
令和４年度くらしの便利帳訂正・変更表 令和４年４月１日現在

ページ

新規
修正
削除

項目 訂正・変更前 訂正・変更後

10 修正 消防署の名称と管轄区域 南消防署　南区南輝二丁目2-5 南消防署　南区浦安南町495-88

12 修正
災害ごとの避難の流れ
台風・大雨のとき

　

　   避難情報

13 修正 岡山県からの情報発信 「避難指示」「避難所の情報」なども発信。 避難指示などの防災情報も発信します。

13 修正
岡山県からの情報発信
おかやま防災情報メール

①空メールを送信する。
②配信希望情報などを登録する。
　登録用メールが30分以内に届きます。

①QRコードから空メールを送信する。
②返信された登録用メールの案内に従って配信希
望項目を返信する。

15 修正 よくある質問 目安は３日分 最低でも３日分できれば７日分

22 修正 岡山城天守閣（NEWS） 令和４年11月にリニューアルオープン 令和４年11月３日にリニューアルオープン

29 修正 よくある質問

●鹿田町駐車場
〔使用料〕
最初の１時間300円。以降30分毎100円
〔駐車可能台数〕300台
※鹿田町駐車場をご利用されて、…

●Dパーキング岡山市役所
〔平日７：30～18：30の使用料〕
最初の１時間310円。以降30分毎100円
〔駐車可能台数〕282台
※Dパーキング岡山市役所をご利用されて、…

32 修正 シーガルズ 市民クラブチーム「岡山シ―ガールズ」 市民クラブチーム「岡山シ―ガルズ」

34 修正 岡山の四季について教えてほしいです ８月上旬 ８月

34 修正 岡山の四季について教えてほしいです 10月上旬 令和４年は11月

35 修正 MOMOTAROH FANTASY JR岡山駅東口広場、西口広場
JR岡山駅東口広場、西口広場
(令和４年は一部変更予定）

39 修正 政策企画課　主な業務内容 総合計画、地方創生、大都市制度、広域行政など
総合計画、地方創生、大都市制度、広域行政、DX
の推進など

39 修正 ＩＣＴ推進課　主な業務内容
情報政策の企画・調整、情報通信技術の利活用促
進、情報システムの最適化、情報ガバナンスの推
進

情報通信技術の利活用促進、情報システムの最適
化、情報ガバナンスの推進

40 修正 生活安全課　電話番号 墓地管理係�803-1277 墓地・斎場係�803-1277

40 修正 生活安全課　電話番号 斎場整備推進室�803-1467 維持係�803-1467

40 修正 スポーツ振興課　電話番号
☎803-1614・1615
スポーツ誘致推進室 ☎803-1616

施設関係☎803-1615
振興関係☎803-1614・1616

40 削除 友楽園 ※友楽園の行を削除

40 修正 保健所　衛生検査センター　主な業務内容 保健所衛生課・保健課からの依頼検査など 保健所衛生課・感染症対策課からの依頼検査

41 修正 就園管理課　主な業務内容

保育園・認定こども園・地域型保育事業・幼稚園の
入園、公立幼稚園における緊急的な一時預かり事
業の利用、幼児教育・保育無償化の認定・給付に
関すること

保育園・認定こども園・地域型保育事業・幼稚園の
入園、幼児教育・保育無償化の認定・給付に関する
こと

41 新規
環境施設課
可燃ごみ広域処理施設整備室

可燃ごみ広域処理施設整備室　
�086-803-1420　FAX086-803-1896　可燃ごみ広
域処理施設整備に関すること

41 削除
環境施設課
岡南環境センター

※岡南環境センターの行を削除

44 修正 北区役所アクセス
駐車場は、鹿田町駐車場をご利用ください。（収容
台数３００台

駐車場は、Dパーキング岡山市役所（来庁者駐車
場）をご利用ください。（収容台数２８２台

44 修正 ⑤一宮地域センター 北区一宮553-1 北区一宮638-1（令和４年５月16日～）

44 修正 ⑪北ふれあいセンター JR吉備線 ＪＲ桃太郎線

48 修正 ⑥上道地域センター 東区楢原466 東区東平島191

48 削除 ⑥上道地域センター ※令和３年度中に東区東平島191番地へ移転予定 -

50 削除 南区役所案内図 岡南環境センター -

50 削除 ⑨福浜地域センター 岡南環境センター -

58 修正
住民票、印鑑証明などの証明書が必要なと
きは

「▶郵便で請求できるものもあります。」の行の下に
右記の内容を追加

▶オンラインで請求できるものもあります。
詳細は市HP
<https://www.city.
okayama.jp/kurashi/
0000033416.html>を
ご覧ください。

