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区民のページ

熱中！スポーツ

情報のひろば

相談のコーナー

施設ガイド

健康のページ

〒700-8544 北区大供一丁目1-1

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15ページをご確認ください。

春です！岡山のいちごがおいしいよ！
　いちごハウスの中に入ると、いちごの甘い香りでいっぱいでした。市内では「おいCベリー」「かおり野」など、
さまざまな品種が栽培されており、食べ頃を迎えています。
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コロナ差別のない岡山へ
～誰もが安心して生活できる地域を目指して～

新型コロナウイルス感染症の
高齢者向け（65歳以上）ワクチン接種の

準備を進めています

　市では、国の示すスケジュールにのっとり、新型コロナウイルスワクチン接種を始める見込みです。接種には優先
順位があり、高齢者（昭和32年４月１日以前に生まれた人）から優先的に行われます。

　３密（密閉・密集・密接）の回避やマスク・手洗
い・換気の励行など、「新しい生活様式」への取り
組みへのご協力ありがとうございます。それでも、
なかなか新規感染者の発生は止まらず、いつ、どこ
で、誰が感染してもおかしくない状況に、不安を抱
えながらの毎日だと思います。
　こうした中、感染者本人やその家族に対する誹
謗・中傷が社会問題となる事例がいたるところで起
きています。感染したことだけでもつらいことなの
に、近隣住民からの偏見や差別が加わることによっ
て、二重三重の苦しみとなります。
　皆さんには、以下の点に日頃から心掛け、誰もが
安心して生活できる地域づくりにご理解、ご協力を
お願いします。

　自分や家族が感染したとしても、悲しくつらい思いを
する（誹謗・中傷などを受ける）ことなく、「この地域
の住民で良かった」と思える地域づくりをしましょう。

　具体的な接種開始時期、接種可能な医療機関や接種会場、予約方法などは未定ですので、改め
てお知らせします。

●ホームページで探す

●岡山市新型コロナウイルス受診・相談センターに電話相談する

●かかりつけ医がいる場合は、事前に電話してから受診する

・平日９時～21時
・土・日曜、祝日９時～17時

  ☎  086-803-1360
FAX086-803-1337

どんなときに受診？ どう受診する？

●悲しくつらい思いをすることのない地域づくり

　身近に感染者が出た時、「早くよくなるといいね」
「よくなってよかったね」と、相手への思いやりを失わ
ない、心温かい地域づくりをしましょう。

●相手への思いやりを失わない心温かい地域づくり

　不安な時だからこそ、お互いに前向きな声掛けをしま
しょう。安心して生活できる地域をつくるのは、私たち
一人一人です。

●お互いに前向きな声掛けをしましょう

　新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報（公的
機関が提供する情報）を共有し、差別的な言動に同調し
ないようにしましょう。

●差別的な言動に同調しない

〈特に注意が必要な人〉

少しでも体調がおかしいと感じた
ら、受診を検討してください。

①医療従事者等

対象者

費　用
ワクチ
ン接種
の流れ

ワクチン接種に関してのご注意

②高齢者（65歳以上）

③基礎疾患のある人
　高齢者施設等の従事者
④ その他、一般の人

３月中

未定

４月
以降

　全国的に事業所等での感染やクラスター事案が発生しています。万一感染者が発生した場合には、
さらなる感染拡大を防ぐ上でも、感染者およびその事業所等に対して市保健所が実施する調査や集団
検査などについて、ご協力をお願いします。
　感染者発生時の対応をまとめた資料は、右ＱＲコードのリンク先にてご確認ください。

事業所等で新型コロナウイルス感染者が発生した場合

【岡山市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター】

0 1 2 0－ 7 8 0－ 9 1 0
（月～金曜　８時30分～17時30分）

　ワクチンには、発症や重症化の予防という効果と、副反応がありま
す。市民の皆さんが納得して判断をしていただけるよう、市としても
情報提供に努めてまいります。
　ワクチンについての詳細は、首相官邸ＨＰをご確認ください。

