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岡山市では新型コロナウイルス感染症拡大防止キャンペーンを実施しています
　「マナーをON、ゆるみをOFF」を合言葉に、新しい生活様式に行動をスイッチ（切り替え）して、みんなで感染
予防に取り組みましょう！（２～６ページに関連記事）

新型コロナウイルス関連情報 ２－

岡山市新型コロナウイルス感染症拡大防止キャンペーン
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新型コロナウイルス感染予防キャンペーン
「スイッチ！おかやま」を展開しています

 ■ 問   保健管理課 ☎086-803-1251

　岡山市では、新型コロナウイルス感染予防を呼び掛ける、市独
自の周知啓発キャンペーン「スイッチ！おかやま」を展開中です。
　この事業では、市民の皆さん一人ひとりに感染予防策を正しく
理解していただき、新しい生活様式などの実践により、感染予防
を呼び掛けるため、テレビＣＭや新聞・街頭広告、特設ＨＰなど
で情報を発信しています。
　「スイッチ」は「変化する」という意味もある言葉です。この
「スイッチ！おかやま」には、新しい生活習慣や気持ちに切り替
えて、主体的に前向きに行動していきましょうという思いが込め
られています。
　特設ＨＰでは、新型コロナウイルス感染症に関する情報や、自
由に使っていただけるロゴやポスターのダウンロードコーナーが
あります。
　また、市内企業や団体のコロ
ナ対策などの取り組みの投稿を
募集する企画「みんなのスイッ
チ！」も展開していますので、
ぜひご覧ください。

▶店舗、職場、人の集まる場所などへの掲出に
　ご協力いただける人（個人宅は不可）
▶市保健福祉会館まで取りに来ていただける人
　※枚数には限りがあります（先着順）。

申し込み方法
✉info@switch-okayama.jp
●件名＝「ポスター希望」
●本文＝①企業名または団体名、
②担当者氏名、③電話番号、④希望枚数
を記載し、上記メールアドレスまで送信してく
ださい。
※申し込みは電子メールのみとなります。
※ポスターはＢ２版（横515㎜×縦728㎜）

　特設ＨＰには、自宅や職場などさまざまな場面で
利用いただける素材を掲載しています。このほか、
生活の中で気を付けたい項目のマーク（ピクトグラ
ム）も提供中です。ダウンロードしていただき、新
型コロナ対策のため自由にご活用ください。

ストップ！新型コロナウイルスによる人権侵害
●誰が感染してもおかしくない
　新型コロナウイルス感染症には、いつ、どこで、誰が感染してもおかしくあ
りません。あなた自身が感染する可能性はもちろんのこと、あなたの家族や同
僚、友人など、近しい人がかかる可能性もあります。 
●差別や偏見は許されないこと
　感染した人を特定する動きや、ご本人への差別や偏見は断じてあってはなら
ないことです。誰しも好きこのんで感染症にかかる人はいません。人と人との
対立や分断、感染した人を疎外するような雰囲気は、感染症の発見を遅らせ、
対策の妨害となります。そうした差別や分断の心に、ウイルスは忍び込んでき
ます。 
　感染拡大の防止には、市民の皆さん一人ひとりの協力が不可欠です。共に力
を合わせて、新型コロナウイルスと向き合っていきましょう。

接触通知アプリ（COCOA）を活用しましょう
　スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利用して、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が受けられるアプリです。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。詳細は、厚生
労働省ＨＰをご覧ください。

手洗い、５つのタイミング
次のタイミングでの手洗いをお忘れなく！
１　公共の場所から帰ってきたとき
２　咳やくしゃみ、鼻をかんだとき
３　食事をとる前後
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

市民の皆さまへ

スイッチ！おかやま特設ＨＰ
https://switch-okayama.jp/

スイッチ！おかやま　ダウンロード素材集
◆場面別の啓発ポスター
毎日の基本習慣 トイレ・洗面所 小売店向け

飲食店向け 職場向け 旅行会社・観光地向け

表面 裏面

岡山市新型コロナウイルス
受診相談センター

☎086-803-1360
平日９時～21時、土日祝９時～17時

（時間外は留守電のガイダンスに従ってください）

「スイッチ！おかやま」
  告知用ポスターを差し上げます！

お 知 ら せ
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新型コロナウイルス感染予防キャンペーン
「スイッチ！おかやま」を展開しています

 ■ 問   保健管理課 ☎086-803-1251

　岡山市では、新型コロナウイルス感染予防を呼び掛ける、市独
自の周知啓発キャンペーン「スイッチ！おかやま」を展開中です。
　この事業では、市民の皆さん一人ひとりに感染予防策を正しく
理解していただき、新しい生活様式などの実践により、感染予防
を呼び掛けるため、テレビＣＭや新聞・街頭広告、特設ＨＰなど
で情報を発信しています。
　「スイッチ」は「変化する」という意味もある言葉です。この
「スイッチ！おかやま」には、新しい生活習慣や気持ちに切り替
えて、主体的に前向きに行動していきましょうという思いが込め
られています。
　特設ＨＰでは、新型コロナウイルス感染症に関する情報や、自
由に使っていただけるロゴやポスターのダウンロードコーナーが
あります。
　また、市内企業や団体のコロ
ナ対策などの取り組みの投稿を
募集する企画「みんなのスイッ
チ！」も展開していますので、
ぜひご覧ください。

