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https://www.city.okayama.jp/
岡山市ホームページ

086-803-1000（代）
岡山市役所

岡山市役所公式LINEで情報発信しています！

各支所・地域センター・福祉事務所の連絡先は14ページをご確認ください。
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熱中！スポーツ

情報のひろば

相談のページ

施設ガイド

健康のページ

withコロナ時代の「新しい日常」へ　
　ブランチ岡山北長瀬（北区北長瀬表町二丁目）が岡山操車場跡地にオープンして６月で１周年を迎えました。新型
コロナウイルス感染症予防に注意しながら、新しい生活様式を取り入れた「新しい日常」を過ごしていきましょう。
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新型コロナウイルス
相談チャット

新型コロナウイルス相談チャット

Ｑ.問い合わせ

A.回答

〔　　　　　　　　　　　　　　　　  〕

新型コロナウイルス相談チャット試行導入！

お問い合わせ先

パソコンや
スマートフォンの
ブラウザで
利用できます。

 ■ 問  広報広聴課　☎086-803-1025

申請期限が迫っています！
特別定額給付金制度

令和２年８月17日㈪まで（消印有効）

 ■ 問  特別定額給付金コールセンター　☎0120-131-392
　（土・日曜、祝日を除く８時30分～17時）

市民活動支援金について

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、地域で増
加することが考えられる福祉・教育・子育てなどの地域課
題に対して取り組み、困難を抱える市民を支援する活動を
行う際、市民活動団体に支援金を支給します。

※①または②に該当する人のうち、新型コロナウイルス感染
　症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した人が対象

①令和２年６月分の児童扶養手当の受給者
②公的年金給付等を受給していることにより、令和２年６
　月分の児童扶養手当を受けていない人
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
　直近の収入が児童扶養手当の支給対象となる水準に下が
　った人

　不審な電話やメールに注意してください。お困りの場合
は、新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン
（☎0120-213-188）にご相談ください。

　申請期間を過ぎた場合は申請をお受けできません。申請
忘れのないようにご注意ください。
　申請書がまだ届いていない、または紛失した人は大至急
同コールセンターまでご連絡ください。

・問い合わせ内容によっては、回答できない場合もありま
　す。
・問い合わせに名前や住所などの個人情報は入力しないで
　ください。

　新型コロナウイルスに関する問い合わせに、ＡＩチャッ
トボットが「よくある質問」から適切な内容をお答えしま
す。

詐欺に注意

申請期間

申請期限　９月30日まで

申請は、８月３日から受け付けを開始しています。

 ■ 問    ■ 申  市民協働企画総務課　☎086-803-1061

　ひとり親世帯の生活を支援するための一時金として、対
象の人に以下の給付金を支給します。

ひとり親世帯臨時特別給付金について

対象者

　①

　②

　③

申請

不要

必要

　　　基 本 給 付

支給時期

８月上旬

９月以降

　　　金　額 申請

必要

 追加給付 ※ 

支給時期

９月以降

　  対象外

  金　額

１世帯に

　つき

 ５万円

 ■ 問  ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
　☎0120-950-731（土・日曜、祝日を除く８時～17時）

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の売上回復などを早急に支援す
るため、「がんばろう岡山市！スマホ決済最大20％が戻ってくるサマーキャンペーン」
を実施します。キャンペーン期間中に対象店舗においてPayPayで支払うと、決済金額
の最大20％をポイント還元します。

□PayPayの導入を検討している事業者　　
　☎0120-957-640（PayPay加盟店新規受付センター・年中無休10時～19時）
□PayPay利用者または利用を検討している人
　☎0120-990-634（PayPayカスタマーサポート窓口・年中無休24時間受付）
□本事業について
　☎086-803-1342（産業振興・雇用推進課）

●対象店舗　市内のPayPayが利用できる店舗などのうち、市が対象として指定する店舗など　　　　　　　　　
　　　　　　※右記のポスターが目印です。詳細は市ＨＰをご確認ください。

●実施期間　令和２年８月１日㈯から31日㈪まで

●還元内容　還元率２０％　　１回当たりの付与上限　1,000円相当
　　　　　　　　　　　　　　期間中の付与上限　　　5,000円相当

がんばろう岡山市！スマホ決済最大20％が
戻ってくるサマーキャンペーン

新型コロナウイルス関連情報 経営などにお困りの事業者の皆さまへ事業者向け支援

●支　給　額
●支給対象者

中小・小規模事業者向け

医 療 法 人 等 向 け

農 林 漁 業 者 向 け

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げが減少している市内事業者へ、事業継続のための支援金を支給します。
※使途に制限はありません。なお、申請受け付けは郵送のみとなります。

中小企業者（小規模事業者を除く）：20万円　小規模事業者：10万円

●申請・問合先 このページの最下部をご覧ください。

●申請・問合先 このページの最下部をご覧ください。

●申請・問合先 このページの最下部をご覧ください。

主たる事業所が市内にあり、令和２年２月～10月までのいずれか１カ月の売上高が、前年同月比
20％以上減少している中小企業者または小規模事業者

●支　給　額
●支給対象者

常時使用する従業員が６～100人：20万円　５人以下：10万円

●申請・問合先 保健福祉企画総務課　〒700-8546　北区鹿田町一丁目１-１　☎086-803-1204

①医療法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、認定ＮＰＯ法
　人および市内に病院などを個人名義で開設している医師、歯科医師または助産師
②主たる事務所が市内にあり、令和２年２月～10月までのいずれか１カ月の収入が、前年同月比
　20％以上減少している法人など

●支　給　額
●支給対象者

個人農林漁業者：10万円　農事組合法人：20万円（従事者数20人以下は10万円）

●申請・問合先 申請：原則、郵送でＪＡ岡山各営農センター、営農部指導課およびＪＡ晴れの国岡山瀬戸支店まで
書類：市ＨＰ、農林水産課、区役所、支所、地域センター、市内の農業、漁業協同組合などで入手可
問合：お近くの農業協同組合の窓口、農林水産課（☎086-803-1344、1346）

