古い基準で建てられた木
造住宅の耐震診断・補強計
画作成・改修工事の費用の
一部を補助しています︒地
震から命と財産を守るため︑
住まいの耐震化をご検討く
ださい︒
◆対象 ▼耐震診断補助＝
昭和 年５月 日以前に
着工された︑２階建て以
下の在来工法で建てられ
た一戸建て木造住宅▼耐
震改修補助＝市の基準に
適合する耐震診断を行っ
たもので︑倒壊のおそれ
があると診断され︑補強
計画が作成されている一
戸建て木造住宅

12

31

20

補強 200㎡以下 28,000円（自己負担14,000円）
計画 200㎡超
35,000円（自己負担17,500円）
耐震診断補助

耐震 200㎡以下 40,000円（自己負担2,000円）
診断 200㎡超
50,000円（自己負担2,500円）

スマート通勤おかやまと
は︑渋滞緩和のために︑ノ
ーマイカー通勤や時差出勤
などの﹁環境にやさしい通
勤﹂を行う取り組みのこと︒
今年で７年目を迎えます︒
自転車や徒歩︑公共交通
を使って︑スマートな通勤
にご協力ください︒
◆参加方法
①期間中︑都合のいい日
︵１日でもＯＫです︶に
スマート通勤を実施して
ください︒
②通勤手段の変更状況など
を︑ホームページ上で入
力 し て く だ さ い ︒︵ 専 用
ページを開設予定︶
56

◆補助金額 左表のとおり
◆申込
月 日まで︵募
集件数に達し次第終了︶

補助金額
延床面積

086-803-1730
☎086-803-1445
建築指導課
問い合わせ・申し込み

参加者の皆さんには︑健
※
康な身体づくりのための
コラムや︑自転車利用情
報を掲載したメールニュ
ース︑実施結果をお知ら
せします︒
スマート通勤おかやま ホームページ
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/mm/

086-803-1883

☎086-803-1583

市教育委員会就学課

問い合わせ

800,000円（リフォームを除く
耐震化工事費用の１/２以内）
耐震
改修補助

街路交通課 ☎086-803-1376 国土交通省岡山国道事務所計画課 ☎086-214-2310
問い合わせ

へのご協力をお願いします

スマート通勤おかやま2013
参加者募集

環境にやさしい通勤
爽やかな秋に

地震への備えをお忘れなく

木造住宅の耐震化にかかる
費用を補助しています

「みんなに愛される学校に」

足守地区の新しい小中一体型校舎の
愛称が「あしもり学園」に決まりました

平成 年４月から︑市立
足守中学校と市立蛍明小学
校が入る︑市で初となる小
中一体 型 校 舎の愛称が︑﹁あ
しもり学園﹂に決まりまし
た︒
歴史ある足守地区にふさ
わしく︑小学生から中学生
までが親しみを持ちやすい
という観点から名づけられ
たものです︒今後は︑一体
型校舎の特色を生かした効
果的な小中一貫教育を展開
していきます︒

▶完成イメージ
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市民スポーツ・レクリエーションの祭典

第71回岡山市民体育大会
問い合わせ

開 催 場 所

10
14

下表の種目を開催します︒
参加方法は学区参加・オー
プン参加・当日参加の３種
類があり︑学区参加は学区
対抗戦で得点を競います︒

開 催 種 目

◆期日
月 日㈷
◆場所 県総合グラウンド︑
岡山ドームほか
◆申込

15

●学区参加の人 学区体育
協会を通じて９月６日ま
でに大会事務局へ

●オープン参加の人 はが
きに住所︑氏名︵団体の
場 合 は 全 員 の 氏 名 ︶︑ 年
齢︑電話番号︑参加種目
を記入し︑９月６日まで
に︒宛て先は︑各問い合
わせ先または大会事務局
までお問い合わせくださ
い︒
当日参加の人は申し込み
※
不要です︒
︹雨天の場合︺
ティーボール大会・少年
柔道大会・シニアバレーボ
ール親睦大会・ソフトバレ
ーボール交流大会・市民ハ
イキング・少年サッカー大
会以外は中止します︒
当日の開催可否を︑スポ
ーツ振興課ホームページお
よび市公式携帯サイトに︑
６時 分ごろ掲載します︒

