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新型コロナウイルス感染症対策特別号
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岡山市議会議員の高橋雄大です。平素
より私の議会活動にご理解をいただきま
して、誠にありがとうございます。
令和元年５月からスタートした３期目
の任期も２年目に突入しました。岡山市
における各会計の例月現金出納調査や定

期監査を行う、議会選出の監査委員をこの１年も担います。監
査委員就任に伴い、議会の申し合わせ上、監査委員任期の２年
間は定例議会の一般質問などでの登壇ができませんが、その分、
新型コロナウイルスの影響を受ける様々な市民生活や経済活動
を１日も早く取り戻すことができる財政運営ができるよう監査
委員の立場から全力で取り組んでまいります。
さて、岡山県内においては５月 14 日に緊急事態宣言は解除
されましたが、事態が終息したわけではなく、感染の第２波、
３波を想定しながらの対策の取り組みは続きます。
岡山は相対的には感染が広がらなかったエリアといえます
が、ウイルスそのものが無くなったわけではなく、コロナウイ
ルスとの闘いはワクチンや治療薬が開発され、それが広く市民
に行渡ることが可能となるまでの数年間の長期戦が想定されて
います。感染防止対策と市民生活や経済活動の両輪をその時々
の局面に応じてどちらも崩壊させないバランスでコントロール
することが岡山市の極めて重要な役割になると考えています。
岡山市では一連のコロナウイルス対応で、リーマンショック時
の約 10 倍の財政出動を行いました。市単独での事業継続支援
金などの実施は中四国エリアの中でも先駆けとなっています。
これらの財源については市の貯金にあたる財政調整基金の約４
分の１の切り崩しにより捻出しており、今後想定される様々な
非常事態にも備える視点も持たなければなりません。

岡山市議会新型コロナウイルス感染症対策プロジェクトチームや
会派（おかやま創政会）を通じて具体的な提案・要望を実施
まずは市民生活や雇用への影響、事業者の方、医療や福祉、公共交通、学校など様々な現場の実態把握に
奔走し、多くのヒヤリングや調査の結果を踏まえ、必要な支援や経済対策など、具体的な提案や要望を行い
ました。
以下、提案・要望の内容を一部掲載

◎岡山市に住民票を移すことができていない DV 被害者の方からの特別定額給付金（一律１人当たり 10 万円）の申請があっ
た場合の対応は柔軟にすべきです。国が当初示していた申請期限（４月 30 日）は短すぎます。岡山市の運用として、通常の
申請と同様に、約３か月間（８月17日）まで申請を受け付ける運用をすべきでは。
結果として→住民票を移すことができていないDV被害者の方の申請も通常の申請と同様の８月17日までとなりました。
◎緊急事態宣言が発令されている期間に要請を受けて認可保育園等で登園自粛をした場合、その期間の保育料は減免されますが、
認可外施設は対象外となっています。岡山市の場合、待機児童数の中に一定の基準を満たした認可外に通園している子どもは
カウントされておらず、認可保育園等に通う子どもと同じ扱いとなっています。そうであれば認可外の保育施設等に通う保護
者に対しても支援すべきではないでしょうか。
結果として→「認可外保育施設保育料給付事業（認可外保育施設における登園自粛
への対応）」を実施し、保護者へ保育料の還付を行い、負担軽減を図ります。
◎コロナ禍の厳しい社会・経済情勢を踏まえ、議員報酬ほか一定の議会費を削減し、
新型コロナウイルス感染症対策への財源に充てる条例を全会一致で可決しました。
しかしここまでは最初の一歩に過ぎず、今後、沢山の課題が色々な角度から出てく
ることは確実で、ここから先の生活や経済に対して先手先手の対応が必要です。