以下の①～③の要件を備える者のうち、上記の事業継続支援金を受給していない者
①市内に住所がある個人農林漁業者および市内に主たる事業所がある農事組合法人
②収入全体の１／２以上を農林漁業の収入が占めている者
③令和２年２月～10月までのいずれか１カ月の売上高が、前年同月比20％以上減少している者

①事業継続支援金 11月30日まで受付中

●補　助　額

新型コロナウイルス感染症の影響からの経済活動の回復期における販売促進の取り組みを支援します。
※当事業は給付金ではなく補助事業です。なお、申請受け付けは郵送のみとなります。

中小企業者（小規模事業者を除く）：上限20万円　小規模事業者：上限10万円　※上限まで補助率10/10
●補助対象者 主たる事業所が市内にあり、令和２年２月～10月までのいずれか１カ月の売上高が、前年同月比

20％以上減少している中小企業者または小規模事業者であって、令和２年５月14日～
11月30日までに補助対象となる取り組みを行い、支払いが完了したものであること。

③販売促進補助金 ※事業復興支援補助金から
　名称が変わりました 12月25日まで受付中

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業内容の見直し（業態の転換など）を行う市内事業者に補助金を支給します。
※当事業は給付金ではなく補助事業です。なお、申請受け付けは郵送のみとなります。

３密対策のための
空調設備導入など

店舗改修

オンライン
レッスン
セミナー
ライブ配信

オンラインの
展示会・商談会

ネット販売
通信販売

テイクアウト
ドライブスルー
デリバリー

テレワーク
感染症対策用品
製造のための
設備投資

ウィズコロナ時代に
ふさわしい新事業、
新サービス、新商品開発

テラス営業

●補　助　額 中小企業者（小規模事業者を除く）：上限20万円　小規模事業者：上限10万円　※上限まで補助率10/10
●補助対象者 主たる事業所が市内にあり、令和２年２月～８月までのいずれか１カ月の売上高が、前年同月比

50％以上減少している中小企業者または小規模事業者であって、令和２年２月１日～
９月30日までに補助対象となる取り組みを行い、支払いが完了したものであること。

②事業向上補助金 10月31日まで受付中

＜補助対象となる取り組み内容例＞

ノベルティ・サンプル品等
作成委託

クーポン・割引券の
デザイン作成委託

広告宣伝・広告デザイン
作成委託

インターネット販売サイト
出店料、展示会等出展小間料

＜補助対象となる取り組み内容例＞

岡山商工会議所
北区厚生町三丁目１-15
☎086-232-2266

名　称
住　所
電　話

岡山北商工会
北区御津宇垣1630-１
☎086-724-2131

岡山西商工会
北区庭瀬488-６
☎086-293-0454

岡山南商工会
南区藤田564-131
☎086-296-0765

赤磐商工会瀬戸支所
東区瀬戸町瀬戸91-15
☎086-952-0323

申請・お問い合わせ先（受付時間／９時～17時　土・日曜、祝日を除く）
※①事業継続支援金（医療法人等向け、農林漁業者向けを除く）・②事業向上補助金・③販売促進補助金に限ります。

※詳細は市ＨＰ、申請書類などをご確認ください。

×

５万円
＋

第２子以降１人
につき３万円

＋
２万円（市独自）
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新型コロナウイルス
相談チャット

新型コロナウイルス相談チャット

Ｑ.問い合わせ

A.回答

〔　　　　　　　　　　　　　　　　  〕

新型コロナウイルス相談チャット試行導入！

お問い合わせ先

パソコンや
スマートフォンの
ブラウザで
利用できます。

 ■ 問  広報広聴課　☎086-803-1025

申請期限が迫っています！
特別定額給付金制度

令和２年８月17日㈪まで（消印有効）

 ■ 問  特別定額給付金コールセンター　☎0120-131-392
　（土・日曜、祝日を除く８時30分～17時）

市民活動支援金について

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、地域で増
加することが考えられる福祉・教育・子育てなどの地域課
題に対して取り組み、困難を抱える市民を支援する活動を
行う際、市民活動団体に支援金を支給します。

※①または②に該当する人のうち、新型コロナウイルス感染
　症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した人が対象

①令和２年６月分の児童扶養手当の受給者
②公的年金給付等を受給していることにより、令和２年６
　月分の児童扶養手当を受けていない人
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
　直近の収入が児童扶養手当の支給対象となる水準に下が
　った人

　不審な電話やメールに注意してください。お困りの場合
は、新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン
（☎0120-213-188）にご相談ください。

　申請期間を過ぎた場合は申請をお受けできません。申請
忘れのないようにご注意ください。
　申請書がまだ届いていない、または紛失した人は大至急
同コールセンターまでご連絡ください。

・問い合わせ内容によっては、回答できない場合もありま
　す。
・問い合わせに名前や住所などの個人情報は入力しないで
　ください。

　新型コロナウイルスに関する問い合わせに、ＡＩチャッ
トボットが「よくある質問」から適切な内容をお答えしま
す。

詐欺に注意

申請期間

申請期限　９月30日まで

申請は、８月３日から受け付けを開始しています。

 ■ 問    ■ 申  市民協働企画総務課　☎086-803-1061

　ひとり親世帯の生活を支援するための一時金として、対
象の人に以下の給付金を支給します。

ひとり親世帯臨時特別給付金について

対象者

　①

　②

　③

申請

不要

必要

　　　基 本 給 付

支給時期

８月上旬

９月以降

　　　金　額 申請

必要

 追加給付 ※ 

支給時期

９月以降

　  対象外

  金　額

１世帯に

　つき

 ５万円

 ■ 問  ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
　☎0120-950-731（土・日曜、祝日を除く８時～17時）

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の売上回復などを早急に支援す
るため、「がんばろう岡山市！スマホ決済最大20％が戻ってくるサマーキャンペーン」
を実施します。キャンペーン期間中に対象店舗においてPayPayで支払うと、決済金額
の最大20％をポイント還元します。