ただちに
避難

緊急安全確保

避難指示

高齢者等避難
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新規
修正
削除

項目 訂正・変更前 訂正・変更後

61 修正 市営火葬場使用料 東山斎場 東山斎場・岡山北斎場（星空の郷）

61 修正 証明書自動交付機が便利です
※年末・年始（12月29日～1月3日）、システムメンテ
ナンス時は休止します。

※年末・年始（12月29日～１月３日）、システムメン
テナンス時は休止します。
※証明書自動交付機では、住民票にマイナンバー
（個人番号）の記載はできません。

61 修正
住民票の写しなどがコンビニエンスストアな
どで取得できます

届出先　？区政推進課086-803-1033 ？区政推進課086-803-1033

61 修正
住民票の写しなどがコンビニエンスストアな
どで取得できます
サービス提供時間

６時30分～23時（12月29日～１月３日、システムメン
テナンス時を除く）

6時30分～23時（システムメンテナンス時を除く）

61 削除
住民票の写しなどがコンビニエンスストアな
どで取得できます
取得可能な証明書

※証明書自動交付機、コンビニ交付では、住民票
にマイナンバー（個人番号）の記載はできません。

-

61 修正
住民票の写しなどがコンビニエンスストアな
どで取得できます
証明発行手数料

窓口より100円安く取得できます。
窓口より100円安く取得できます。
※岡山市手数料条例に基づく減免の規定は適用さ
れません。

62 修正 市税の証明
※キャッシュレス決済（二次元コード決済）も利用可
能です。

※オンライン申請を開始しました。証明書は後日郵
送します。詳細についてはホームページをご覧くだ
さい。
※キャッシュレス決済（二次元コード決済、クレジット
カード決済）も利用可能です。

64 修正
固定資産税
固定資産台帳の縦覧・閲覧

縦覧期間４月１日～30日
縦覧期間４月１日～30日（30日が土・日曜、祝日の
場合は、その日以降の最初の平日）

67 修正
国保の給付（主なもの）　
高額療養費

医療機関の窓口で支払った1カ月の一部負担金
が、限度額を超えた場合、

医療機関の窓口で支払った1カ月の一部負担金
が、自己負担限度額を超えた場合、

68 修正 出産育児一時金
被保険者が出産したとき、42万円（産科医療補償制
度の対象でない場合は40万4千円）を支給します。

被保険者が出産したとき、42万円（産科医療補償制
度の対象でない場合、令和4年1月1日以降の出産
は40万8千円、それより前の出産は40万4千円）を支
給します。

68 修正 葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に５万円
が支給されます。

被保険者が死亡したとき、葬祭（火葬のみの場合も
含む）を行った人に５万円が支給されます。

71 新規 フレイル健康チェック -

◆フレイル健康チェック
　薬局や、地域の集まりなどでフレイル健康チェック
（心身の虚弱度の判定）を実施しています。
　専門職がチェック結果に応じてアドバイスを行いま
す。

72 修正
後期高齢者医療制度の給付（主なもの）　
自己負担割合

①現役並み所得者　３割　②その他　１割
※現役並み所得者・・・市民税課税所得（各種控除
後）が１４５万円以上ある被保険者および同一世帯
にいる被保険者。ただし、同一世帯の被保険者全
員の収入の合計額が、一定額未満の場合、申請を
すれば１割負担となります。

１割（現役並み所得者は３割）となります。
※現役並み所得者・・・市民税課税所得（各種控除
後）が１４５万円以上ある被保険者および同一世帯
にいる被保険者。
※令和４年１０月１日から、現役並所得者を除き、一
定以上の所得のある被保険者および同一世帯にい
る被保険者は、医療費の窓口負担割合が2割となり
ます。

72 修正
後期高齢者医療制度の給付（主なもの）　
限度額適用・標準負担額減額認定証

あらかじめ申請し認定を受けてください。 あらかじめ申請してください。

72 修正
後期高齢者医療制度の給付（主なもの）　
限度額適用認定証

あらかじめ申請し認定を受けてください。 あらかじめ申請してください。

73 修正
国民年金の加入など
国民年金保険料の納付

定額保険料
月額　16,610円（令和３年度）

定額保険料
月額　16,590円（令和４年度）

73 修正
国民年金の給付
老齢基礎年金

年金額（令和３年度）
年額　780,900円

年金額（令和４年度）
年額　777,800円

73 修正
国民年金の給付
障害基礎年金

年金額（令和３年度）　
１級の障害　年額　976,125円
２級の障害　年額　780,900円

年金額（令和４年度）　
１級の障害　年額　972,250円
２級の障害　年額　777,800円

73 修正
国民年金の給付
遺族基礎年金

年金額（令和３年度）　
子のある配偶者の場合
年額　1,005,600円（子１人の場合）
子に支給する場合
年額　780,900円（子１人の場合）

年金額（令和４年度）　
子のある配偶者の場合
年額　1,001,600円（子１人の場合）
子に支給する場合
年額　777,800円（子１人の場合）

76 修正 地域包括支援センター　北方分室　所在地 北区大和町二丁目４-30 北区大和町二丁目４-30　スペイン通り１階北A
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新規
修正
削除