▶店舗、職場、人の集まる場所などへの掲出に
　ご協力いただける人（個人宅は不可）
▶市保健福祉会館まで取りに来ていただける人
　※枚数には限りがあります（先着順）。

申し込み方法
✉info@switch-okayama.jp
●件名＝「ポスター希望」
●本文＝①企業名または団体名、
②担当者氏名、③電話番号、④希望枚数
を記載し、上記メールアドレスまで送信してく
ださい。
※申し込みは電子メールのみとなります。
※ポスターはＢ２版（横515㎜×縦728㎜）

　特設ＨＰには、自宅や職場などさまざまな場面で
利用いただける素材を掲載しています。このほか、
生活の中で気を付けたい項目のマーク（ピクトグラ
ム）も提供中です。ダウンロードしていただき、新
型コロナ対策のため自由にご活用ください。

ストップ！新型コロナウイルスによる人権侵害
●誰が感染してもおかしくない
　新型コロナウイルス感染症には、いつ、どこで、誰が感染してもおかしくあ
りません。あなた自身が感染する可能性はもちろんのこと、あなたの家族や同
僚、友人など、近しい人がかかる可能性もあります。 
●差別や偏見は許されないこと
　感染した人を特定する動きや、ご本人への差別や偏見は断じてあってはなら
ないことです。誰しも好きこのんで感染症にかかる人はいません。人と人との
対立や分断、感染した人を疎外するような雰囲気は、感染症の発見を遅らせ、
対策の妨害となります。そうした差別や分断の心に、ウイルスは忍び込んでき
ます。 
　感染拡大の防止には、市民の皆さん一人ひとりの協力が不可欠です。共に力
を合わせて、新型コロナウイルスと向き合っていきましょう。

接触通知アプリ（COCOA）を活用しましょう
　スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利用して、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が受けられるアプリです。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。詳細は、厚生
労働省ＨＰをご覧ください。

手洗い、５つのタイミング
次のタイミングでの手洗いをお忘れなく！
１　公共の場所から帰ってきたとき
２　咳やくしゃみ、鼻をかんだとき
３　食事をとる前後
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

市民の皆さまへ

スイッチ！おかやま特設ＨＰ
https://switch-okayama.jp/

スイッチ！おかやま　ダウンロード素材集
◆場面別の啓発ポスター
毎日の基本習慣 トイレ・洗面所 小売店向け

飲食店向け 職場向け 旅行会社・観光地向け

表面 裏面

岡山市新型コロナウイルス
受診相談センター

☎086-803-1360
平日９時～21時、土日祝９時～17時

（時間外は留守電のガイダンスに従ってください）

「スイッチ！おかやま」
  告知用ポスターを差し上げます！

お 知 ら せ
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※どの検査をするかは、患者の
症状や発症日からの期間、医療
機関の判断によります。

感染者・濃厚接触者などへの対応

相談、受診などの体制については、次号
以降で追ってお知らせします

新型コロナウイルス感染症に

どんな症状？ 検　査どうしたらいい？ 診察・判断・
検体採取

または

意識しよう！

＜家族の体調が悪くなったときは＞

Memo

もし感染したら ～発生時の対応～早わかり
フローチャート
（R2.9.14 時点）

　新型コロナウイルス感染症を含む感染症全般の流行を抑えるには、早めの相談や受診が
大切です。日頃から、感染予防に気を配って生活しつつ、体調不良になったときには、フ
ローチャートを参考に落ち着いて行動していきましょう！

▶体調が悪い場合には、「外出を控える」「職場や学校に行かない」
「家庭内での接触を減らす」などの行動を
▶初期の症状は発熱、咳、倦怠感といった、風邪と同じような症状
が多いのが特徴
▶早期に治療を受けることで、重症化や、家族など身近な人への感
染拡大が防げる

味覚・嗅覚障害
味がしない、においがしない

かかりつけ医などを受診

受診（事前に電話）

　医師や保健所が、
検査が必要と判断し
た場合には、検体を
採取して検査を行い
ます。

※医療機関を受診するとき
は、健康保険証を持参して
ください（受診料や初診料
などが必要になる場合があ
ります）。

※「医師の診断の結果、医
療機関で検体を採取・検査
する場合」「相談電話での
聞き取りの結果、検査可能
な医療機関を紹介する場
合」など、さまざまなパタ
ーンがあります。

電話で相談する

岡山市新型コロナウイルス
受診相談センター
〇平日９時～21時
〇土・日・祝日９時～17時
　☎086-803-1360
　FAX086-803-1337
※時間外は留守番電話の案内
メッセージに従ってください。

強い症状のある人
息苦しさ、強いだるさ、高熱

重症化しやすい人※
で軽い風邪の症状が
ある人
※高齢者、糖尿病、心不全、
呼吸器疾患（COPD等）、透
析を受けている人、免疫抑制
剤や抗がん剤を用いている人、
妊婦

▶部屋を分け、共有スペースの利用は最小限に
▶家族の世話は限られた人で。本人も世話をする
人もマスク着用
▶換気をし、手で触れる共有部分を消毒
▶本人が使ったタオルやシーツ、服などは家庭用
洗剤で洗濯し、完全に乾かす
▶ごみは密封して捨てる
▶小まめに手洗いをしましょう

インフルエンザの流行期に向けて
　新型コロナウイルス感染症の初期症状は、風
邪に似ています。左上に示した症状のある人は、
かかりつけ医などを受診していただくか、受
診・相談センターまで相談してください。 積極的疫学調査