□PayPayの導入を検討している事業者　　
　☎0120-957-640（PayPay加盟店新規受付センター・年中無休10時～19時）
□PayPay利用者または利用を検討している人
　☎0120-990-634（PayPayカスタマーサポート窓口・年中無休24時間受付）
□本事業について
　☎086-803-1342（産業振興・雇用推進課）

●対象店舗　市内のPayPayが利用できる店舗などのうち、市が対象として指定する店舗など　　　　　　　　　
　　　　　　※右記のポスターが目印です。詳細は市ＨＰをご確認ください。

●実施期間　令和２年８月１日㈯から31日㈪まで

●還元内容　還元率２０％　　１回当たりの付与上限　1,000円相当
　　　　　　　　　　　　　　期間中の付与上限　　　5,000円相当

がんばろう岡山市！スマホ決済最大20％が
戻ってくるサマーキャンペーン

新型コロナウイルス関連情報 経営などにお困りの事業者の皆さまへ事業者向け支援

●支　給　額
●支給対象者

中小・小規模事業者向け

医 療 法 人 等 向 け

農 林 漁 業 者 向 け

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げが減少している市内事業者へ、事業継続のための支援金を支給します。
※使途に制限はありません。なお、申請受け付けは郵送のみとなります。

中小企業者（小規模事業者を除く）：20万円　小規模事業者：10万円

●申請・問合先 このページの最下部をご覧ください。

●申請・問合先 このページの最下部をご覧ください。

●申請・問合先 このページの最下部をご覧ください。

主たる事業所が市内にあり、令和２年２月～10月までのいずれか１カ月の売上高が、前年同月比
20％以上減少している中小企業者または小規模事業者

●支　給　額
●支給対象者

常時使用する従業員が６～100人：20万円　５人以下：10万円

●申請・問合先 保健福祉企画総務課　〒700-8546　北区鹿田町一丁目１-１　☎086-803-1204

①医療法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、認定ＮＰＯ法
　人および市内に病院などを個人名義で開設している医師、歯科医師または助産師
②主たる事務所が市内にあり、令和２年２月～10月までのいずれか１カ月の収入が、前年同月比
　20％以上減少している法人など

●支　給　額
●支給対象者

個人農林漁業者：10万円　農事組合法人：20万円（従事者数20人以下は10万円）

●申請・問合先 申請：原則、郵送でＪＡ岡山各営農センター、営農部指導課およびＪＡ晴れの国岡山瀬戸支店まで
書類：市ＨＰ、農林水産課、区役所、支所、地域センター、市内の農業、漁業協同組合などで入手可
問合：お近くの農業協同組合の窓口、農林水産課（☎086-803-1344、1346）

以下の①～③の要件を備える者のうち、上記の事業継続支援金を受給していない者
①市内に住所がある個人農林漁業者および市内に主たる事業所がある農事組合法人
②収入全体の１／２以上を農林漁業の収入が占めている者
③令和２年２月～10月までのいずれか１カ月の売上高が、前年同月比20％以上減少している者

①事業継続支援金 11月30日まで受付中

●補　助　額

新型コロナウイルス感染症の影響からの経済活動の回復期における販売促進の取り組みを支援します。
※当事業は給付金ではなく補助事業です。なお、申請受け付けは郵送のみとなります。

中小企業者（小規模事業者を除く）：上限20万円　小規模事業者：上限10万円　※上限まで補助率10/10
●補助対象者 主たる事業所が市内にあり、令和２年２月～10月までのいずれか１カ月の売上高が、前年同月比

20％以上減少している中小企業者または小規模事業者であって、令和２年５月14日～
11月30日までに補助対象となる取り組みを行い、支払いが完了したものであること。

③販売促進補助金 ※事業復興支援補助金から
　名称が変わりました 12月25日まで受付中

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業内容の見直し（業態の転換など）を行う市内事業者に補助金を支給します。
※当事業は給付金ではなく補助事業です。なお、申請受け付けは郵送のみとなります。

３密対策のための
空調設備導入など

店舗改修

オンライン
レッスン
セミナー
ライブ配信

オンラインの
展示会・商談会

ネット販売
通信販売

テイクアウト
ドライブスルー
デリバリー

テレワーク
感染症対策用品
製造のための
設備投資

ウィズコロナ時代に
ふさわしい新事業、
新サービス、新商品開発

テラス営業

●補　助　額 中小企業者（小規模事業者を除く）：上限20万円　小規模事業者：上限10万円　※上限まで補助率10/10
●補助対象者 主たる事業所が市内にあり、令和２年２月～８月までのいずれか１カ月の売上高が、前年同月比

50％以上減少している中小企業者または小規模事業者であって、令和２年２月１日～
９月30日までに補助対象となる取り組みを行い、支払いが完了したものであること。

②事業向上補助金 10月31日まで受付中

＜補助対象となる取り組み内容例＞

ノベルティ・サンプル品等
作成委託

クーポン・割引券の
デザイン作成委託

広告宣伝・広告デザイン
作成委託

インターネット販売サイト
出店料、展示会等出展小間料

＜補助対象となる取り組み内容例＞

岡山商工会議所
北区厚生町三丁目１-15
☎086-232-2266

名　称
住　所
電　話

岡山北商工会
北区御津宇垣1630-１
☎086-724-2131

岡山西商工会
北区庭瀬488-６
☎086-293-0454

岡山南商工会
南区藤田564-131
☎086-296-0765

赤磐商工会瀬戸支所
東区瀬戸町瀬戸91-15
☎086-952-0323

申請・お問い合わせ先（受付時間／９時～17時　土・日曜、祝日を除く）
※①事業継続支援金（医療法人等向け、農林漁業者向けを除く）・②事業向上補助金・③販売促進補助金に限ります。