項目 訂正・変更前 訂正・変更後

81 削除
病気のときには　▶市立病院など
福渡病院　診療科目

外科 -

81 修正
病気のときには　▶市立病院など
市民病院　診療科目

神経内科 脳神経内科

82 修正
こころと体の健康づくり
各種健（検）診

健康診査（問診・血液検査など）やがん検診（胃が
ん・肺がん・大腸がん・子宮がん・乳がん）、肝炎ウ
イルス検査、歯周病検診、高齢者歯科口腔健診を
行っています。

健康診査（問診・血液検査など）やがん検診（胃が
ん・肺がん・大腸がん・子宮がん・乳がん）、肝炎ウ
イルス検査、歯周病検診、口腔機能健診を行ってい
ます。

82 修正
こころと体の健康づくり
医療安全相談

保健所保健課☎086ｰ803-1254 保健所総務課☎086ｰ803-1254

87 新規
子育てサポートカレンダー
定期予防接種

※定期予防接種の４カ月の位置に右記の記載を追
加

B型肝炎　不活化ワクチン　３回接種　期間：出生後
から１歳未満

88 修正 よくある質問 子ども医療費助成の対象は、次の表のとおりです。 子ども医療費助成の内容は、次の表のとおりです。

88 修正 よくある質問の表（対象児童　対象年齢） 小学校就学前 就学前

89 修正 小・中学校への入学 小・中学校 小・中・義務教育学校

90 修正 子どもの健康　予防接種　内容 …ヒブ、小児肺炎球菌、水痘 …ヒブ、小児肺炎球菌、水痘、B型肝炎

90 修正 子どもの健康　予防接種　問い合わせ 保健所保健課 保健所感染症対策課

90 修正
各種助成・手当（主なもの）
就学援助

経済的理由で就学が困難な、公立小・中学校に通
う児童・生徒の保護者

経済的理由で就学が困難な、公立小・中・義務教育
学校に通う児童・生徒の保護者

90 修正
各種助成・手当（主なもの）
産後ケア事業

出産直後のお母さんが地域で安心して・・・利用に
は条件があります。

出産後のお母さんが地域で安心して・・・・利用には
条件があります。(産後１年未満）

90 新規
各種助成・手当（主なもの）
不妊に悩む人への特定治療支援事業・不
育治療費助成事業

末尾に右記の内容を追加

特定不妊治療支援事業は令和４年度は保険適用
に移行のため、令和３年度以前から開始し、令和４
年度へ年度をまたぐ治療についてのみ助成があり
ます。

92 修正 さんさん育児相談
身長・体重などの計測、発育、発達などに関する相
談

身長・体重などの計測、発育、発達などに関する相
談（オンライン型の育児相談もあります）

98 修正
家庭ごみの排出は市の有料指定袋を使っ
てください
有料化対象のごみ

可燃ごみ・不燃ごみ（資源化物およびせんてい枝、
枯れ葉（木葉）、草は無料）

可燃ごみ・不燃ごみ（資源化物および剪定枝、枯れ
葉（木葉）、草は無料）

100 削除
ごみの持ち込み施設　
岡南環境センター

※岡南環境センターの行を削除

100 修正 ごみ減量・リサイクルガイド どうすりゃ―ええ？ ど～すりゃ～ええ？

100 修正 ごみ減量・リサイクルガイド
（東区役所は総務・地域振興課）・各地域センターな
ど

（東区役所は総務・地域振興課）・各支所・各地域セ
ンターなど

100 修正
ごみの持ち込み施設
東部資源回収所
持込日時

毎週日曜　10時～15時 毎週日曜　８時～15時

100 修正
ごみの持ち込み施設
当新田資源回収所
持込日時

８時～11時30分、12時30分～15時30分 ８時～15時30分

100 修正 ごみの持ち込み施設
※資源化物（全品目）は民間協力事業者、蛍光管
は登録電器店でも回収しています。

※資源化物（小型家電を除く）は民間協力事業者、
小型家電は小型家電リサイクル協力店、蛍光管は
登録電器店でも回収しています。

101 修正 使用済小型家電の回収・リサイクル ごみ減量リサイクルガイド「ど～すりゃええ？」 ごみ減量リサイクルガイド「ど～すりゃ～ええ？」

101 削除
使用済小型家電の回収・リサイクル
ボックス設置施設

※ボックスに入らないものはお持ち帰りください。 -

101 新規
使用済小型家電の回収・リサイクル
ボックス設置施設

-
※粗大ごみより小さいもので、ボックスに入らないも
のは、回収ボックス横の赤色コンテナに入れてくだ
さい。

101 修正 使用済小型家電の回収・リサイクル
バッテリーを取り外せないものは資源化物（廃乾電
池等）として出してください。

電池・バッテリーを取り外せないものは、ビニール袋
に入れて資源化物（廃乾電池等）として出してくださ
い。

103 修正 止水板設置助成制度　助成対象
止水板設置（既製品）、設置のための費用（内外壁
止水工事ほか）

・止水板設置工事（止水板および関連工事）
・設置工事を要しない止水板の購入（止水板本体）

108 削除 主な市営駐車場 ※鹿田町駐車場の行を削除