①市から「接種券」および「予診票」を対象者宛に郵送します。
②接種を希望する人は、医療機関や接種会場に予約
　を入れてください。
③接種当日には、「接種券」、「予診票」、「本人確認書類」
　（運転免許証、健康保険証など）をご持参ください。

原則として接種を受ける日に岡山市の住民基本台帳に
記録されており、昭和32年４月１日以前に生まれた人

無料 ●ワクチン接種を受けるには予約が必須です。
●ワクチンは間隔を空けて２回接種が必要です。
●「接種券」は２回分をまとめて送付しますの
　で、なくさないよう注意してください。
●「接種券」は「接種済証」を兼ねていますの
　で、接種後も大切に保管してください。

　市民の皆さまが安心して円滑にワクチン接種が受けられるよう、
丁寧で正確な情報発信に努め、全力で対応してまいります。
　ともにこの難局を乗り越えていきましょう。

■首相官邸ＨＰはこちらから
https://www.kantei.go.jp/jp/hea
dline/kansensho/vaccine.html

　　　　　　新型コロナウイルス感染症の初期症状は、発熱やせき、体のだるさなど、風邪に似ています。
　　　　　少しでも体調がおかしいと感じたら、まずは最寄りの医療機関を受診をしていただくか、受診・
　　　　　相談センターまで相談ください。

新しい受診の仕方にスイッチ！

高齢者を対象とした接種の概要 「今、心掛けてほしい４つのこと」

ワクチンについて、正しく知りましょう国の想定スケジュール

 ■ 問   保健管理課　☎086-803-1307
市ＨＰ https://www.city.okayama.jp/0000027711.html

 ■ 問   人権推進課  ☎086-803-1070　 保健管理課  ☎086-803-1251

岡山市長　大森雅夫

３月1日から
　運用開始！

●重症化しやすい人で軽い風邪の
　症状がある人
●感染拡大につながりやすい職種
　の人

2 3
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●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
●国民健康保険の場合
☎086-803-1135
●介護保険の場合
☎086-803-1242
●後期高齢者医療制度の場合
☎086-803-1217
●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

　　　　　　　　　内　　容

個人市県民税・固定資産税など納税のご相談

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をご確認ください。
保険料減免の申請期限：令和３年３月31日

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）

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」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」に掲載しています。

　　　 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

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

企
業
向
け
相
談

がいこく　ご　じんけんそうだん

新型コロナウイルス関連情報
各種相談等一覧
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〇生後91日以上の犬を飼うときは、一生に１回の登録が必要です。
〇狂犬病の予防接種は、毎年（４～６月の間）１回必ず受けなければいけません。
　⇒下表のとおり、各動物病院で受けることができます。
〇３月２日以降に動物病院で飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせた人は、４月１
　日以降に保健所または各区役所・支所・地域センターへ注射済証明書を持参し、
　注射済票の交付を受けてください（未登録犬は登録も必要です）。

　※動物病院では、安全で衛生的な環境で狂犬病の予防注
　　射が受けられるため、動物病院での予防接種をおすす
　　めします。

　表の日程で、屋外会場を設ける集合注射を実施します。該
当地域の飼い主には案内文書を送付します。内容を確認の
上、必要事項を記入し、会場へ持参してください。

 ■ 問 保健所衛生課　☎086-803-1259

狂犬病予防注射は必ず受けましょう！狂犬病予防注射は必ず受けましょう！

人と飼い犬の安全確保のため、飼い主の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。人と飼い犬の安全確保のため、飼い主の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