14日間は、不要不急の外出は控えてください。

保健所からの連絡

退院（退所）

陽性と判定された人

入院（入所）

陽性

または

陰性

陰性

　法律に基づいて行う以下のような調査
・感染源調査
　感染源を推定するための調査
・接触者調査
　感染者の発症２日前から入院までの行
　動歴や行動範囲の調査

PCR検査
　ウイルスの遺伝子の有無
を調べるもの。検査自体に
は数時間かかり、検査結果
は、検体を採取した翌日以
降に出る。

　主に以下の２種類の検査
を行います。

抗原検査
　ウイルスの特有たんぱく
質の有無を調べるもの。こ
の検査で陰性であっても、
追加でPCR検査が必要な場
合もある。検査結果は約30
分程度で出る。

濃厚接触者
・感染者と同居あるいは長時間の接触が
　あった人
・必要な感染予防策（マスクなど）なし
　で、約１ｍの距離で感染者と15分以上
　の接触があった人など

　「積極的疫学調査」により「誰が濃
厚接触者に当たるか」「その他、検査
が必要な人はいないか」「消毒が必要
な箇所はどこか」などを決定し、感染
拡大防止に努めますので、ご協力をお
願いします。

濃厚接触者
　濃厚接触者と判断され
た場合には、PCR検査を
受けていただきます。

　以下の基準を満たす場合
【症状のある人】
　発症日から10日以上経過し、症状軽
快後72時間経過した場合
【症状のない人】
　陽性確定の検体採取日から10日間経
過した場合など

医師または保健所の指示に従っ
てください。

退院（退所）後
　退院（退所）後
２週間は、健康観
察期間として、保
健所から体調確認
の電話連絡が入り
ます。

感染症指定医療機関等
・入院中は、家族などとの面
　会はできません。
・入院に関する費用は、公費
　で負担されます。

宿泊療養施設など
　軽症または無症状
の人の一部

岡山市では、感染者が発生した際には、以下のようなことなどを行っています。
　・感染拡大を防止するための「積極的疫学調査」の適切な実施
　・濃厚接触者などへの迅速な検査の実施
　・個人情報や感染者の人権に最大限の配慮を払った情報公開

4 5
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※どの検査をするかは、患者の
症状や発症日からの期間、医療
機関の判断によります。

感染者・濃厚接触者などへの対応

相談、受診などの体制については、次号
以降で追ってお知らせします

新型コロナウイルス感染症に

どんな症状？ 検　査どうしたらいい？ 診察・判断・
検体採取

または

意識しよう！

＜家族の体調が悪くなったときは＞

Memo

もし感染したら ～発生時の対応～早わかり
フローチャート
（R2.9.14 時点）

　新型コロナウイルス感染症を含む感染症全般の流行を抑えるには、早めの相談や受診が
大切です。日頃から、感染予防に気を配って生活しつつ、体調不良になったときには、フ
ローチャートを参考に落ち着いて行動していきましょう！

▶体調が悪い場合には、「外出を控える」「職場や学校に行かない」
「家庭内での接触を減らす」などの行動を
▶初期の症状は発熱、咳、倦怠感といった、風邪と同じような症状
が多いのが特徴
▶早期に治療を受けることで、重症化や、家族など身近な人への感
染拡大が防げる

味覚・嗅覚障害
味がしない、においがしない

かかりつけ医などを受診

受診（事前に電話）

　医師や保健所が、
検査が必要と判断し
た場合には、検体を
採取して検査を行い
ます。

※医療機関を受診するとき
は、健康保険証を持参して
ください（受診料や初診料
などが必要になる場合があ
ります）。

※「医師の診断の結果、医
療機関で検体を採取・検査
する場合」「相談電話での
聞き取りの結果、検査可能
な医療機関を紹介する場
合」など、さまざまなパタ
ーンがあります。

電話で相談する

岡山市新型コロナウイルス
受診相談センター
〇平日９時～21時
〇土・日・祝日９時～17時
　☎086-803-1360
　FAX086-803-1337
※時間外は留守番電話の案内
メッセージに従ってください。

強い症状のある人
息苦しさ、強いだるさ、高熱

重症化しやすい人※
で軽い風邪の症状が
ある人
※高齢者、糖尿病、心不全、
呼吸器疾患（COPD等）、透
析を受けている人、免疫抑制
剤や抗がん剤を用いている人、
妊婦

▶部屋を分け、共有スペースの利用は最小限に
▶家族の世話は限られた人で。本人も世話をする
人もマスク着用
▶換気をし、手で触れる共有部分を消毒
▶本人が使ったタオルやシーツ、服などは家庭用
洗剤で洗濯し、完全に乾かす
▶ごみは密封して捨てる
▶小まめに手洗いをしましょう

インフルエンザの流行期に向けて
　新型コロナウイルス感染症の初期症状は、風
邪に似ています。左上に示した症状のある人は、
かかりつけ医などを受診していただくか、受
診・相談センターまで相談してください。 積極的疫学調査

14日間は、不要不急の外出は控えてください。

保健所からの連絡

退院（退所）

陽性と判定された人

入院（入所）

陽性

または

陰性

陰性

　法律に基づいて行う以下のような調査
・感染源調査
　感染源を推定するための調査
・接触者調査
　感染者の発症２日前から入院までの行
　動歴や行動範囲の調査

PCR検査
　ウイルスの遺伝子の有無
を調べるもの。検査自体に
は数時間かかり、検査結果
は、検体を採取した翌日以
降に出る。

　主に以下の２種類の検査
を行います。

抗原検査
　ウイルスの特有たんぱく
質の有無を調べるもの。こ
の検査で陰性であっても、
追加でPCR検査が必要な場
合もある。検査結果は約30
分程度で出る。

濃厚接触者
・感染者と同居あるいは長時間の接触が
　あった人
・必要な感染予防策（マスクなど）なし
　で、約１ｍの距離で感染者と15分以上
　の接触があった人など