110 新規
移住者・二拠点居住者向け中古住宅購入・
リフォーム補助

－ ４ページ参照
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新規
修正
削除

項目 訂正・変更前 訂正・変更後

111 新規
がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金
制度

- ４ページ参照

111 新規 マンションの適正管理に関する制度 - ４ページ参照

112 新規 葬儀・死亡　斎場 -
岡山北斎場（星空の郷）
北区富吉2707-8
�086-294-7600

113 修正
よくある質問
Ｑ雨の日でも、紙類や古布の収集を行いま
すか？

収集作業は行います。紙類は濡れていても構いま
せん。古布は、透明ないし半透明の袋に入れて出し
てください。

収集作業は行います。紙類や古布は、透明ないし
半透明の袋に入れて出してください。

116 修正
国・県の融資制度
〈日本政策金融公庫岡山支店〉

086-225-0011 0570-076-541

116 修正
市の主な融資制度
中小企業振興資金融資　利率

年1.5% 年1.39%

116 修正
市の主な融資制度
新事業創出資金融資

新事業創出資金融資 創業資金融資

116 修正
市の主な融資制度
新事業創出資金融資
申し込みのできる人

③創業後５年を経過していないもの
③創業後５年を経過していないもの
など

116 削除
市の主な融資制度
新事業創出資金融資　融資限度額

（①の場合、借入金額と同額以上の自己資金が必
要）

-

116 修正
市の主な融資制度
新事業創出資金融資　融資の期間

7年以内 10年以内

116 修正
市の主な融資制度
新事業創出資金融資　利率

年1.3% 年1.19%

116 削除
市の主な融資制度
創業資金融資

※創業資金融資の行を削除

116 削除 よくある質問 「創業資金」 -

116 削除 よくある質問

また、事業承継資金融資に関しては、中小企業に
おける経営の承継の円滑化に関する法律第１２条
第１項の認定を受ける必要がありますので、事前に
産業振興・雇用推進課中小企業振興室（�086-
803-1325）まで問い合わせください。

-

116 修正 よくある質問 中小企業振興室 中小企業振興室（�086-803-1325）

118 修正 同行通訳・翻訳ボランティア 同行通訳・翻訳ボランティア 通訳・翻訳ボランティア

118 修正 ホームステイボランティア ホームステイボランティア ホームステイ・ホームビジットボランティア

122 修正 ソフトボール場 岡山西部総合公園（仮称）多目的広場 北長瀬未来ふれあい総合公園多目的広場

123 修正 サッカー場＜クレー＞ 岡山西部総合公園（仮称）多目的広場 北長瀬未来ふれあい総合公園多目的広場

123 修正 テニス（硬式・軟式両用）<クレーコート>
東山プールテニスコート
中区赤坂本町11-50
3面（バレーコート1面）

旭東テニスコート
中区網浜786
4面（バレーコート兼用1面）

新規追加項目

P110 移住者・二拠点居住者向け中古住宅購入・リフォーム補助

移住定住支援室（市民協働企画総務課内）�086-803-1335

令和４年４月１日以降に岡山市に移住または二拠点居住をする人を対象に、中

古住宅の購入、リフォームにかかる費用の一部を補助します。

※詳細はお問い合わせください。

補助金額 ※併用可

・購入の場合 上限30万円 ・リフォームの場合 上限20万円

P111 がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金制度

住宅課 �086-803-1466

がけ地の崩落などにより、危険な区域に建っている住宅の安全な場所への移

転を促進するため、除却などに要する経費の一部を補助します。

補助対象者

市内の土砂災害特別警戒区域などにある住宅を除却する人

補助金額

（１）危険住宅の除却事業：975,000円/戸

（２）危険住宅に代わる住宅の建設、購入および改修事業：資金を金融機関等

から借り入れた場合の利子に相当する額（年8.5%以内）

詳細はお問い合わせください。

P111 マンションの適正管理に関する制度

住宅課 �086-803-1466

◆マンション管理士派遣制度

管理に問題を抱えるマンション管理組合などへマンション管理士を派遣しま

す。

◆マンション管理計画認定制度

マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に適切な管理計画をもつ

マンションとして認定を受けることができます。詳細はお問い合わせください。

- 4 ｰ