※詳細は市ＨＰ、申請書類などをご確認ください。

×

５万円
＋

第２子以降１人
につき３万円

＋
２万円（市独自）
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２ｍ以上

みんなで新型コロナウイルス感染症の再流行に備えよう

熱中症予防のため
適宜マスクを外しましょう

 忘れずに手洗いを！
～５つのタイミング～

要注意

他の人と
十分な距離を取る！

水分補給をしましょう

1メートル以内、15分以上の接触した可能性

（平日９時～21時、土日祝９時～17時）
☎086-803-1360

岡山市新型コロナウイルス
受診相談センター

接触通知アプリ（COCOA）
を活用しましょう

 ■ 問   保健課 ☎086-803-1262

＜相談・受診の目安＞

・気温や湿度の高い中でのマスク着用は要注意
・屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保できる場
　合には、マスクを外す
・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運動を避
　け、周囲の人との距離を十分に確保した上で、適宜マスク
　を外して休憩を

　新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA：COVID-19 
Contact Confirming Application）は、利用者本人の同意を
前提にスマートフォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利
用し、お互いに分からないようプライバシーを確保した上で、
新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、
通知を受けることができるスマートフォンアプリです。
　利用者は、陽性者と接触した可能性が分かることで検査の受
診など保健所のサポートを早く受けることができます。利用者
が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待されま
す。詳細は、厚生労働省ＨＰをご覧ください。

・接触に関する記録は、端末の中だけで管理し、外にはでません
・どこで、いつ、誰と接触したのかは、互いにわかりません
 ※端末の中のみで接触の情報（ランダムな符号）を記録します
※記録は14日経過後に無効となります
※連絡先、位置情報など個人が特定される情報は記録しません
※ブルートゥースをオフにすると情報を記録しません

１　公共の場所から帰ったとき
２　咳やくしゃみ、鼻をかんだとき
３　食事を取る前と後
４　外にあるものに触ったとき
５　病気の人のケアをしたとき

  十分な時間をかけた手洗いで、
手に付いたウイルスの量は

約10,000分の1に減少！

（※）妊婦、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患
（COPD等）などの基礎疾患がある人や透析を受け
ている人、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人

※「手洗いの、５つのタイミング」（厚生労働省ＨＰより引用）
画像出典：政府インターネットTV
　　　　　「正しい手洗いの仕方」

●息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、
　高熱などの強い症状のいずれかがある場合

　上記以外の人で発熱や咳など比較的軽い
風邪の症状が（特に４日以上）続く場合も
ご相談ください。
※解熱剤などを飲み続けなければならない人も同様です。

●重症化しやすい人（※）で、発熱や咳などの
　比較的軽い風邪の症状がある場合

　「withコロナ」の時代の中で、新型コロナウイルス感染症の再流行を防ぐためには「新しい生活様
式」を実践していくことが重要になってきます。市民みんなの意識と行動を変えて、コロナの再流行に備
えていきましょう。

【市民向け】相談窓口

【事業者向け】融資・相談窓口

●支援担当課が分からないときは、新型コロナウイルス対策専用ダイヤルへ
☎086-803-1400（土・日曜、祝日除く、８時30分～17時15分）

　　　　　　問い合わせ先
●収納課
☎086-803-1186

●料金課
☎086-803-1641～1644

●岡山市営住宅管理センター
（日曜、祝日を除く８時30分～17時15分）
☎086-206-5560
●岡山市保険料減免等コールセンター
（土・日曜、祝日を除く９時～17時15分）
☎086-897-1126
●ねんきん加入者ダイヤル
☎0570-003-004
●ねんきんダイヤル
☎0570-05-1165
●みんなの人権110番
（全国共通人権相談ダイヤル）
☎0570-003-110
●外国語人権相談　
☎0570-090-911
●岡山市男女共同参画相談
　支援センター
（配偶者暴力相談支援センター）
☎086-803-3366
●DV相談＋（プラス）
☎0120-279-889
・チャット・メール
（外国語相談可）
●消費生活センター
☎086-803-1109（相談専用電話）
※消費者ホットライン「いやや」
（局番なしの188）も利用可

　　　　　　　　　内　　容

個人市県民税・固定資産税などの納税猶予のご相談

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
負担金などの納付相談

市営住宅の家賃支払いが困難な人のご相談

収入減少による国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険
料の減免や、傷病手当金の申請を受け付けています。詳細は市ＨＰ
をご確認いただくか、右記コールセンターまでご相談ください。

国民年金保険料免除などの特例措置についてのご相談

感染した人やそのご家族、医療従事者などに対しての
不当な差別・偏見・いじめ・誹謗中傷でお悩みの人

インターネット人権相談受付窓口もあり

配偶者などによる暴力にお悩みの人
①月～土曜の各日10時～19時30分
（火曜は除く）
②日曜、祝日の各日10時～16時30分
配偶者などによる暴力にお悩みの人
（24時間受付）
チャットやメール相談も受け付け
（チャットは12時～22時受付）

不審な電話やメールなど消費生活に関するトラブルで
お悩みの人（土・日曜、祝日を除く９時～16時）

　　　　　　　　　内　　容

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが５％以
上減少し、運転資金などでお困りの人に国・自治体が
設けた特別な融資制度があります。まずは、お近くの
金融機関にご相談ください。

国・県・市の各種融資を利用する際に必要なセーフテ
ィネット保証および危機関連保証の認定申請を受付中
です。
無利子・無担保等「融資」、休業に係る「雇用調整助
成金」、販路開拓・ものづくり等「補助金」、「持続化
給付金」、「市事業継続支援金」、「市事業向上補助金」、
「市販売促進補助金」などの相談受付窓口。
新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化し
た際、従業員を一時的に休業させるなどにより雇用を
維持し、一定要件を満たした場合に雇用調整助成金が
国から支給されます。

ＮＰＯ法人向けの支援情報をＨＰ「つながる協働ひろ
ば」に掲載

　　　 名　　称

市税の納税相談

各種料金の納付相談

市営住宅家賃の納付相談

各保険料の減免など

国民年金保険料免除など

人権への配慮

相談ほっとライン

DV相談＋（プラス）

消費生活相談

　　　 名　　称

【無利子・無担保】
運転資金などの特別な融
資制度

セーフティネット保証・
危機関連保証の認定・経
営相談等窓口

ワンストップ経営相談窓口
（※岡山商工会議所の相
談窓口名称）

雇用調整助成金の相談窓口

ＮＰＯ法人向けの支援相談

　　　　　　問い合わせ先
●産業振興・雇用推進課　☎086-803-1325
●岡山商工会議所   ☎086-232-2266
●日本政策金融公庫　
　国民生活事業　☎086-225-0011　
　中小企業事業　☎086-222-7666
その他（商工会、市内金融機関など）