　「積極的疫学調査」により「誰が濃
厚接触者に当たるか」「その他、検査
が必要な人はいないか」「消毒が必要
な箇所はどこか」などを決定し、感染
拡大防止に努めますので、ご協力をお
願いします。

濃厚接触者
　濃厚接触者と判断され
た場合には、PCR検査を
受けていただきます。

　以下の基準を満たす場合
【症状のある人】
　発症日から10日以上経過し、症状軽
快後72時間経過した場合
【症状のない人】
　陽性確定の検体採取日から10日間経
過した場合など

医師または保健所の指示に従っ
てください。

退院（退所）後
　退院（退所）後
２週間は、健康観
察期間として、保
健所から体調確認
の電話連絡が入り
ます。

感染症指定医療機関等
・入院中は、家族などとの面
　会はできません。
・入院に関する費用は、公費
　で負担されます。

宿泊療養施設など
　軽症または無症状
の人の一部

岡山市では、感染者が発生した際には、以下のようなことなどを行っています。
　・感染拡大を防止するための「積極的疫学調査」の適切な実施
　・濃厚接触者などへの迅速な検査の実施
　・個人情報や感染者の人権に最大限の配慮を払った情報公開
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　岡山市芸術祭は昭和38年にスタートした市民による総合的な芸術文化フェスティバルです。期間中、さまざまなジャン
ルのイベントが開催されますので、芸術文化に触れてみてください。
　このほかにも多数の催しを予定しています。詳細は、公共施設などに設置しているパンフレットやＨＰをご覧ください。

　西川周辺などの市中心部にある図書館やお店などにアート作品
が登場！「つながり」をテーマに、通りにある店舗や図書館など
のスタッフと作家が協同で取り組むアート、どんな作品が完成す
るのでしょうか？新たな出会いで出来上がるここだけの作品。店
舗には入店せずに、鑑賞することができますので、ぜひお気軽に
「まちぶらり」して、アートを発見してください！
　また、アート作品を巡るスタンプラリーも同時開催します！オ
リジナルグッズなどの特典もあります。詳細はＨＰなどでご確認
ください。

　多くの人が行き交うオープンスペースＪＲ岡
山駅「エキチカひろば」にいけばな作品を展示
します。18日間、岡山市華道文化連盟に加盟す
る複数の流派により表現される「つながり」。
ふと見ると花が
ある、いつもの
エキチカひろば
と一味違った空
間をお楽しみく
ださい。

■問 同芸術祭実行委員会　☎086-232-7811 ■問 同芸術祭実行委員会　☎086-232-7811

■期間 
11月９日㈪～
26日㈭
■場 
ＪＲ岡山駅
「エキチカひろば」

 ■ 問 同芸術祭実行委員会　 　　　　　　
　（岡山文化芸術創造内）
　☎086-232-7811　■FAX 086-234-1205

第58回

波のように、
　　光となって。

まちぶらりアート～つながり探訪～ エキチカ×いけばな～花と人のクロスロード～

開催期間
９月26日～12月31日

第９回岡山市民美術展 無料

無料 無料

無料第52回岡山市民文芸祭岡山フィルハーモニック管弦楽団
特別演奏会～ベートーベン生誕250年記念～

■日 12月２日㈬～６日㈰10時～17時
　（最終日は15時30分まで）
■場 岡山シティミュージアム４階企画
　展示室
■問 同芸術祭実行委員会
　☎086-232-7811

■日 12月６日㈰15時
■場 岡山シンフォニーホール
■費 Ｓ席5,500円、Ａ席4,400円、Ｂ席3,300円、
　Ｂ席ユース（小学１年生以上19歳以下、
　学生証提示で24歳以下）1,000円
■問 同ホールチケットセンター
　☎086-234-2010

■日 12月13日㈰14時30分（予定）
■場 西川アイプラザ
■問 同芸術祭実行委員会
　☎086-232-7811

　「つながり」をテーマにした芸術作品がまちなかに登場します！新しい生活様式を徹底する中、
人と人、人とモノのつながりを見つめなおし、アート作品やいけばなで表現します。まちなかに
点在するアート作品を、ぜひお気軽にご覧になり、楽しんでください！

　「つながり」をテーマにした芸術作品がまちなかに登場します！新しい生活様式を徹底する中、
人と人、人とモノのつながりを見つめなおし、アート作品やいけばなで表現します。まちなかに
点在するアート作品を、ぜひお気軽にご覧になり、楽しんでください！

　さわやかな秋空の下、川沿いの広場での２日間限定の特別展
示。どんなアートが現れるか、こちらもお楽しみください！

■日 11月７日㈯・８日㈰の各日10時～16時（予定）
■場 西川緑道公園野殿橋付近広場

■期間 
11月１日㈰～
30日㈪
■場 
西川周辺などの
市内中心部の店
舗など10カ所程
度（予定）

特 別 展
※写真はイメージです

 各種相談等一覧

●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
●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

