 時 

勝央町 0868-38-0567 平⽇ 8 時半〜17 時 

奈義町 
0868-36-6700（相談専⽤） 平⽇ 8 時半〜17 時 15 分 

0800-2009-567（予約専⽤） 平⽇ 9 時〜17 時 

⻄粟倉村 0868-79-2233 平⽇ 8 時半〜17 時 15 分 

久⽶南町 086-728-4411 平⽇ 8 時半〜17 時 15 分 

美咲町 0868-66-7567 平⽇ 9 時〜17 時 

吉備中央町 0867-34-0567 平⽇ 9 時〜17 時 
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別紙３ 不安を抱える妊産婦の⽅の相談窓⼝ 
 

（注）お住まいの市町村で相談窓⼝を設置していない場合、県の相談窓⼝にご相談ください。 
  

県・市名 窓⼝名 電話番号等 対応時間 

岡⼭県 おかやま妊娠・出産サポートセンター 
086-235-7899 

ninshin@okayama-
u.ac.jp 

⽉・⽕・⽔・⾦ 
午前9時〜12時 

岡⼭市 

おかやま産前産後相談ステーション 086-803-1201 
平⽇午前 9 時〜
午後４時半 

北区北さんさんステーション 086-214-0223 
平⽇午前 9 時〜
午後４時半 

北区北保健センター御津・建部分室 086-722-1114 平⽇午前８時半〜
午後５時 15 分 

中区さんさんステーション 086-200-0223 
平⽇午前 9 時〜
午後４時半 

東区さんさんステーション 086-942-0223 
平⽇午前 9 時〜
午後４時半 

南区⻄さんさんステーション 086-209-0223 
平⽇午前 9 時〜
午後４時半 

南区南さんさんステーション 086-902-0223 
平⽇午前 9 時〜
午後４時半 

倉敷市 

倉敷市 
妊婦・⼦育て相談ステーションすくすく 
 
電話「妊婦・⼦育て相談ほっとライン」 
わむわむ 

倉敷:424-0606 平⽇午前８時半〜
午後５時 15 分 

児島:472-0606 平⽇午前８時半〜
午後５時 15 分 

⽟島:523-0606 平⽇午前８時半〜
午後５時 15 分 

⽔島:446-0606 平⽇午前８時半〜
午後５時 15 分 

真備:697-0606 平⽇午前８時半〜
午後５時 15 分 
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別紙４ 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 
 

（注）１ 岡⼭労働局、労働基準監督署・ハローワークは原則として開庁しますが、外出⾃粛の要
請を踏まえ、感染拡⼤防⽌の観点から、電話による労働相談の積極的な活⽤をお願いして
います。 

２ 労働局・労働基準監督署・ハローワークの開庁時間は、平⽇ 8︓30〜17︓15 です。 

機関名 所在地 電話番号 

【労働局】 

岡⼭労働局雇⽤環境・均等室 岡⼭市北区下⽯井 1-4-1 086-225-2017 

【労働基準監督署】 

岡⼭労働基準監督署 岡⼭市北区⼤供 2-11-20 086-283-4540 

倉敷労働基準監督署 倉敷市⼤島 407-1 086-484-8641 

津⼭労働基準監督署 津⼭市⼭下 9-6 0868-22-7157 

笠岡労働基準監督署 笠岡市笠岡 5891 0865-62-4196 

和気労働基準監督署 和気郡和気町福富 313 0869-93-1358 

新⾒労働基準監督署 新⾒市新⾒ 811-1 0867-72-1136 

【公共職業安定所（ハローワーク）】 

ハローワーク岡⼭ 岡⼭市北区野⽥ 1-1-20 086-241-3730 

ハローワーク津⼭ 津⼭市⼭下 9-6 0868-35-2675 

ハローワーク美作 美作市林野 67-2 0868-72-1351 

ハローワーク倉敷中央 倉敷市笹沖 1378-1 
086-424-3333 

部⾨コード[32#] 