ごあいさつ～With コロナと After コロナを展望する

感染防止対策に取り組むとともに、大きな影響を受けた市民生活と地域経済の
早期回復に向けて、５月、６月の議会で補正予算を編成へ
以下、補正予算の内容を一部掲載

感染拡大防止、早期収束への対応

・相談窓口体制強化　12,000千円
新型コロナウイルス感染症相談窓口の相談員を増加するなど
相談体制を強化
・ＰＣＲ検査の検体採取及び輸送委託　57,250千円
・感染拡大防止のための物資の調達　528,133千円
消防活動時や学校・社会福祉施設等で使用するマスク、
消毒液、防護服等の調達　等々

市民生活に対する支援

・特別定額給付金事業 （財源：国10/10）　71,520,000千円
市民へ一律に1人あたり1０万円を給付
・インターネット学習支援事業 （単市）　22,000千円
ICT 教材を活用した教員による家庭学習支援
・学校再開に伴う感染症防止対策　184,000千円
・夏季休業の短縮に伴う体制整備　20,100千円
市立小中学校の夏休みの短縮に伴い必要となる支援員等の体制を確保
・生活困窮者自立支援事業　217,000千円
国の住居確保給付金を岡山市独自で要件緩和して支援を拡充
・子どもの居場所等の緊急支援活動助成事業　10,000千円
食事の個別配達等の緊急支援活動及び継続支援体制構築を支援
・ひとり親世帯臨時特別給付金
国事業分（財源：国10/10）
児童扶養手当受給世帯等へ５万円を給付　833,000千円
単市事業分　国の臨時特別給付金に岡山市独自で
２万円を上乗せして給付　150,000千円
・キャッシュレス決済ポイント還元事業　800,000千円
スマートフォン決済サービスを活用したポイント還元により生活を支援
・上水道基本料金の減免　355,000千円　　
家庭使用分と事業者使用分の基本料金を支援
・施設入所者面会時の感染防止対策支援　5,000千円
面会制限を行っている介護施設において入所者と
家族の会話機会の確保を支援　等々

●市民の相談に応じる総合相談窓口（ワンストップ窓口）を
開設すること。また、市役所内の新型コロナウイルス感染
症対策本部のもとに、感染症拡大防止及び経済支援対策を
一元管理する部署を設置すること。
●岡山県と連携してＰＣＲ検査体制の拡充を図るとともに、
医療崩壊を回避するために軽症者の受け入れ施設を確保す
ること。
●医療、介護、教育、福祉などの現場が必要とする衛生資材（マ
スク、アルコール消毒液、非接触型体温計、防護服等）の
供給体制を確保すること。
●避難所での新型コロナウイルス感染症対策など災害時の対
応を早急に検討すること。
●児童・生徒の学力保障に取り組むこと。また、学力保障に
あたっては、休校が長期化した場合の授業時間数の確保等
を含め、将来的な環境整備の検討を進めること。

●子どもの虐待や貧困問題に十分留意し、
休校中の児童・生徒の状況把握に努める
こと。
●岡山県と連携して、現状を把握の上、中小・小規模事業者、
飲食店、ＮＰＯ等が事業継続できる対策を講じ、必要な支援を
行うこと。また、市独自の経済対策や市税の支払い猶予等を
検討すること。
●市の HP のトップページにおいて、新型コロナウイルス感染
症対策に関する情報をわかりやすく正確に一元化して提供す
ること。また、障がい者や外国人への情報提供については、
特に留意すること。
●感染者やその家族、感染症治療に当たる医療従事者等に対す
る偏見、差別を防止するため、必要な啓発を徹底すること。
●新型コロナウイルス感染症の影響により、潜在化している可
能性があるため、ＤＶや児童虐待の防止及び貧困家庭への援助
に向けた啓発の強化や相談体制を構築すること。