●人事課
☎086-803-1086

●スポーツ振興課
☎086-803-1614

　　　　　　　　　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

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）

就労機会を失った人を対象とした会計年度任用職員の
採用を行います。詳細は、本紙Ｐ24をご覧ください。

市内地域スポーツ団体へ新型コロナウイルス感染予防
対策として必要な物品の購入に対し、支援金（３万円
以内）を支給。詳細は市ＨＰをご覧ください。

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

消費生活相談

緊急雇用
（会計年度任用職員）

地域スポーツ団体感染防
止対策支援金

企業向け
運転資金などの特別な融
資制度（無利子・無担保）

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

●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

個
人
向
け
相
談

融　
資
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用
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援

企
業
向
け
相
談
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　岡山市芸術祭は昭和38年にスタートした市民による総合的な芸術文化フェスティバルです。期間中、さまざまなジャン
ルのイベントが開催されますので、芸術文化に触れてみてください。
　このほかにも多数の催しを予定しています。詳細は、公共施設などに設置しているパンフレットやＨＰをご覧ください。

　西川周辺などの市中心部にある図書館やお店などにアート作品
が登場！「つながり」をテーマに、通りにある店舗や図書館など
のスタッフと作家が協同で取り組むアート、どんな作品が完成す
るのでしょうか？新たな出会いで出来上がるここだけの作品。店
舗には入店せずに、鑑賞することができますので、ぜひお気軽に
「まちぶらり」して、アートを発見してください！
　また、アート作品を巡るスタンプラリーも同時開催します！オ
リジナルグッズなどの特典もあります。詳細はＨＰなどでご確認
ください。

　多くの人が行き交うオープンスペースＪＲ岡
山駅「エキチカひろば」にいけばな作品を展示
します。18日間、岡山市華道文化連盟に加盟す
る複数の流派により表現される「つながり」。
ふと見ると花が
ある、いつもの
エキチカひろば
と一味違った空
間をお楽しみく
ださい。

■問 同芸術祭実行委員会　☎086-232-7811 ■問 同芸術祭実行委員会　☎086-232-7811

■期間 
11月９日㈪～
26日㈭
■場 
ＪＲ岡山駅
「エキチカひろば」

 ■ 問 同芸術祭実行委員会　 　　　　　　
　（岡山文化芸術創造内）
　☎086-232-7811　■FAX 086-234-1205

第58回

波のように、
　　光となって。

まちぶらりアート～つながり探訪～ エキチカ×いけばな～花と人のクロスロード～

開催期間
９月26日～12月31日

第９回岡山市民美術展 無料

無料 無料

無料第52回岡山市民文芸祭岡山フィルハーモニック管弦楽団
特別演奏会～ベートーベン生誕250年記念～

■日 12月２日㈬～６日㈰10時～17時
　（最終日は15時30分まで）
■場 岡山シティミュージアム４階企画
　展示室
■問 同芸術祭実行委員会
　☎086-232-7811

■日 12月６日㈰15時
■場 岡山シンフォニーホール
■費 Ｓ席5,500円、Ａ席4,400円、Ｂ席3,300円、
　Ｂ席ユース（小学１年生以上19歳以下、
　学生証提示で24歳以下）1,000円
■問 同ホールチケットセンター
　☎086-234-2010

■日 12月13日㈰14時30分（予定）
■場 西川アイプラザ
■問 同芸術祭実行委員会
　☎086-232-7811

　「つながり」をテーマにした芸術作品がまちなかに登場します！新しい生活様式を徹底する中、
人と人、人とモノのつながりを見つめなおし、アート作品やいけばなで表現します。まちなかに
点在するアート作品を、ぜひお気軽にご覧になり、楽しんでください！

　「つながり」をテーマにした芸術作品がまちなかに登場します！新しい生活様式を徹底する中、
人と人、人とモノのつながりを見つめなおし、アート作品やいけばなで表現します。まちなかに
点在するアート作品を、ぜひお気軽にご覧になり、楽しんでください！

　さわやかな秋空の下、川沿いの広場での２日間限定の特別展
示。どんなアートが現れるか、こちらもお楽しみください！

■日 11月７日㈯・８日㈰の各日10時～16時（予定）
■場 西川緑道公園野殿橋付近広場

■期間 
11月１日㈰～
30日㈪
■場 
西川周辺などの
市内中心部の店
舗など10カ所程
度（予定）

特 別 展
※写真はイメージです

 各種相談等一覧

●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
●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