飼い主の
皆さんへ
飼い主の
皆さんへ

令和３年度狂犬病予防集合注射日程

予防接種と登録および注射済票の手続きができる協力動物病院一覧

近隣に動物病院のない地域について

＜集合注射会場での料金＞
●新規登録の場合…6,200円
●登録済みの場合…3,200円

■北区　４月11日㈰
長尾農村活性化センター
川口地区集会所
建部支所
建部町文化センター駐車場
五城地区コミュニティハウス
金川地区コミュニティハウス
宇甘西コミュニティハウス
宇甘東コミュニティハウス
御津公民館
御津南地区コミュニティハウス

　　 動 物 病 院 名
あおえ動物病院
池田動物園動物病院
井上獣医科医院
大元動物病院
かわち動物病院
きび動物クリニック
黒住動物病院
こくたいちょう動物病院
つだか動物診療所
にわせ動物クリニック
ノエルペットクリニック
ハマサキ動物病院
ふじさわ動物病院
まるやま動物病院
水内獣医科病院
やさか動物病院
山喜動物病院
山﨑動物病院
やまね動物病院
ゆき動物クリニック
若葉会動物病院
山陽動物医療センター
ブレニー動物病院
沼本動物病院

　　 所　在　地
青江５-１-１
京山２-５-１
今２-２-18
中仙道１-２-33
下伊福１-７-24
門前260-３
下中野348-105
国体町３-８
横井上1290-５
庭瀬548
今３-23-２
東花尻254-６
野田１-７-22
高松原古才591-５
神田町１-11-９
万成西町15-27
高柳西町16-5
奥田１-８-19
津島新野２-１-５
横井上1678-８
田中623-４
赤磐市河本357-１
赤磐市桜が丘西９-１-２
加賀郡吉備中央町下土井211-１

電話番号  
☎238-8090
☎256-5305
☎243-4626
☎243-0029
☎256-5577
☎287-5203
☎241-2672
☎250-8080
☎728-0119
☎259-1518
☎250-2252
☎292-5767
☎241-2304
☎905-0905
☎231-5443
☎251-0959
☎252-0666
☎222-2500
☎252-8668
☎294-1313
☎806-2012
☎086-955-1543
☎086-958-5590
☎0867-35-0056

※詳細は、直接各動物病院にお問い合わせください。

■東区　４月11日㈰   
万富公民館
■南区　４月11日㈰   
灘崎支所玄関前

９:00 ～ ９:15
９:40 ～ ９:50
10:05 ～ 10:20
10:35 ～ 11:00
11:20 ～ 11:35
11:50 ～ 12:00
13:20 ～ 13:35
13:50 ～ 14:00
14:15 ～ 14:35
14:50 ～ 15:00

９:00 ～ 10:30
  
13:30 ～ 15:00

市
外

北
　
　
　
　
　
　
区

　　 動 物 病 院 名
いとう動物病院
上原動物病院
大守動物病院
祇園アニマルクリニック
ナカハリ動物病院
ナカムラペットクリニック
中山動物病院
成本動物病院
パーム動物病院
はた動物クリニック
ひまわり動物病院
やはた動物病院
アマノ動物病院
岡山南動物病院
がじゅまる動物病院
せのお動物病院
ダクタリ動物病院
赤田動物病院
くすのき動物病院
せと動物病院
玉木動物病院
山形動物病院

　　 所　在　地
藤崎573-３
関466-３
東川原142-10
今在家164-３
円山1009-６
桜橋４-５-30
平井７-７-24
門田屋敷１-９-44
清水１-９-12
国富847
兼基136-９
八幡２-７
大福307-10
南輝１-１-43-３
築港新町２-５-２
箕島1211-１
福富東１-４-14
南水門町19-５
藤井157-７
瀬戸町江尻1069-１
西大寺中野530-33
広谷468-12

電話番号  
☎274-3225
☎279-6404
☎271-1511
☎239-1201
☎277-9000
☎271-1170
☎200-1511
☎273-7171
☎271-8686
☎272-2330
☎208-3133
☎275-5807
☎281-3044
☎262-5658
☎897-5381
☎281-0355
☎263-6466
☎946-8426
☎278-8880
☎952-0012
☎943-5300
☎943-8653