そしてコロナウイルスの影響が色濃く出てくるのはここから
先になります。困窮する学生や子どもたちの学びの機会が決し
て奪われることがあってはなりません。これから苦しい局面を
むかえる業種や職種も沢山あります。さらにはコロナ禍におけ
る災害時の避難所の運営や医療体制の見直し、市民生活を支え
るため、痛手を受けている公共交通を維持する対策、そして各
種給付金事業などの手続きの遅れや混乱が指摘されるように、
行政機能全般のデジタル化の推進に向けた課題など重要なテー
マが山積しています。引き続き常に高いアンテナを張りながら
市政の課題と向き合います。
また、コロナ禍においては新しい生活文化や働き方のスタイ
ルが誕生しています。私自身もかなりの数の WEB 会議を経験
し、その機能の豊富さや便利さを実感しています。活動の幅が
大きく広がり、これまでになかった人とのつながりもでき、多
様な話を伺うことができました。学校などの臨時休校中のオン
ライン学習システムに関しては、今後の非常時に備え公平性を
確保し、学習メニューの多様化などの仕組みの改良に積極的な
投資が必要です。そして私自身が以前から議会で幾度も取り上
げてきた「テレワーク」の普及や導入支援にも一層力を込めた
いと考えています。テレワークの普及や新たな働き方、オンラ
イン化の推進は、重要な課題となっている東京一極集中の是正
や地方創生にもつながります。ピンチはチャンスであり、先が
見通しにくい時代には変化に対応するしなやかさが求められま
す。この意識を常にもって議論していきたいと思っています。
一方でオンライン化が進むほど、人と人が顔を合わせて交流
し、楽しむことの尊さも再認識しています。With コロナから
After コロナを見据えながら、ひとを呼び込む素敵で魅力的な
まちづくりにも力を尽くしたいと思っています。

事業活動、事業継続に対する支援

・事業継続支援 （単市）　2,220,750千円
事業継続の下支えのため支援金を支給。商工業者の他、医療、福祉、
学校法人、農業等も対象
売上要件：前年同月比△２０％以上（本年２～６月のいずれかの月）
支援額：　中小企業：２０万円、小規模事業者：１０万円
・事業向上補助 （単市）　220,000千円
新たな販売手法やテレワークの導入等の事業内容見直しに向けた
取り組みに補助金を交付
売上要件：前年同月比△５０％以上
対象経費：ネット通販やデリバリー、
テレワークの導入などに係る経費
補助額：中小企業：上限額２０万円、
小規模事業者：上限額１０万円
・相談支援事業 （単市）　55,440千円
事業所等に中小企業診断士等を派遣し、資金繰りの相談支援等を行
うとともに、各種支援策の周知を商工会議所、商工会と共同で実施
・事業復興支援　500,000千円
中小企業等が売り上げ回復のために行う販売促進の取り組みを支援
・地域公共交通応援事業　420,000千円
生活の基盤となる路線バスやタクシー等の維持や感染防止対策の
取り組みを支援
・宿泊・飲食クーポンを活用した宿泊促進事業100,000千円
収束後の観光需要喚起のため宿泊と飲食の割引クーポンを発行
・おかやま飲食店イートイン安全安心宣言の作成
飲食店における新型コロナウイルス感染防止策や「お客様にもご協
力いただきたいこと」を見える化し、飲食店が利用者と一緒に安全
安心を共有することで、飲食業界に活力を取り戻していただくこと
を目的として、「おかやま飲食店イートイン安全ガイドラインを考
える会」と協働し作成　等々

s雄大　トピックス

■このレポートの裏面は国や県、岡山市による新型コロナウイルス感染症に伴う、個人・世帯向け、事業者向けの各種支援策
　一覧表となっています。相談窓口等もご確認いただけます。ご自宅や事業所等でお役立ていただければ幸いです。

《　新型コロナウイルスの影響に関するアンケート　》へ是非ご協力ください。
頂いたご回答を踏まえ、更なる提言をしてまいりたいと考えております。是非、ご意見をお聞かせください。
スマートフォンからのご回答は右記QRコードを読み取ってください。
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岡山市議会議員（3期）
岡山市監査委員

議会会派　おかやま創政会
議会運営委員会　委員
保健福祉・協働委員会　委員
岡山市ジョギング・マラソン議員連盟 幹事長
（5年連続おかやまマラソン完走）

高橋雄大（連絡先）
【湊事務所】〒703-8266岡山市中区湊194-1C号室
【円山事務所】〒703-8271岡山市中区円山107（1階）
【TEL】086-277-9900【FAX】050-3730-9606
【E-mail】boasorte0411@gmail.com