●人事課
☎086-803-1086

●スポーツ振興課
☎086-803-1614

　　　　　　　　　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

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）

就労機会を失った人を対象とした会計年度任用職員の
採用を行います。詳細は、本紙Ｐ24をご覧ください。

市内地域スポーツ団体へ新型コロナウイルス感染予防
対策として必要な物品の購入に対し、支援金（３万円
以内）を支給。詳細は市ＨＰをご覧ください。

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

消費生活相談

緊急雇用
（会計年度任用職員）

地域スポーツ団体感染防
止対策支援金

企業向け
運転資金などの特別な融
資制度（無利子・無担保）

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

●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

個
人
向
け
相
談

融　
資

採
用

支
援

企
業
向
け
相
談
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＜普通会計の歳入歳出総額＞

3,410億円
歳入総額

市税
1,318億円
38.7%

地方交付税
338億円
9.9%

 譲与税・
交付金
265億円
7.7%

国庫支出金
634億円
18.6%

市債
328億円
9.6%

その他
527億円
15.5%

3,258億円
歳出総額

民生費
1,245億円
38.2%

土木費
378億円
11.6%

公債費
363億円
11.1%

教育費
585億円
18.0%

衛生費
251億円
7.7%

総務費
218億円
6.7%

その他
218億円
6.7%

H30 R１

120
（億円）

40

60

80

100

■実質収支額（歳入－歳出－翌年度繰越財源）

92億円92億円
100億円100億円

H30 R１

3,600
（億円）

3,400

3,200

3,000

歳入　　　　　

歳出

3,329億円

3,170億円

3,410億円

3,258億円

※施設の老朽化などに対応するための公共施設等整備基金への
　積み立てと財源調整のための取り崩しの結果、前年度とほぼ
　同額となりました。

残高
（前年からの増減） 説　明

財
政
調
整
基
金

市
債
調
整
基
金

公
共
施
設
等

整
備
基
金

194億円
（△７億円）

14億円
（±０億円）

168億円
（+７億円）

　年度間の財源不足に備える目的で
設置している基金で、市税の歳入の
増減や災害への対応など、財源が不
足する年度に活用します。

　市債の償還に必要な財源を確保す
る目的で設置している基金で、償還
期限を繰り上げて市債の償還を行う
場合や、年度によって市債の償還が
多額になる場合に活用します。

　防災・減災事業や施設の老朽化な
どに対応する目的で設置している基
金です。

（単位　億円）

H27 H28 H29 H30 R１

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

普通会計市債残高

■交付税全額算入分

■通常分

H27

3,074

1,333

1,741

H28

3,121

1,425

1,696

H29

3,207

1,603

1,604

H30

3,290

1,720

1,570

R１

3,280

1,787

1,493

（億円） ■通常分 ■交付税全額算入分

一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率

全会計を対象とした実質赤字額（または資金の不足額）の標準財政規模に対する比率

一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模に対する比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率

人件費など経常的な経費の経常的な一般財源に対する比率

（※１）実質赤字額、資金不足額がないため「－」と表示
（※２）将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回るため「－」と表示

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

資 金 不 足 比 率

経 常 収 支 比 率

指　　標 説　　明 岡山市の
比率

早期健全
化基準

財政再生
基準

－※１

－※１

5.6%

－※２

－※１

90.2%

11.25% 

16.25% 

25%

400%

20%

20%

30%

35%

健
全
化
判
断
比
率

決算状況をお知らせします決算状況をお知らせします
令和元年度

歳入歳出決算額の推移など

　市では、積極的に行財政改革を進めてきた結果、財政指標は総じて
健全に推移しているところですが、今後も「岡山市第六次総合計画」
に基づくさまざまな政策を推進し、基本目標である「未来へ躍動する 
桃太郎のまち岡山」の実現に向けて都市の持続的な発展を財政面で支
えていく必要があります。
　しかし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響を含め、今後の
税収や地方交付税など一般財源総額の大幅な増加が見込めない中で、
少子高齢化の進展による社会保障関係経費の増加、市有施設の耐震化
および老朽化施設の改修・更新、防災・減災対策などにも多額の経費
が必要となることが見込まれます。
　このような状況に対応するため、引き続き行財政改革を推進し、将
来世代に負担を先送りすることがないよう、財源調整基金の残高を一
定程度保ち、市債の残高や指標にも留意しつつ、財政運営の健全性を
確保した上で、市民福祉の向上とまちの発展を実現していきます。

　令和元年度の歳出決算額を目的別に分類する
と、福祉のための経費である民生費が38.2％と
最も多く、続いて教育費が18.0％、土木費が
11.6％、公債費が11.1％などとなっています。

◆歳出
～福祉に使ったお金が一番多く1,245億円～

　令和元年度の歳入決算額のうち最も多いのは、
市民の皆さんに納めていただいた市民税・固定
資産税などの市税収入で、1,318億円です。この
市税収入は、歳入全体の38.7％を占めています。

◆歳入
 ～重要な市税収入1,318億円で歳入全体の38.7％～

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、財政の健全性に関する比率を公表しており、市は令和元年度
決算において健全化判断比率４指標および資金不足比率の全ての基準をクリアしています。

健全化判断比率４指標などの状況

財源調整のための基金残高市債残高の推移

詳細は、財政課ＨＰ内の「令和元年度決算（案）の概要」、
「岡山市の財政状況［第22版］」をご覧ください。

　岡山県内で販売された宝くじの収益金は、岡山県および岡山市
の収入になります。

○宝くじは身近なまちづくりに役立てられています 宝くじは、
岡山県内で
買ってね！

 ■ 問 財政課　☎086-803-1146　■ FAX086-803-1735　■✉zaiseika@city.okayama.lg.jp
◆令和元年度決算とは
　市の会計は基本的な経費を経理する「一般会
計」と、特定の事業を経理する「特別会計」や
「事業会計」で構成されています。
　ここでは、地方公共団体同士を比べるために用
いる「普通会計」について決算状況のあらましを
説明します。

◆決算規模
　令和元年度の普通会計の決算額は、歳入が
3,410億円、歳出が3,258億円となっています。
　歳入から歳出を差し引くと152億円の黒字とな
りますが、ここから令和２年度に繰り越した事業
に充てる経費を差し引いた100億円が実質的な黒
字（実質収支額）となります。
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＜普通会計の歳入歳出総額＞