ハローワーク総社 総社市中央 3-15-111 0866-92-6001 

ハローワーク児島 倉敷市児島⼩川町 3672-16 086-473-2411 

ハローワーク⽟野 ⽟野市築港 2-23-12 0863-31-1555 

ハローワーク和気 和気郡和気町和気 481-10 0869-93-1191 

ハローワーク備前 備前市東⽚上 227 0869-64-2340 

ハローワーク⾼梁 ⾼梁市段町 1004-13 0866-22-2291 

ハローワーク新⾒ 新⾒市⾼尾 2379-1 0867-72-3151 

ハローワーク笠岡 笠岡市笠岡 5891 0865-62-2147 

ハローワーク⻄⼤寺 岡⼭市東区河本町 325-4 086-942-3212 



- 28 - 
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別紙５ 岡⼭県内の⽣活困窮者⾃⽴相談⽀援機関窓⼝ 
 

市町村名 ⽀援機関 電話番号 

岡⼭市 岡⼭市寄り添いサポートセンター 
無料相談電話 

(フリーダイヤル) 
0800-200-8730 

⽟野市 ⽟野市⽣活⽀援相談窓⼝ 0863-32-5555 

備前市 備前市福祉事務所 0869-64-1826 

瀬⼾内市 瀬⼾内市⽣活相談⽀援センター 0869-24-7714 

⾚磐市 ⾚磐市くらし・しごと応援センター あすてらす 086-955-0552 

和気町 
備前県⺠局福祉振興課 086-272-3967 

吉備中央町 

倉敷市 倉敷市⽣活⾃⽴相談⽀援センター 086-427-1288 

笠岡市 笠岡市⽣活総合⽀援センター 0865-69-2015 

井原市 井原市福祉課⽣活福祉係 0866-62-9526 

総社市 総社市⽣活困窮⽀援センター 0866-92-8374 

⾼梁市 ⾼梁市⽣活あんしんサポートセンター 0866-22-9111 

新⾒市 新⾒市⽣活相談⽀援センター 0867-88-6588 

浅⼝市 浅⼝市福祉事務所 0865-44-7007 

早島町 

備中県⺠局福祉振興課 086-434-7055 ⾥庄町 

⽮掛町 

津⼭市 津⼭市⾃⽴相談⽀援センター 0868-32-2133 

真庭市 真庭市健康福祉部福祉課（真庭市福祉事務所） 0867-42-1581 

美作市 
美作市勝⽥・美作・英⽥地域⽣活就労⽀援センター 0868-75-3913 

美作市⼤原・東粟倉・作東地域⽣活就労⽀援センター 0868-75-2622 

新庄村 新庄村住⺠福祉課 0867-56-2646 

鏡野町 

美作県⺠局福祉振興課 0868-23-1293  
勝央町 

奈義町 

久⽶南町 

⻄粟倉村 ⻄粟倉村福祉事務所 0868-79-7100 

美咲町 ⾃⽴相談⽀援窓⼝ 0868-66-0970 
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別紙６ 岡⼭県内の税務署（徴収担当） 

 

（注）１ 税務署の開庁時間は、平⽇ 8︓30〜17︓00 です 
２ 管轄地域「〜の⼀部」の詳細は下記 URL をご参照ください。 

https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/location/besshi/okayama.htm  

  

税務署名 管轄地域 電話番号 

岡⼭⻄税務署 北区の⼀部 南区の⼀部 加賀郡 086-254-3411 

岡⼭東税務署 北区の⼀部 中区 南区の⼀部 086-225-3141 

笠岡税務署 笠岡市 井原市 ⼩⽥郡 0865-62-3111 

久世税務署 真庭市 真庭郡 0867-42-0450 

倉敷税務署 倉敷市の⼀部 総社市 都窪郡 086-422-1201 

児島税務署 倉敷市の⼀部 086-472-2630 

⻄⼤寺税務署 東区の⼀部 瀬⼾内市 086-942-3815 

瀬⼾税務署 東区の⼀部 備前市 ⾚磐市  和気郡 086-952-1155 

⾼梁税務署 ⾼梁市 0866-22-2546 

⽟島税務署 倉敷市の⼀部 浅⼝市 浅⼝郡 086-522-3121 

⽟野税務署 ⽟野市 0863-31-2131 

津⼭税務署 津⼭市 美作市 苫⽥郡 勝⽥郡 英⽥郡 久⽶郡 0868-22-3147 

新⾒税務署 新⾒市 0867-72-0951 
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別紙７ 岡⼭県内の年⾦事務所 
 