新型コロナウイルス感染症に伴う支援一覧（令和2年6月30日現在）（岡山市議会議員高橋雄大 制作）

4月27日(月)時点で、
住民基本台帳に
記録されている方

特別定額給付金
岡山市特別定額給付金コールセンター
☎0120ｰ131ｰ392〔平日08:30~17:00〕給 付

【給付額】
【申請方法】
【申請期間】

1人あたり10万円
郵送申請
8月17日(月)（消印有効）まで

４月分の児童手当
(本則給付)の受給世帯

子育て世帯への臨時特別給付金 岡山市役所
子育て世帯への臨時特別給付金コールセンター
☎0120-077-792〔平日08:30~17:00〕給 付 【給付額】

【申請方法】
対象児童1人あたり1万円
原則申請不要

低所得のひとり親世帯の方
ひとり親世帯臨時特別給付金

ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
☎0120-400-903 〔平日09:00~18:00〕給 付 【給付額】 １世帯あたり５万円～

国の５万円に岡山市単独でさらに２万円を上乗せして給付

収入減少で住宅を失った
又は失う可能性がある方

住居確保給付金 岡山市寄り添いサポートセンター
（岡山市社会福祉協議会）
＊7月31日(金)まで
☎090-2002-7731
090-2003-1299〔平日09:00~17:00〕

給 付
【給付額】

【給付期間】

家賃相当額
＊世帯人数に応じた上限あり
原則3か月（最長9か月）

国民健康保険・後期高齢者
医療制度に加入し、新型コ
ロナへの感染又は感染が疑
われた場合に、療養のため
仕事を休み、その間の給与
等が支払われていない方

傷病手当金の支給（国民健康保険・後期高齢者医療制度） 岡山市保険料減免等コールセンター
＊12月28日(月)まで
☎086-897-1126〔平日09:00～17:15〕

給 付
【給付額】

【対象期間】

(直近3か月間の給与合計額÷就労日数) x 3分の2 x日数

1月1日(水)から9月30日(水)

国民健康保険
├岡山市役所 国保年金課
☎086-803-1134〔平日08:30~17:15〕

└岡山市中区役所 市民保険年金課
☎086-901-1617〔平日08:30~17:15〕

後期高齢者医療制度
└岡山市役所医療助成課
☎086-803-1217〔平日08:30~17:15〕

福祉・教育・子育てなどの
地域課題に取り組む
市民団体の方

《岡山市》市民活動支援金
岡山市市民協働企画総務課市民活動支援室
☎086-803-1061〔平日08:30~17:15〕給 付 【給付上限】

【申請期間】
１団体あたり10万円
9月30日(水)まで

住宅等の退去を
余儀なくされる方

《岡山市》市営住宅の一時入居
岡山市営住宅管理センター
☎086-206-5560〔平日08:30~17:15〕給 付 【入居期間】

【 家 賃 】
原則3か月（最長1年）
原則無償

休業等により
生計維持困難な世帯

緊急小口資金

岡山市社会福祉協議会
☎070-3996-1950
070-4442-5980〔平日09:00~17:00〕

貸 付 【貸付上限】
【申請期間】

１世帯あたり最大20万円
9月30日(水)まで

失業等により
生活維持困難な世帯

総合支援資金

貸 付
【貸付上限】

【申請期間】

２人以上世帯：月20万円
単 身世帯：月15万円
9月30日(水)まで

収入減少で市税の納付が
困難である方

《岡山市》市税の納税猶予
岡山市役所財政局税務部 収納課
☎086-803-1186〔平日08:30~17:15〕猶 予 市税（市県民税・固定資産税など）の納付を猶予

＊担保不要、延滞金免除

収入減少で保険料の
支払が困難である方

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 岡山市保険料減免等コールセンター
＊12月28日(月)まで
☎086-897-1126〔平日09:00～17:15〕