3,410億円
歳入総額

市税
1,318億円
38.7%

地方交付税
338億円
9.9%

 譲与税・
交付金
265億円
7.7%

国庫支出金
634億円
18.6%

市債
328億円
9.6%

その他
527億円
15.5%

3,258億円
歳出総額

民生費
1,245億円
38.2%

土木費
378億円
11.6%

公債費
363億円
11.1%

教育費
585億円
18.0%

衛生費
251億円
7.7%

総務費
218億円
6.7%

その他
218億円
6.7%

H30 R１

120
（億円）

40

60

80

100

■実質収支額（歳入－歳出－翌年度繰越財源）

92億円92億円
100億円100億円

H30 R１

3,600
（億円）

3,400

3,200

3,000

歳入　　　　　

歳出

3,329億円

3,170億円

3,410億円

3,258億円

※施設の老朽化などに対応するための公共施設等整備基金への
　積み立てと財源調整のための取り崩しの結果、前年度とほぼ
　同額となりました。

残高
（前年からの増減） 説　明

財
政
調
整
基
金

市
債
調
整
基
金

公
共
施
設
等

整
備
基
金

194億円
（△７億円）

14億円
（±０億円）

168億円
（+７億円）

　年度間の財源不足に備える目的で
設置している基金で、市税の歳入の
増減や災害への対応など、財源が不
足する年度に活用します。

　市債の償還に必要な財源を確保す
る目的で設置している基金で、償還
期限を繰り上げて市債の償還を行う
場合や、年度によって市債の償還が
多額になる場合に活用します。

　防災・減災事業や施設の老朽化な
どに対応する目的で設置している基
金です。

（単位　億円）

H27 H28 H29 H30 R１

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

普通会計市債残高

■交付税全額算入分

■通常分

H27

3,074

1,333

1,741

H28

3,121

1,425

1,696

H29

3,207

1,603

1,604

H30

3,290

1,720

1,570

R１

3,280

1,787

1,493

（億円） ■通常分 ■交付税全額算入分

一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率

全会計を対象とした実質赤字額（または資金の不足額）の標準財政規模に対する比率

一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模に対する比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率

人件費など経常的な経費の経常的な一般財源に対する比率

（※１）実質赤字額、資金不足額がないため「－」と表示
（※２）将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回るため「－」と表示

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

資 金 不 足 比 率

経 常 収 支 比 率

指　　標 説　　明 岡山市の
比率

早期健全
化基準

財政再生
基準

－※１

－※１

5.6%

－※２

－※１

90.2%

11.25% 

16.25% 

25%

400%

20%

20%

30%

35%

健
全
化
判
断
比
率

決算状況をお知らせします決算状況をお知らせします
令和元年度

歳入歳出決算額の推移など

　市では、積極的に行財政改革を進めてきた結果、財政指標は総じて
健全に推移しているところですが、今後も「岡山市第六次総合計画」
に基づくさまざまな政策を推進し、基本目標である「未来へ躍動する 
桃太郎のまち岡山」の実現に向けて都市の持続的な発展を財政面で支
えていく必要があります。
　しかし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響を含め、今後の
税収や地方交付税など一般財源総額の大幅な増加が見込めない中で、
少子高齢化の進展による社会保障関係経費の増加、市有施設の耐震化
および老朽化施設の改修・更新、防災・減災対策などにも多額の経費
が必要となることが見込まれます。
　このような状況に対応するため、引き続き行財政改革を推進し、将
来世代に負担を先送りすることがないよう、財源調整基金の残高を一
定程度保ち、市債の残高や指標にも留意しつつ、財政運営の健全性を
確保した上で、市民福祉の向上とまちの発展を実現していきます。

　令和元年度の歳出決算額を目的別に分類する
と、福祉のための経費である民生費が38.2％と
最も多く、続いて教育費が18.0％、土木費が
11.6％、公債費が11.1％などとなっています。

◆歳出
～福祉に使ったお金が一番多く1,245億円～

　令和元年度の歳入決算額のうち最も多いのは、
市民の皆さんに納めていただいた市民税・固定
資産税などの市税収入で、1,318億円です。この
市税収入は、歳入全体の38.7％を占めています。

◆歳入
 ～重要な市税収入1,318億円で歳入全体の38.7％～

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、財政の健全性に関する比率を公表しており、市は令和元年度
決算において健全化判断比率４指標および資金不足比率の全ての基準をクリアしています。

健全化判断比率４指標などの状況

財源調整のための基金残高市債残高の推移
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 ■  ■ 問 市選挙管理委員会事務局　☎086-803-1545　
　各区選挙管理委員会事務局　北区 ☎086-803-1655　中区 ☎086-901-1601　
　　　　　　　　　　　　　　東区 ☎086-944-5006　南区 ☎086-902-3500

10月25日㈰は県知事選挙の投票日です

　　　　投票所の混雑見込時間を市ＨＰに掲載します。期日前投票も積極的にご利用ください。

　10月10日から国民的ゲームの新作「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～」とタイアップし、日本
遺産に認定された岡山の桃太郎伝説をテーマとした謎解きで、「未来へ躍動する　桃太郎のまち岡山」を
全国にＰＲします。
　いつでも、どこでも、誰とでも参加できるオンライン型の謎解きで、市内在住の人はもちろん、市外
に住む友人や親戚との交流を楽しむとともに、市の魅力を再発見してみませんか？
　
　詳細は「おかやま観光ネット」で検索！