●産業振興・雇用推進課
☎086-803-1325

●岡山商工会議所　☎086-232-2266　
※各商工会でも同様の相談窓口あり　
※原則予約制
　（岡山商工会議所ＨＰ・☎・FAX）
●ハローワーク岡山（管轄＝北・中・南区）
☎086-241-3222
●ハローワーク西大寺（管轄＝東区）
☎086-942-3212

●市民協働企画総務課市民活動支援室
☎086-803-1061

市
税
・
保
険
料
な
ど
の
納
付
が
困
難
な
人

１
人
で
悩
ま
ず
、
勇
気
を
出
し
て
相
談
を

融　
資

相　
談

▲！

　ウイルスを自分の体内に入れないためにも、特に手洗い
は大切です。次のタイミングで忘れずに実践しましょう。
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２ｍ以上

みんなで新型コロナウイルス感染症の再流行に備えよう

熱中症予防のため
適宜マスクを外しましょう

 忘れずに手洗いを！
～５つのタイミング～

要注意

他の人と
十分な距離を取る！

水分補給をしましょう

1メートル以内、15分以上の接触した可能性

（平日９時～21時、土日祝９時～17時）
☎086-803-1360

岡山市新型コロナウイルス
受診相談センター

接触通知アプリ（COCOA）
を活用しましょう

 ■ 問   保健課 ☎086-803-1262

＜相談・受診の目安＞

・気温や湿度の高い中でのマスク着用は要注意
・屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保できる場
　合には、マスクを外す
・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運動を避
　け、周囲の人との距離を十分に確保した上で、適宜マスク
　を外して休憩を

　新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA：COVID-19 
Contact Confirming Application）は、利用者本人の同意を
前提にスマートフォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利
用し、お互いに分からないようプライバシーを確保した上で、
新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、
通知を受けることができるスマートフォンアプリです。
　利用者は、陽性者と接触した可能性が分かることで検査の受
診など保健所のサポートを早く受けることができます。利用者
が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待されま
す。詳細は、厚生労働省ＨＰをご覧ください。

・接触に関する記録は、端末の中だけで管理し、外にはでません
・どこで、いつ、誰と接触したのかは、互いにわかりません
 ※端末の中のみで接触の情報（ランダムな符号）を記録します
※記録は14日経過後に無効となります
※連絡先、位置情報など個人が特定される情報は記録しません
※ブルートゥースをオフにすると情報を記録しません

１　公共の場所から帰ったとき
２　咳やくしゃみ、鼻をかんだとき
３　食事を取る前と後
４　外にあるものに触ったとき
５　病気の人のケアをしたとき

  十分な時間をかけた手洗いで、
手に付いたウイルスの量は

約10,000分の1に減少！

（※）妊婦、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患
（COPD等）などの基礎疾患がある人や透析を受け
ている人、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人

※「手洗いの、５つのタイミング」（厚生労働省ＨＰより引用）
画像出典：政府インターネットTV
　　　　　「正しい手洗いの仕方」

●息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、
　高熱などの強い症状のいずれかがある場合

　上記以外の人で発熱や咳など比較的軽い
風邪の症状が（特に４日以上）続く場合も
ご相談ください。
※解熱剤などを飲み続けなければならない人も同様です。

●重症化しやすい人（※）で、発熱や咳などの
　比較的軽い風邪の症状がある場合

　「withコロナ」の時代の中で、新型コロナウイルス感染症の再流行を防ぐためには「新しい生活様
式」を実践していくことが重要になってきます。市民みんなの意識と行動を変えて、コロナの再流行に備
えていきましょう。

【市民向け】相談窓口

【事業者向け】融資・相談窓口

●支援担当課が分からないときは、新型コロナウイルス対策専用ダイヤルへ
☎086-803-1400（土・日曜、祝日除く、８時30分～17時15分）

　　　　　　問い合わせ先
●収納課
☎086-803-1186

●料金課
☎086-803-1641～1644

●岡山市営住宅管理センター
（日曜、祝日を除く８時30分～17時15分）
☎086-206-5560
●岡山市保険料減免等コールセンター
（土・日曜、祝日を除く９時～17時15分）
☎086-897-1126
●ねんきん加入者ダイヤル
☎0570-003-004
●ねんきんダイヤル
☎0570-05-1165
●みんなの人権110番
（全国共通人権相談ダイヤル）
☎0570-003-110
●外国語人権相談　
☎0570-090-911
●岡山市男女共同参画相談
　支援センター
（配偶者暴力相談支援センター）
☎086-803-3366
●DV相談＋（プラス）
☎0120-279-889
・チャット・メール
（外国語相談可）
●消費生活センター
☎086-803-1109（相談専用電話）
※消費者ホットライン「いやや」
（局番なしの188）も利用可

　　　　　　　　　内　　容

個人市県民税・固定資産税などの納税猶予のご相談

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
負担金などの納付相談

市営住宅の家賃支払いが困難な人のご相談

収入減少による国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険
料の減免や、傷病手当金の申請を受け付けています。詳細は市ＨＰ
をご確認いただくか、右記コールセンターまでご相談ください。

国民年金保険料免除などの特例措置についてのご相談

感染した人やそのご家族、医療従事者などに対しての
不当な差別・偏見・いじめ・誹謗中傷でお悩みの人

インターネット人権相談受付窓口もあり

配偶者などによる暴力にお悩みの人
①月～土曜の各日10時～19時30分
（火曜は除く）
②日曜、祝日の各日10時～16時30分
配偶者などによる暴力にお悩みの人
（24時間受付）
チャットやメール相談も受け付け
（チャットは12時～22時受付）