南
　
　
区

東
　
区

中
　
　
　
　
区
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　マイナンバーカードがあれば、コン
ビニなどで住民票の写しが取れるよ。

　各区役所市民保険年金
課の窓口呼び出し状況を
Web上で配信してるよ。
待ち時間の目安にご活用
くださいね～♪

岡山市水道局　引っ越し 検索

　　　　窓口

期日　　　　
３月15日㈪
～

３月19日㈮
３月20日㈷
３月21日㈰
３月22日㈪
３月23日㈫
３月24日㈬
３月25日㈭
３月26日㈮
３月27日㈯
３月28日㈰
３月29日㈪
～

４月２日㈮
４月３日㈯
４月４日㈰
４月５日㈪
４月６日㈫
４月７日㈬

　日曜開庁

窓口時間延長
（19時まで）

　　　実施日
３月28日、４月４日

３月28日、４月４日

３月22日㈪・23日㈫
３月29日㈪～
　　　　４月２日㈮
４月５日㈪～７日㈬

開庁（延長）時間
８:30～17:15

８:30～12:00

17:15～19:00

17:15～19:00

17:15～19:00

　　　　　　　  開庁窓口
北区役所
（市民保険年金課※１※２）
中・東・南区役所
（市民保険年金課、市税事務所※２）
各区市民保険年金課※３
各区市民保険年金課、
各区市税事務所※１※２、収納課、料金課
各区市民保険年金課※３

北区役所
市民保険年金課

17:15

17:15

受付終了時間
中・東・南区役所
市民保険年金課

17:15

休み　　　　　　　

19:00　　　　　　　

17:15　　　　　　　

休み　　　　　　　
12:00

19:00　　　　　　　

休み　　　　　　　
12:00

19:00　　　　　　　

天満屋地下街
市民サービス
コーナー※４※５

17:15

17:15

17:15

17:15

17:15

17:15

　３月末から４月初めにかけては、引っ越しの届けや住民票の写しの請求など、区役所窓口が
大変混雑します。市では、区役所窓口を日曜に開庁するほか、窓口時間の延長を行います。

 ■ 問 各区市民保険年金課・市税事務所　☎086-803-1000（代表電話から各区役所へおつなぎします）
　区政推進課　☎086-803-1033

区役所窓口を日曜開庁し、平日は19時まで延長します区役所窓口を日曜開庁し、平日は19時まで延長します

引っ越し関連情報引っ越し関連情報

取　扱　業　務開庁窓口

●転入、転出、転居など住民異動の受け
　付け
●住民票の写し、戸籍全部事項証明書な
　どの証明書の発行
●印鑑登録と印鑑登録証明書の発行
●住民異動に伴う国民健康保険・国民年
　金の加入および脱退の手続き
●住民異動に伴う児童手当・子ども医療
　・後期高齢者医療の手続き
●マイナンバーカード

各区役所

市民保険年金課

●所得・課税証明書の発行各区市税事務所

●日曜開庁時の取扱業務は、平日と一部異なります。
●戸籍届は各区役所宿日直で受け付けます。
●内容により、後日他市町村などへ確認した上で受理となる場
　合があります。
●車で北区役所へお越しの際は鹿田駐車場をご利用ください
　（１時間無料）。
●３月下旬から４月上旬の平日は、窓口の混雑が予想されるの
　で、時間に余裕をもってお越しください。
●住民異動の受け付けは、お住まいの区以外の区役所や支所・
　地域センターなどでも手続きができます。

※４　天満屋地下街市民サービスコーナーは、届け（住民異
動届や戸籍届など）の受け付けは行っていません。また、
土・日曜は取り扱えない証明書がありますので、詳細はお問
い合わせください。
※５　天満屋地下街市民サービスコーナーは、窓口延長を行
っていません。