　10月10日から国民的ゲームの新作「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～」とタイアップし、日本
遺産に認定された岡山の桃太郎伝説をテーマとした謎解きで、「未来へ躍動する　桃太郎のまち岡山」を
全国にＰＲします。
　いつでも、どこでも、誰とでも参加できるオンライン型の謎解きで、市内在住の人はもちろん、市外
に住む友人や親戚との交流を楽しむとともに、市の魅力を再発見してみませんか？
　
　詳細は「おかやま観光ネット」で検索！

●準備物
・パソコンまたはスマートフォン、タブレット（プレイヤー１人につき１端末）
・筆記用具（メモ用紙・ペン）
●遊び方
①友人や家族など、２人で特設サイトにアクセス
②筆記用具を準備　※プレイヤー同士が離れた場所にいる場合は、ビデオ通話を推奨。必須ではありません。
③担当プレイヤーを決め、「プレイヤー１で遊ぶ」または「プレイヤー２で遊ぶ」からゲームスタート
※制限時間がなく、ヒントも表示されますので、初めての人や謎解きが苦手な人でも安心して楽しめます。

　オンライン型謎解きとは、オンライン（特設サイト）上
で出題されるさまざまな謎をパズルやクイズ形式で解いて
いくものです。友人や家族などと一緒に２人で参加し、プ
レイヤーごとに異なるヒントや謎の情報を交換しながらク
リアを目指しましょう。
　「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～」を題材に、
岡山の桃太郎伝説への興味に繋がるストーリーとなってい
ます。全国各地の皆さんに謎解きを楽しみながら、市の魅
力に触れていただきたいと思います。

　ある日、鉄道会社の社長である「あなた」の元に１通の招待状が届
いた。送り主は市の名物件「桃太郎ランド」だった。
　時代が令和になり、桃太郎ランドの新たな装いを祝したパーティー
が行われる。パーティーには桃太郎社長をはじめ、たくさんの社長た
ちが集まるようだ！
　しかし、そのパーティーにはある秘密が隠されていた…

 ■ 問 プロモーション・ＭＩＣＥ推進課　☎086-803-1333

おかやま観光ネット 検索

参 加 方 法

オンライン型謎解き
　桃太郎ランドからのナゾの招待状！の巻

謎解きストーリー

●期日前投票
　投票日に仕事などで投票できない人は、期日前投票が
できます。

▶期日前投票所／対象者

▶期日前投票期間
　10月９日㈮～24日㈯　各日８時30分～20時
　　※イオンモール岡山１階未来スクエア 
　　　　　　　　　　　（北区下石井一丁目）
　　　10月16日㈮～18日㈰　各日10時～20時

●不在者投票
●不在者投票施設に指定されている病院や老人ホームな
　どに入っている人は、施設の管理者に申し出ると、施
　設で不在者投票ができます。
●他の市町村に滞在していて投票日に投票に行けない人
　は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
●電子申請サービスを利用して名簿登録地の選挙管理委
　員会に投票用紙を請求することもできます。

（注）期日前投票所ごとの対象者以外は投票できません。

選挙権のある人は
▶年齢＝平成14年10月26日までに生まれた人
▶住所＝令和２年７月７日までに岡山市に転入し、引き続き居住している人

●ご来場の際は、マスクの着用をお願いします。
●消毒用アルコールを設置しますので、ご利用ください。アレ
　ルギーなどで消毒困難な人は、係員までお申し出ください。
●投票所内では、一定の間隔を空けて、ほかの有権者との距
　離を確保しますので、ご協力お願いします。

●投票事務従事者は、マスクおよびフェイスシールドを着用
　します。
●新品の簡易鉛筆をお渡しします。鉛筆やシャープペンシル
　持参でも構いません。
●記載台や机、いすなどの消毒や、換気を適宜実施します。

　　　　 期日前投票所
イオンモール岡山※
各区役所　
岡山ふれあいセンター（中区桑野）
御津支所
建部町公民館
瀬戸公民館
灘崎支所
富山、福浜を除く各地域センター

区

北区

北区

　投票区

津島第二

福谷

　 今回の投票所

京山中学校
屋内体操場

福谷
コミュニティハウス

投票所（期日前投票所を含む）での新型コロナウイルス感染症対策について　　　

ももたろうめいすいくん選挙質問箱

選挙の質問にお答えします

　前回の投票所

労働者福祉事業会館
５階会議室

旧福谷小学校
屋内体操場

　　　 対象者
全区役所管内の人
各区役所管内の人
中区役所管内の人
御津支所管内の人
建部支所管内の人
瀬戸支所管内の人
灘崎支所管内の人
各地域センター管内の人

●投票について
　「投票所入場券」を世帯ごとにまとめて封書で郵送し
ます。入場券を紛失したり、持参するのを忘れたときは、
投票所で本人確認後、再発行します。
▶投票時間　７時～20時
　（建部地区の５投票区、犬島投票区は18時まで）　
▶投票所　入場券に記載されている投票所
　なお、下記の投票所は令和元年７月21日執行の参議院
議員通常選挙時と変わっています。

■代理投票
　身体の障害などにより、自分で投票用紙に候補者の氏
名を記載することができない場合には、投票事務従事者
の代筆による投票ができます。投票所受付へ申し出てく
ださい。
■投票所来場カード
　投票後、投票所出口で希望者にお渡しします。今回は、
市にゆかりのある人物を掲載し、二次元コードからは、
選挙に関係する「まちがいさがし」も楽しめます。

　県知事選挙に関する質問にＡＩチャットボ
ットがお答えします。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。名前な
どの個人情報は入力しないでください。
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