（注）1 健康保険・厚⽣年⾦保険に関する事業所の事務⼿続きは、事業所の所在地（上表の
健康保険・厚⽣年⾦保険欄参照）を管轄する年⾦事務所にご相談ください。 

2 個⼈の相談は、全国どこの年⾦事務所でも受け付けています。  

年⾦事務所
名 

管轄地域 
電話番号 

健康保険・厚⽣年⾦保険 国⺠年⾦ 

岡⼭東 
年⾦事務所 

北区のうち旭本町、旭町、天瀬、天瀬南町、⽯関
町、出⽯町⼀丁⽬、出⽯町⼆丁⽬、内⼭下⼀丁⽬、
内⼭下⼆丁⽬、岡町、御⾈⼊町、表町⼀丁⽬、表町
⼆丁⽬、表町三丁⽬、祇園、京橋町、京橋南町、京
町、岡南町⼀丁⽬、岡南町⼆丁⽬、後楽園、下内⽥
町、新道、清輝橋⼀丁⽬、清輝橋⼆丁⽬、清輝橋三
丁⽬、清輝橋四丁⽬、清輝本町、船頭町、⽟柏(旭川
以⻄の地域を除く。)、⽥町⼀丁⽬、⽥町⼆丁⽬、中
央町、天神町、⼗⽇市中町、⼗⽇市東町、磨屋町、
富⽥町⼀丁⽬、富⽥町⼆丁⽬、中⼭下⼀丁⽬、中⼭
下⼆丁⽬、中原、七⽇市⻄町、七⽇市東町、野⽥屋
町⼀丁⽬、野⽥屋町⼆丁⽬、蕃⼭町、番町⼀丁⽬、
番町⼆丁⽬、東中央町、広瀬町、⼆⽇市町、⾈橋
町、兵団、平和町、丸の内⼀丁⽬、丸の内⼆丁⽬、
南⽅⼀丁⽬、南⽅⼆丁⽬、南⽅三丁⽬、南中央町、
牟佐、⼭科町及び⼸之町の地域 中区 東区 南区のう
ち海岸通⼀丁⽬、洲崎⼀丁⽬、洲崎⼆丁⽬、洲崎三
丁⽬、富浜町、豊浜町、浜野⼀丁⽬、浜野⼆丁⽬、
浜野三丁⽬、浜野四丁⽬、平福⼀丁⽬、平福⼆丁
⽬、福島⼀丁⽬、福島⼆丁⽬、福島三丁⽬、福島四
丁⽬の地域 備前市 瀬⼾内市 ⾚磐市 和気郡 

備前市 
瀬⼾内市 
⾚磐市 
和気郡 

086-270-7925 

岡⼭⻄ 
年⾦事務所 

北区（岡⼭東年⾦事務所管内の地域を除く。) 、南区
（岡⼭東年⾦事務所管内の地域を除く。) 、⽟野市 

岡⼭市 
⽟野市 

 
086-214-2163 

倉敷東 
年⾦事務所 

倉敷市のうち⾼梁川以東の地域 
 総社市 都窪郡 

倉敷市 
総社市 
都窪郡 

086-423-6150 

倉敷⻄ 
年⾦事務所 

倉敷市(倉敷東年⾦事務所管内の地域を除く。) 
 笠岡市 井原市 浅⼝市 浅⼝郡 ⼩⽥郡 

笠岡市 
井原市 
浅⼝市 
浅⼝郡 
⼩⽥郡 

086-523-6395 

津⼭ 
年⾦事務所 

津⼭市 真庭市 美作市 真庭郡 苫⽥郡 勝⽥郡 英
⽥郡 久⽶郡 

同左 
 
0868-31-2360 

⾼梁 
年⾦事務所 

⾼梁市 新⾒市 加賀郡 同左 0866-21-0570 
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別紙８ 各業種の事業者向け相談窓⼝ 
 