不審な電話やメールなど消費生活に関するトラブルで
お悩みの人（土・日曜、祝日を除く９時～16時）

　　　　　　　　　内　　容

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが５％以
上減少し、運転資金などでお困りの人に国・自治体が
設けた特別な融資制度があります。まずは、お近くの
金融機関にご相談ください。

国・県・市の各種融資を利用する際に必要なセーフテ
ィネット保証および危機関連保証の認定申請を受付中
です。
無利子・無担保等「融資」、休業に係る「雇用調整助
成金」、販路開拓・ものづくり等「補助金」、「持続化
給付金」、「市事業継続支援金」、「市事業向上補助金」、
「市販売促進補助金」などの相談受付窓口。
新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化し
た際、従業員を一時的に休業させるなどにより雇用を
維持し、一定要件を満たした場合に雇用調整助成金が
国から支給されます。

ＮＰＯ法人向けの支援情報をＨＰ「つながる協働ひろ
ば」に掲載

　　　 名　　称

市税の納税相談

各種料金の納付相談

市営住宅家賃の納付相談

各保険料の減免など

国民年金保険料免除など

人権への配慮

相談ほっとライン

DV相談＋（プラス）

消費生活相談

　　　 名　　称

【無利子・無担保】
運転資金などの特別な融
資制度

セーフティネット保証・
危機関連保証の認定・経
営相談等窓口

ワンストップ経営相談窓口
（※岡山商工会議所の相
談窓口名称）

雇用調整助成金の相談窓口

ＮＰＯ法人向けの支援相談

　　　　　　問い合わせ先
●産業振興・雇用推進課　☎086-803-1325
●岡山商工会議所   ☎086-232-2266
●日本政策金融公庫　
　国民生活事業　☎086-225-0011　
　中小企業事業　☎086-222-7666
その他（商工会、市内金融機関など）

●産業振興・雇用推進課
☎086-803-1325

●岡山商工会議所　☎086-232-2266　
※各商工会でも同様の相談窓口あり　
※原則予約制
　（岡山商工会議所ＨＰ・☎・FAX）
●ハローワーク岡山（管轄＝北・中・南区）
☎086-241-3222
●ハローワーク西大寺（管轄＝東区）
☎086-942-3212

●市民協働企画総務課市民活動支援室
☎086-803-1061

市
税
・
保
険
料
な
ど
の
納
付
が
困
難
な
人

１
人
で
悩
ま
ず
、
勇
気
を
出
し
て
相
談
を

融　
資

相　
談

▲！

　ウイルスを自分の体内に入れないためにも、特に手洗い
は大切です。次のタイミングで忘れずに実践しましょう。
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期　間／８月１日㈯～31日㈪の各日18時～21時30分（入場・入園は21時まで）  
入場・入園料／お得な共通券　岡山城天守閣・岡山後楽園　大人580円
●岡山城天守閣　大人320円、小・中学生130円　●岡山後楽園　大人410円、シニア140円。高校生以下は入園無料　

夏のイベントガイド夏のイベントガイド

 ■  ■ 問  ENNOVA  OKAYAMA
　☎070-5677-5407

「烏城灯源郷」と「幻想庭園」の同時ライトアップ「烏城灯源郷」と「幻想庭園」の同時ライトアップ

 ■  ■ 問  岡山城天守閣　☎086-225-2096

備前焼の風鈴を作ろう
◆日時　期間中毎日17時～21時
　　　　（最終受付20時30分）
　「お好きな形や音の風鈴」「振り子」
「短冊」を選び組み立てます。当日お
持ち帰りいただけます。
※体験料1,000円。別途入場料が必要。
　定員は各日先着12人。

庭園ビアガーデン　◆日時　期間中毎日18時～21時
　夜の庭園で楽しむビアガーデン。岡山特産のフルー
ツや食材を使った食事やスイーツで来園者をおもてな
しします。
※全席予約制　予約専用番号　☎086-207-2009
※新型コロナウイルス対策のため席数を例年の半分に
　して開催いたします。

手提げ提灯（ちょうちん）貸出
◆日時　８月10日㈷～16日㈰の各日
　　　　18時～21時
　　　　（返却は21時30分まで）
　岡山後楽園正門前、岡山城、石山
公園の３カ所に提灯の貸出ポイント
を設置。手提げ提灯片手に周辺散策
をお楽しみいただけます。

灯りのアート（中国デザイン専門学校による演出）
◆日時　８月６日㈭～８日㈯の各日19時～21時
　　　　テーマ「岡山城」

ライトアップテーマ
「華烏城（はなうじょう）」
　天守閣前の本段・中段エリアは、光の花が咲き乱れる夢の花
園を演出。また、総延長350ｍに及ぶ下段の石垣を照明で浮か
び上がらせる「時代（とき）の礎（いしずえ）」エリアを新設。
光にいざなわれながら、岡山城周辺の散策をお楽しみください。

石垣フォトラリー
　宇喜多・小早川・池田時代の石垣３カ所に設置している看板
の写真を撮って、岡山城に入場するとオリジナル付箋などをプ
レゼント。また、フォトラリー参加者全員、ガラポン抽選に参
加できます！

夏の烏城灯源郷　

 ■  ■ 問  岡山後楽園　☎086-272-1148

　今回はメインの園路をぼんぼりで彩り、延養亭と沢の池に浮
かぶ砂利島に、遠くから眺めても楽しめるプロジェクション
マッピングを映し出します。風鈴の音を聞きながら、やわらか
な灯りに包まれた優美な庭園散策を、どうぞごゆっくりお楽し
みください。

夏の幻想庭園

オ盆アラカルト

日程 タイトル

８月６日
旭川に
映し出される
岡山城

８月７日 夜を照らす
岡山城

８月８日 備前蝶と
ツツジ

　今年のオ盆は、石山公園と岡山城に、
ビールを飲める屋台や、自慢の一品料
理が楽しめる屋台が出店。夜のお城や
公園を巡り、「おいしい」を歩いて探
してみてください。

◆日時　８月13日㈭～15日㈯の
　　　　各日16時～21時
　　　　（荒天中止）　
◆場所　石山公園、烏城公園内

　◆日時　期間中平日のみ（８月11日～14日は除く）
　　　　　各日17時30分～21時
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今日は何を
買おうかしら

今日も
にぎやかだね

公共交通の本数が
減ってきて
病院に行きにくい

近所のお店が
なくなって
買い物が不便だわ

〇〇商店

SUPER MARKET

SUPER MARKET

公共交通の本数が増えて
外出が便利になった

生活に必要な施設が
近くにあって
住みやすいわ

閉店している
お店ばかりね… 人通りも少なくて

寂しいね

○○センター 公民館

施設の建替やインフラ
の更新などの費用、
どうするかなぁ…

○○センター・公民館
適切な公共施設の
統廃合や長寿命化
により、コストの
効率化が図られる !