減 免

【 内 容 】

【申請期限】

国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に加入して
いる方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により死
亡又は重篤な傷病を負った方や、事業収入等の減少が見込
まれ一定の要件を満たす方について保険料を減免

令和３年３月末まで

国民健康保険料
├岡山市役所国保年金課
☎086-803-1135〔平日08:30~17:15〕

├岡山市中区役所 市民保険年金課
☎086-901-1617〔平日08:30~17:15〕

└各支所総務民生課
介護保険料
└岡山市役所介護保険課
☎086ｰ803-1242〔平日08:30~17:15〕
後期高齢者医療保険料
└岡山市役所医療助成課
☎086ｰ803-1217〔平日08:30~17:15〕

2月20日(木)以降の
施設使用料を
返金してほしい方

《岡山市》市有施設の使用料還付と予約取消料免除
各施設

免 除 既納使用料を還付、予約取消料を免除

収入減少で保険料等が
支払えない方

《岡山市》各種料金の納付相談
岡山市役所財政局税務部 料金課
☎086-803-1641~1644〔平日08:30~17:15〕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に関する相談

収入減少で市営住宅
家賃が支払えない方

《岡山市》市営住宅家賃の納付相談
市営住宅管理センター
☎086-206-5560〔平日08:30~17:15〕相 談 市営住宅家賃の納付に関する相談

収入減少で上下水道
料金が支払えない方

水道料金・下水道使用料の支払猶予
岡山市水道局お客様センター
☎086-234-5935〔平日08:30~17:15〕相 談 水道料金・下水道使用料の支払に関する相談

水道水以外の下水道使用料の支払猶予
岡山市役所下水道河川局下水道営業課
☎086-803-1485〔平日08:30~17:15〕相 談 水道水以外の下水道使用料の支払に関する相談

個人・世帯向け 事業者向け
前年と比べて売上が
半減した事業者

《経済産業省》持続化給付金 持続化給付金事業 コールセンター
└☎0120-115-570

〔 7月 ：日~金08:30~19:00〕
〔8月以降：日~金08:30~17:00〕

給 付 【給付上限】
【申請期間】

中小法人等：200万円 個人事業者等：100万円
令和3年1月15日(金)まで

最近１か月間の売上高または
生産量などが前年同月比５%
以上減少している事業者

《厚生労働省》雇用調整助成金（コロナ特例）
岡山労働局職業対策課助成金事務室
☎086-238-5301〔平日09:00~17:00〕給 付 【給付上限】

【申請期間】
15,000円/日
8月31日(月)まで

小学校等休業で従業員が
休んでいる事業者
休業した個人事業主

《厚生労働省》小学校休業等対応助成金・支援金
助成金

岡山労働局 雇用環境均等室
☎086-224-7639〔平日08:30~17:15〕

給 付
【給付上限】

【申請期間】

企 業：15,000円/日 個人事業主：7,500円/日

12月28日(月)まで

支援金

持続化給付金の給付を
受けた雇用保険被保険者数が
21人以上の事業者

《岡山県》事業継続特別支援金
岡山県事業継続特別支援金受付係
☎086-226-7924〔平日09:00~17:00〕給 付 【給付上限】

【申請期間】
1,000万円
令和3年3月1日(月)（消印有効）まで

働き方改革・職場環境整備事業、
人材育成事業、販路開拓事業に
取り組む中小企業者

《岡山県》企業活動継続支援事業補助金
岡山県庁産業振興財団創業・販路開拓支援課
☎086-286-9677 
〔平日09:00~12:00/13:00~16:00〕給 付