対象業種 相談窓⼝ 電話番号 
農業・⾷品事業者 中国四国農政局企画調整室 086-224-9400 

中⼩企業・⼩規模事業者 中国経済産業局産業部中⼩企業課 082-224-5661 

⾃動⾞関連取引事業者 中国経済産業局地域経済部⾃動⾞担当 082－224－5760 

旅⾏業者・宿泊事業者 中国運輸局観光部観光企画課 082-228-8701 

鉄道事業者 中国運輸局鉄道部計画課 082-228-8797 

バス事業者 中国運輸局⾃動⾞交通部旅客第⼀課 082-228-3436 

タクシー事業者 中国運輸局⾃動⾞交通部旅客第⼆課 082-228-3450 

トラック事業者 中国運輸局⾃動⾞交通部貨物課 082-228-3438 

⾃動⾞整備業者 
中国運輸局⾃動⾞技術安全部整備・保
安課 

082-228-9142 

旅客船事業者 中国運輸局海事振興部旅客課 082-228-3679 

貨物船・港湾運送事業者 中国運輸局海事振興部貨物・港運課 082-228-3690 

造船・舶⽤⼯業事業者 中国運輸局海事振興部船舶産業課 082-228-3691 

下請けかけこみ寺 
公益財団法⼈岡⼭県産業振興財団 
岡⼭県中⼩企業⽀援センター 

0120-418-618 
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別紙９ 地⽅公共団体の新型コロナウイルス感染症関連情報掲載アドレス 
 

 

団体名 アドレス 

岡⼭県 https://www.pref.okayama.jp/page/645925.html 

岡⼭市 http://www.city.okayama.jp/hishokouhou/hishokouhou/kouhou_03090.html 

⽟野市 https://www.city.tamano.lg.jp/site/coronavirus/ 

備前市 https://www.city.bizen.okayama.jp/site/korona/ 

瀬⼾内市 https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/7/2987.html 
⾚磐市 http://www.city.akaiwa.lg.jp/anshinanzen/korona/index.html 
和気町 https://www.town.wake.lg.jp/gyosei/11706/ 

吉備中央町 https://www.town.kibichuo.lg.jp/soshiki/4/6220.html 

倉敷市 https://www.city.kurashiki.okayama.jp/coronavirus/ 

笠岡市 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/10/26378.html 

井原市 http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2020022800073/ 

総社市 https://www.city.soja.okayama.jp/singatacoronataisaku/corona_virusu/singatac
orona.html 

⾼梁市 http://www.city.takahashi.lg.jp/site/corona-kanren/ 

新⾒市 https://www.city.niimi.okayama.jp/important/important_detail/index/228.html 

浅⼝市 http://www.city.asakuchi.lg.jp/gyose/koho/korona_.html 

早島町 http://www.town.hayashima.lg.jp/common_info/index.html 

⾥庄町 http://www.town.satosho.okayama.jp/site/covid-19-info/ 

⽮掛町 http://www.town.yakage.okayama.jp/ 

津⼭市 https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=7491 

真庭市 https://www.city.maniwa.lg.jp/site/covid-19-info/ 

美作市 http://www.city.mimasaka.lg.jp/soshiki/hoken/kenkou/corona/index.html 

新庄村 http://www.vill.shinjo.okayama.jp/index.php?id=63 

鏡野町 http://www.town.kagamino.lg.jp/?cat=211 

勝央町 http://www.town.shoo.lg.jp/warn/COVID-19/ 

奈義町 https://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/kurashi_guide/corona_index.html 

⻄粟倉村 http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/news/新型コロナウィルス感染症に
ついて/ 

久⽶南町 https://www.town.kumenan.lg.jp/news/living/20200227_covid-19.html 

美咲町 http://www.town.misaki.okayama.jp/site/covid-19/ 