期待される効果

■説明会の開催

■パブリックコメントの募集

立地適正化計画の
説明会およびパブリックコメントを実施します

コ
ン
パ
ク
ト
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
た
都
市
づ
く
り

 ■ 問   都市計画課　☎086-803-1372　■ FAX 086-803-1741　■✉toshikeikaku@city.okayama.lg.jp
　市では、人口減少下においても都市が持続的に発展できるよう、コンパクトでネットワーク化された都市づく
りを進める方針としており、その実行戦略として、「立地適正化計画」の策定に取り組んでいます。
　このたび、市民の皆さんにその内容をご説明するとともに、ご意見をお聞きするために、説明会およびパブリ
ックコメントを実施します。

■立地適正化計画とは
　「都市機能誘導区域」や「誘導施設」、「居住誘導区域」
などを定め、届出制度などを通じ、都市機能や居住を誘
導することで、緩やかに都市をコントロールする制度
●都市機能誘導区域…医療・福祉・商業などの都市機能
の誘導を図り、これらの各種サービスの効率的な提供を
図る区域
●誘導施設…都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき
施設として位置づけたもの
●居住誘導区域…人口減少の中にあっても一定のエリア
において人口密度を維持することにより、生活サービス
やコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導
する区域

■期間 ９月１日㈫～30日㈬の各日17時15分まで
■閲覧場所
同課（市役所本庁舎６階）、情報公開室（市役所本庁舎
２階）、各区役所総務・地域振興課、各支所総務民生課、
各地域センター、同課ＨＰ
■提出方法 
ご意見、住所、氏名、電話番号をご記入の上、９月30日
㈬17時15分までに、▢✉・▢℻・▢〒・▢窓口のいずれかの方法
で同課へ提出。また、同課ＨＰのご意見入力フォームか
らも提出可。

※上記以外にも、ご要望に応じて、町内会などを対象に説明会を開催します。

　　　　　　日　時
８月６日㈭19時～
８月７日㈮19時～
８月８日㈯①15時～②19時～
８月17日㈪19時～
８月18日㈫19時～
８月20日㈭19時～
８月21日㈮19時～
８月22日㈯①15時～②19時～
８月24日㈪19時～
８月27日㈭19時～
８月28日㈮19時～
８月29日㈯①15時～②19時～
８月31日㈪19時～
９月１日㈫19時～
９月３日㈭19時～

　　　　　　日　時
９月４日㈮19時～
９月５日㈯①16時30分～②19時～
９月12日㈯①15時～②19時～

　　　場　所
瀬戸公民館
高松公民館
百花プラザ
足守公民館
上道公民館
津高公民館
吉備公民館
岡南公民館
ウェルポートなださき
南ふれあいセンター
西ふれあいセンター
御南西公民館
東公民館
富山公民館
北公民館

　　　場　所
一宮公民館
操山公民館
勤労者福祉センター

人口減少により
懸念される課題

厳しい都市経営
にぎわいの低下

近所のお店や
　　公共交通の減少

施設や道路も
安心して使えるね！

まちなかは、
にぎやかで楽しいね！

車が無くても
お出掛けがしやすいね！

都市
計画
区域
外
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※新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中止
や延期、あるいは内容が変更になる場合があり
ます。詳細については、あらかじめ各所管にお
問い合わせください。

県道 岡山牛窓線

県道 岡山牛窓線

会場会場
県道 

西大寺
備前線

県道 
西大寺

備前線
クリー

ン

センタ
ークリー
ン

センタ
ー

岡山ブ
ルーラ

イン

岡山ブ
ルーラ

イン

西大寺浜西大寺浜

東区：吉井川浄化センター

会
場
会
場

山陽本
線

山陽本
線

大野辻大野辻
野田西野田西

北区：岡山ドーム西側 旧スポーツ広場

大野辻大野辻

岡山
ドーム
岡山
ドーム

会
場
会
場

浦安
総合
公園

浦安
総合
公園

浦安
小学校
浦安
小学校

総合文化
体育館
総合文化
体育館

広
域
農
道

広
域
農
道

県
道 

浦
安
豊
成
線

県
道 

浦
安
豊
成
線

南区：南区役所駐車場

会
場
会
場

←至　
岡南
大橋

←至　
岡南
大橋

ふれあい
センター
ふれあい
センター操明小学校操明小学校

コンビニコンビニ

百
間
川

百
間
川

県
道
 岡
山
玉
野
線

県
道
 岡
山
玉
野
線

中区：消防教育訓練センター

浸水対策用土のう配布
についてはこちら

災害に自助・共助で備えましょう

浸水対策用土のう配布
 ■ 問   下水道河川計画課　☎086-803-1434
浸水対策用の土のう配布
　大雨による浸水被害を自助と共助により軽減してもらう
ため、土のうなどを配布します。
　配布数量は１世帯あたり20袋を上限としますが、土また
は袋がなくなり次第終了します。なお、スコップは市で用
意します。雨天決行を原則としますが、市内に気象などに
関する警報が発令された場合は中止します。
※台風接近時の緊急給付は行いませんのでご注意ください。

●配布場所

●配布日時
第４回　８月23日㈰　９時～17時
（当日の状況により開始時刻を早める可能性あり）　
　９月まで月１回程度開催
※次回以降の実施予定は本紙にて掲載予定。