【給付上限】
【申請期間】

100万円
8月31日(月)（最終日17時必着）まで
※予算額に達した場合、期間内でも募集終了

2月~10月までのいずれか
1か月の売上高が、前年同月比
20％以上減少している事業者

《岡山市》事業継続支援金（中小企業、小規模事業者）
岡山商工会議所
☎086-232-2266〔平日09:00~17:00〕給 付 【給付額】

【申請期間】
中 小：20万円 小規模：10万円
11月30日(月)まで

《岡山市》事業継続支援金（医療法人、学校法人等）
岡山市役所保健福祉企画総務課
☎086-803-1204〔平日08:30~17:15〕給 付

【給付額】

【申請期間】

常時使用する従業員が5人以下 ：10万円
常時使用する従業員が6~100人：20万円
11月30日(月)まで

業態の転換等、事業内容の
見直しの取り組みを行う
中小・小規模事業者

《岡山市》事業向上補助金
岡山商工会議所
☎086-232-2266〔平日09:00~17:00〕給 付 【給付上限】

【申請期間】
中 小：20万円 小規模：10万円
8月31日(月)（消印有効）まで

販路開拓等に取り組む
小規模事業者等

《日本商工会議所》小規模事業者持続化補助金
岡山商工会議所
☎086-232-2266〔平日09:00~17:00〕給 付

【給付上限】
【申請期間】

50万円（特別枠100万円）
第３回受付締切：10月2日(金)（消印有効）まで
第４回受付締切：令和3年2月5日(金)（消印有効）まで

革新的サービス開発・試作品開発・
生産プロセスの改善を行うための設
備投資等に取り組む中小企業・小規
模事業者等

《全国中小企業団体中央会》ものづくり･商業･サービス生産性向上促進補助金
ものづくり補助金サポートセンター
☎050-8880-4053
〔平日10:00~12:00/13:00~17:00〕給 付

【申請期間】 3次締切：8月3日(月) 17:00
4次締切：11月（予定）
5次締切：令和3年2月（予定）

資金繰り厳しい事業者

《岡山市》セーフティネット4号・5号及び危機関連保証の認定
体質改善融資の認定 岡山市役所

産業振興・雇用推進課 中小企業振興室
☎086-803-1325〔平日08:30~17:15〕融 資 公的融資に必要な売上高減少にかかる証明書発行

《岡山県》新型コロナウイルス感染症対応資金・危機対策資金・経済変動対策
資金 岡山県庁経営支援課金融支援班

☎086-226-7361〔平日08:30~17:15〕
融 資 公的融資

最近1ヶ月の売上高が前年
又は前々年同期比5％以上
減少した事業者

《日本政策金融公庫》新型コロナウイルス感染症特別貸付 日本政策金融公庫 岡山支店
├国民生活事業（個人企業・小企業の方）
☎086-225-0011〔平日09:00~17:00〕
└中小企業事業（中小企業の方）
☎086-222-7666〔平日09:00~17:00〕

融 資 【融資上限】 6,000万円

最近1か月間の売上高等が
前年同月比5％以上減少した
中小企業者

《民間金融機関》新型コロナウイルス感染症対応資金
岡山県庁経営支援課金融支援班
☎086-226-7361〔平日08:30~17:15〕融 資 【融資上限】 3,000万円

売上減少で税金・社会保険料
の支払が困難な事業者

《国税庁・岡山県・岡山市》国税・県税・市税の納税猶予 国税
└岡山東税務署
☎086-225-3141〔平日08:30~17:00〕

猶 予 国税・県税・市税（法人市民税・固定資産税など）の納付を猶予
＊担保不要、延滞金免除

県税
└岡山県庁 総務部税務課
☎086-226-7241〔平日08:30~17:15〕

市税
└岡山市役所 財政局税務部収納課
☎086-803-1186〔平日08:30~17:15〕

《厚生労働省》社会保険料の納付猶予等
厚生労働省まで

猶 予 社会保険料（厚生年金保険料等、労働保険料等）を1年間、猶予
＊担保不要、延滞金免除

新型コロナ感染症の影響で
税金の申告納付が
できない事業者

《岡山市》法人市民税・事業所税の申告・納付期限延長
法人市民税

岡山市役所 財政局税務部 課税管理課
☎086-803-1169〔平日08:30~17:15〕猶 予 申告・納付期限を延長

事業所税


