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物理

1．新型コロナウイルス感染症（COVID-19）とは
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※１

※２

保健所に相談

※１症状がある場合の相談
（10 ページ参照）

⑴ かかりつけ医など身近な医療機関に

電話で相談

⑵ どこに相談すればいいかわからない

時は受診相談センター（24 時間対応）

　 097-506-2755

※３

11 ～ 12 ページ参照

外出（出勤）可

入院・自宅療養等（出勤停止）

外出（出勤）可 症状なし

入院・自宅療養等（出勤停止）
保健所・医師の
指示でＰＣＲ検査

　　人や

2．新型コロナウイルス感染症にかかる行動基準
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（23 ページ）
助言

一定期間を置いて
事業継続可否を再検討

接触者状況に応じて

ページ）

3．新型コロナウイルス感染者発生時のフローチャート



5 6

（23 ページ）
助言

一定期間を置いて
事業継続可否を再検討

接触者状況に応じて

ページ）
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4．感染リスクが高まる「５つの場面」
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5．主な症状・経過・傾向
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１．発熱や風邪症状等がある場合には、まずは「かかり
つけ医など身近な医療機関」に電話相談してくださ
い。

２．どこの医療機関に相談するか迷う場合や診療時間外
には、「受診相談センター」に電話相談してください。

6．感染したかもしれないと思ったら
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7．家庭で注意したい 新型コロナウイルス感染対策
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8．新型コロナウイルスの消毒について
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9．電話・オンラインによる診療
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10．感染症対策へのご協力をお願いします
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11．ご家庭でのごみの捨て方
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12．がんばろう！おおいた資金繰り応援資金・学生応援資金
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大分県信用組合（けんしん）の新型コロナウイルス対策特別融資

大分県内の大学生・短期大学生・大学院生・専門学校生を応援！

学資に！ 在学中は
ご返済
不要！

大

分を元気に！

県内就職
で利息支払
免除！ ご融資金額

２０万円
まで！

商 品 内 容

資金
新型コロナウイルス 

学生応援 

お取扱は、ローンプラザへ
TEL 0120-887-364

10：00～17：00（水・祝日除く）

●お使いみち：学資 ほか

●お申込いただける方：
　①大分県内にお住まいの大学生、
　　短期大学生、大学院生、専門学生
　　大分県内の大学、短期大学、
　　大学院、専門学校の在学生
　②契約時の年齢が満18歳以上の方
　③未成年者の場合、親権者の同意が必要です

●貸 付 形 式：証書貸付

●ご 融 資 額：20万円以内（１万円単位）

●ご融資期間：10年以内（最長６年据置可能）

●ご融資利率：年0.85％（固定金利）
　・在学期間中は０％
　・大分県内に就職された場合、卒業後も０％

●ご返済方法：
　・在学中は元金利息とも返済不要
　・卒業後、元金均等毎月払

大分県内に就職された場合、
残高に対する利息支払を免除します。

友だち追加 大分県信用組合から
キャンペーンや
商品情報などを
配信します！
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https://www.pref.oita.jp/site/covid19-oita/jinnkennsingatacorona-soudanmadoguti.html

　新型コロナウイルスに関連した人権相談

（新型コロナ人権相談専用ダイヤル　TEL：097-506-3181）

13．新型コロナウイルスに関する情報について（HP等）
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受診や予防に関する相談

最寄りの保健所（帰国者・接触者相談センター）　　〈24時間対応〉

※聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が困難な方は、FAXまたはE-mailを御利用ください。

感染症対策課

〒870-8501
大分市大手町３丁目１-１（別館４階）

Fax：097-506-1735

受診や予防に関するお問い合わせ先

保健所

大分市保健所

東部保健所

 国東保健部

中部保健所

 由布保健部

南部保健所

豊肥保健所

西部保健所

北部保健所

 豊後高田保健部

管轄市町村

大分市

別府市・杵築市・日出町

国東市・姫島村

臼杵市・津久見市

由布市

佐伯市

竹田市・豊後大野市

日田市・九重町・玖珠町

中津市・宇佐市

豊後高田市

電話番号

097-536-2222

0977-67-2511

0978-72-1127

0972-62-9171

097-582-0660

0972-22-0562

0974-22-0162

0973-23-3133

0979-22-2210

0978-22-3165

FAX（開庁時間のみ）

097-532-3356

0977-67-2512

0978-72-3073

0972-62-9173

097-582-0691

0972-25-0206

0974-22-7580

0973-23-3136

0979-22-2211

0978-22-2684

E-mail（開庁時間のみ）

hoyobo2@city.oita.lg.jp

a12080@pref.oita.lg.jp

a12082@pref.oita.lg.jp

a12083@pref.oita.lg.jp

a12084@pref.oita.lg.jp

a12085@pref.oita.lg.jp

a12086@pref.oita.lg.jp

a12087@pref.oita.lg.jp

a12089@pref.oita.lg.jp

a12091@pref.oita.lg.jp

令和 3年２月１日改定
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