市民体育大会事務局（スポーツ振興課内）☎086-803-1614 FAX 086-803-1768
各競技の詳細などについては各問い合わせ先へ
スポーツ振興課ホームページ http://www.city.okayama.jp/shimin/sportsshinkouka/
市公式携帯ホームページ
http://mobile.city.okayama.jp/

参 加 資 格

参加方法

問い合わせ先

種目により制限あり（詳しくは学区体協へ）

学区

市民体育大会事務局 ☎086-803-1614

グラウンドゴルフ大会★ 百間川グラウンドゴルフ場 年齢・性別不問（１チーム６人）

学区

市グラウンドゴルフ協会岡山会 ☎086-279-6621

学区対抗トラック＆フィールド競技★ 県陸上競技場

県総合グラウンドスポーツの森広場 年齢・性別不問（１チーム３人） 学区、オープン、当日 市ペタンク協会 ☎086-255-3566

ペタンク大会★

ターゲットバードゴルフ大会★ 藤田リバーサイドＴＢＧコース 社会人、性別不問

学区、オープン 市ＴＢＧ協会

☎086-296-2891

当日

市レクリエーション協会 ☎086-254-2823

年齢・性別不問（１チーム10〜15人）

オープン

県ティーボール連盟 ☎086-256-7101

小・中学生（経験者に限る）

オープン

市柔道連盟

レクリエーション大会

県総合グラウンド多目的広場 年齢・性別不問

ティーボール大会

岡山ドーム

少年柔道大会

県武道館

☎086-275-2882

シニアバレーボール親睦大会 県体育館

50歳以上、性別不問

オープン、当日 市婦人バレーボール協議会 ☎086-278-1362

ソフトバレーボール交流大会 県体育館

年齢・性別不問

オープン、当日 市ソフトバレーボール連盟 ☎086-948-5004

市民ハイキング

県陸上競技場前

年齢・性別不問

当日

市民ハイキングの会 ☎086-232-3663

５時間リレーマラソン

県総合グラウンド内周回 年齢・性別不問

当日

県庁走ろう会 萱野泰久さん ☎090-7373-5351

ゲートボール大会

二日市スポーツ広場

年齢・性別不問（１チーム５〜７人）

オープン

市ゲートボール協会 ☎086-253-9182

少年サッカー大会

操車場跡地公園

連盟登録チーム（４年生以下、１チーム８人）

オープン

市少年サッカー連盟 ☎086-276-3503

エンジョイフットサル大会 灘崎町総合公園フットサルコート 年齢・性別不問（１チーム５人以上）

オープン

市民体育大会事務局 ☎086-803-1614

野外パーティサイクリング ※10/13開催 県総合グラウンド野球場前広場発 小学４年生以上（小学生は保護者同伴、参加費1,500円) オープン（先着150人） 市サイクリング協会 ☎086-263-2662
★は学区得点種目

誰もが暮らしやすい社会について考えてみませんか

「人権のまちづくり塾」受講者を
募集しています
問い合わせ・申し込み

ワークショップ
平成26年
１月19日㈰ 「災害と人権〜避難所運営を中心に〜」
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ワークショップや見学な
ど︑体験型を多く取り入れ
たバラエティ豊かな連続講
座です︒誰もが暮らしやす
い社会について︑一緒に考
えてみませんか︒
◆期日 左表のとおり︵全
４回︶

11月16日㈯ 渋染一揆に学ぶ

40

▲避難所運営ゲームのイメージ

◆場所 岡山国際交流セン
ター︵北区奉還町二丁目︶
ほか

〜歴史館から新良田教室まで〜
10月19日㈯
長島愛生園フィールドワーク

◆募集人数 ▼第２・３回
＝ 人 ▼ 第 ４回 ＝ 人
︵複数回受講希望者︑市
内在住者の順に優先︶
第１回は当日先着２７
※
０人︵申込不要︶︒

藤井輝明さんハートフル講演会
「このあざは、ぼくの大事な宝物」

◆申込 申込書︵同課ほか
で配布︶を郵送︑ファク
ス︑電子メールで９月
日までに

第１回 第２回 第３回 第４回

10月５日㈯

人権推進課 ☎086-803-1070
086-225-1699
電子メール jinkensuishin@city.okayama.jp