日曜開庁・窓口時間延長時の取扱業務

※１　北区役所では、所得・課税証明書を北区役所市民保険年金課（⑥番窓口）で交付します。
※２　市税事務所では、所得・課税証明書の発行業務のみを行います。
※３　北区役所市民保険年金課（⑥番窓口）での所得・課税証明書の交付は行いません。

窓口の受付時間

　区役所のほかにも、住所異動などの届けや住民票の写しなど証明書の発行を行う窓口が市内各所にあります。
お住まいの区以外の窓口もご利用可能です。窓口業務時間は平日８時30分～17時15分です。
※窓口によっては取り扱いできない業務もありますので、事前にお問い合わせください。

市役所の出先機関と取扱業務一覧市役所の出先機関と取扱業務一覧

 ■ 問 環境事業課　☎086-803-1297、1298

 ■  ■ 問  ■ 申 水道局電話受付センター　☎086-234-5959

（令和３年３月現在）（令和３年３月現在）

　ごみの分別辞典や持ち込み施設のマップ機能、前日のごみ
出し日をお知らせす
る機能などの便利な
機能があるので、ぜ
ひダウンロードして
ご利用ください。

　引っ越しで出た粗大ごみは、次の方法で出してください。 
①収集を申し込む（有料）②施設に直接持ち込む（無料）
　いずれの場合もこの時期は混み合いますので余裕を持って申
し込みください。※ごみステーションには出さないでください。
■申込先  粗大ごみ受付センター　☎086-227-5300
　　　 インターネットでも受け付けています。

　原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車の軽
自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在の所有者に課税されます。所
有者が変わった場合や車両がない場合などは４月１日までに各窓口での
手続きが必要です。軽自動車税（種別割）に関しては、各区市税事務所
にお問い合わせください。

　下記の土・日曜、祝日は、転居に伴う水道の使用
開始・中止に関する臨時電話受付を行います。この
時期は混み合いますので、早めの届け出をお願いし
ます。※窓口業務は行っていません。
■日時 　
３月13日㈯・14日㈰・20日㈷・21日㈰・27日㈯・
28日㈰の各日８時30分～17時15分
■連絡時に必要な項目  
①水道番号（住所・建物名・氏名）
②使用開始日・中止日　
③引っ越し先住所　④連絡先
ＨＰからは24時間受付しています。

※電話受付センターは第一環境㈱に業務委託してい
ます。

鶴田連絡所

天満屋地下街市民サー
ビスコーナー ※４
パスポート市民サービ
スコーナー
中区福祉事務所内市民
サービスコーナー
岡山ふれあいセンター
市民サービスコーナー

　　　　　　　　出先機関
取扱業務
住民票、戸籍、印鑑証明、
税証明など各種証明
戸籍届
住民異動届、印鑑登録
国保への加入・脱退、
国民年金への加入など
マイナンバーカード

区役所

○

○
○

○

○

支所

○

○
○

○

○

地域
センター

○

○
○

○

○※７

市民サービ
スセンター

○

○
○

○

市民サービ
スコーナー

○※６

連絡所

○※６

北区建部町角石谷2063　

北区表町二丁目天地下８

北区奉還町二丁目２-１

中区赤坂本町11-47

中区桑野715-２

☎086-722-0039

☎086-226-8288

☎086-256-5000

☎086-272-8191

☎086-277-7251

東岡山市民サービスコ
ーナー
瀬戸支所万富サービス
コーナー ※８
古都市民サービスセン
ター
朝日市民サービスセン
ター
シネマタウン岡南市民
サービスコーナー