 ■ 問   広報広聴課　☎086-803-1024
　市のＨＰは令和２年６月15日㈪に全面リニューアルを行
いました。今回のリニューアルでは、デザインを一新する
とともに、スマートフォンからでも閲覧しやすい画面作り
を心掛けました。

　アクセス数の多いスマートフォンか
らの閲覧を考慮した見やすく、利用し
やすいページデザインにしました。
　気になる情報にすぐたどり着けるよ
うレイアウトを工夫しています。

　従来の市ＨＰのトップペー
ジと比べて、大きい画像スペ
ースを設けました。このスペ
ースで、視覚的に市の魅力や
最新情報などを届けられるよ
う発信していきます。　

●岡山市の魅力を発信するサイトへ

●スマートフォンからの閲覧性向上

　従来の市ＨＰで必要のなかった
ページを大幅に削除するととも
に、ページが格納されているジャ
ンルをより分かりやすくまとめる
ことにより、必要とするページが
探しやすくなりました。

●必要なページの探しやすさを向上

　市の関係施設であ
る「岡山シティミュ
ージアム」と「オリ
エント美術館」のサ
イトも同時にリニュ
ーアルしました。
　また、「岡山市文
学賞」のサイトも全
面リニューアルを行
いました。

●市関連サイトのリニューアル

吉井川浄化センター
（東区西大寺新地）

南区役所駐車場
（南区浦安南町）

岡山ドーム西側 旧スポーツ広場
（北区北長瀬表町一丁目）

消防教育訓練センター
（中区桑野）

▲岡山市中消防署倉田出張所

 ■ 問   下水道河川計画課　☎086-803-1499
　ゲリラ豪雨などの増加により、全国的に浸水のリスクが
高まっています。平成30年７月豪雨では、本市でも河川に
排水しきれなくなった雨水が溢れ出す「内水氾濫（ないす
いはんらん）」により各地で被害が発生しました。
　この内水氾濫による被害の軽減などに役立てていただく
ため、「浸水（内水）ハザードマップ」を平成30年７月豪
雨による浸水被害状況を反映したものへ改訂し、市ＨＰで
の公開と窓口での配布を行っています。
　もしもの時に備え、浸水の想定区域や避難場所などをご
確認いただき、被害軽減のためにご利用ください。
※本マップは、旭川など河川堤防が決壊した場合を想定し
　た洪水ハザードマップとは異なります。

同課、各区役所・支所・地域センター
●配布場所

 ■ 問   消防企画総務課　☎086-234-9970

岡山市中消防署旭東出張所が新築移転し、
名称が「倉田出張所」となります！

岡山市ＨＰをリニューアル
しました！

　市消防局では、８月から中消防署旭東出張所を中区倉田
地内に新築移転し、名称を「岡山市中消防署倉田出張所」
として業務を開始しました。同出張所は、地震に強い耐震
構造で津波などによる浸水への対策をした庁舎です。
　住宅化が進んでいる国道２号線より南の中区南部地域へ
の消防サービスの均衡化を図るとともに、消防ポンプ車・
水そう付きポンプ車・高規格救急車を配備し、地域の防災
拠点施設として市民の皆さんの「安全・安心なまちづく
り」に取り組んでいきます。

▲藤原しおりさん

①つけない～手と調理器具はいつも清潔に～
　しっかり手を洗う、食品を区別して保管する、包丁・ま
　な板などはしっかり洗浄し消毒する　など
②ふやさない～食品はすぐに冷却、素早く解凍～
　食材の購入後は速やかに自宅の冷蔵庫へ、料理中の物や
　残り物は放置しない、解凍は冷蔵庫か電子レンジで（自
　然解凍しない）　など
③やっつける～中心部までしっかり加熱～
　75℃で１分間以上加熱（ノロウイルスは85～90℃で90秒
　以上加熱が必要）、残り物を温めるときも十分に加熱、
　電子レンジでの再加熱はまんべんなくかき混ぜて　など

　　新型コロナウイルス感染症の影響で食品のテークア
　ウトやデリバリーの利用が増えていますが、すぐ持ち
　帰り、早めに食べましょう。

　今後も、より探しやすく分かりや
すいＨＰを目指していきますので、
ご協力のほどよろしくお願いします。

 ■ 問    ■ 申  SDGs・ESD推進課　☎086-803-1351

未来わくわくSDGsフェスタ
～お買いものからはじめよう！ ～

　身近なお買いものからＳＤＧｓを知ろう！地球に優しい
消費行動や日々の暮らしとＳＤＧｓの関わりについて楽し
く学びます。詳細は、同課へお問い合わせください。

●開催日時
８月20日㈭・21日㈮の各日10時～17時（ワークショップ受
け付けは16時まで）

●開催場所
イオンモール岡山１階　未来スクエア（北区下石井一丁
目）

●内容
ステージイベント（トークショーなど）、ワークショップ、
クイズラリー、お買いもの探検ツアー、西川のおさかな展
示・解説　ほか

●その他
●８月20日㈭の藤原しおりＳＤＧｓ
　トークショーは定員50人（当日10
　時15分からイベント会場総合案内
　で観覧整理券を先着順で配布予定）
●各ワークショップで材料代が必要
　な場合あり

 ■ 問   保健所衛生課　☎086-803-1257
　保健管理課　☎086-803-1276

８月は食品衛生月間です！

夏期は食中毒の発生しやすい季節です。
　夏期はカンピロバクターや腸管出血性大腸菌Ｏ157など、
細菌による食中毒が発生しやすい時期です。食中毒は、飲
食店だけでなく家庭でも起こっています。食べ物の見た目
や臭い、味では判断できないのが食中毒の怖いところです。
食中毒予防の３原則を守って、食中毒を防ぎましょう。

食中毒予防の３原則

浸水（内水）ハザードマップを
改訂しました

主なリニューアルポイント

ＨＰをご利用いただいている皆さんへ

▲オリエント美術館ＨＰ

▲岡山市文学賞ＨＰ

▲岡山シティミュージアムＨＰ
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