中区高屋174

東区瀬戸町万富257

東区鉄113-１

東区西片岡67

南区築港新町一丁目25-１

☎086-272-0034

☎086-953-0610

☎086-279-0016

☎086-947-0010

☎086-263-9741

　　　　 車種区分 
原動機付自転車（125cc以
下）、小型特殊自動車

二輪の軽自動車
（125cc超250cc以下）

二輪の小型自動車
（250cc超）
軽三輪・軽四輪・
被けん引自動車

　　　　　　　　 手続き場所

各区市税事務所・支所・地域センター

岡山県自動車整備商工組合
北区富吉5301-８（岡山県自動車会館内⑯番窓口）
☎050-5540-2072（岡山運輸支局ヘルプデスク）
中国運輸局岡山運輸支局　北区富吉5301-５　　
☎050-5540-2072（岡山運輸支局ヘルプデスク）
軽自動車検査協会岡山事務所　北区久米177-３　
☎050-3816-3084（コールセンター）

iPhone ‒ iOS端末 Android端末

ごみ分別アプリをご利用ください

●北・南区役所　開庁日の８時30分～17時15分　●中・東区役所　毎日８時30分～20時
●京山公民館　水曜・祝日を除く各日９時30分～20時（日曜は17時まで）
●天満屋地下街市民サービスコーナー、シネマタウン岡南市民サービスコーナー、岡山・北・南ふれあいセンター（第３土曜を除く）
　毎日９時～20時

証明書自動交付機設置場所および稼働日時

出先機関の取扱業務　
●各区役所・支所・地域センターの
　電話番号は本紙15ページを参照く
　ださい。
※６　取り扱わない証明書がありま
す。事前にお問い合わせください。
※７　取扱業務によっては事前予約
が必要です。
※８　月・火・木・金曜（公民館の
休館日を除く）の各日９時30分～17
時

水道の使用開始・中止の臨時電話受付水道の使用開始・中止の臨時電話受付 原動機付自転車、軽自動車などの手続きはお早めに原動機付自転車、軽自動車などの手続きはお早めに

引っ越しごみについて引っ越しごみについて

市民サービスセンター、市民サービスコーナー、連絡所の住所と電話番号

窓口混雑予測
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　マイナンバーカードがあれば、コン
ビニなどで住民票の写しが取れるよ。

　各区役所市民保険年金
課の窓口呼び出し状況を
Web上で配信してるよ。
待ち時間の目安にご活用
くださいね～♪

岡山市水道局　引っ越し 検索

　　　　窓口

期日　　　　
３月15日㈪
～

３月19日㈮
３月20日㈷
３月21日㈰
３月22日㈪
３月23日㈫
３月24日㈬
３月25日㈭
３月26日㈮
３月27日㈯
３月28日㈰
３月29日㈪
～

４月２日㈮
４月３日㈯
４月４日㈰
４月５日㈪
４月６日㈫
４月７日㈬

　日曜開庁

窓口時間延長
（19時まで）

　　　実施日
３月28日、４月４日

３月28日、４月４日

３月22日㈪・23日㈫
３月29日㈪～
　　　　４月２日㈮
４月５日㈪～７日㈬

開庁（延長）時間
８:30～17:15

８:30～12:00

17:15～19:00

17:15～19:00

17:15～19:00

　　　　　　　  開庁窓口
北区役所
（市民保険年金課※１※２）
中・東・南区役所
（市民保険年金課、市税事務所※２）
各区市民保険年金課※３
各区市民保険年金課、
各区市税事務所※１※２、収納課、料金課
各区市民保険年金課※３

北区役所
市民保険年金課

17:15

17:15

受付終了時間
中・東・南区役所
市民保険年金課

17:15

休み　　　　　　　

19:00　　　　　　　

17:15　　　　　　　

休み　　　　　　　
12:00

19:00　　　　　　　

休み　　　　　　　
12:00

19:00　　　　　　　

天満屋地下街
市民サービス
コーナー※４※５

17:15

17:15

17:15

17:15

17:15

17:15

　３月末から４月初めにかけては、引っ越しの届けや住民票の写しの請求など、区役所窓口が
大変混雑します。市では、区役所窓口を日曜に開庁するほか、窓口時間の延長を行います。

 ■ 問 各区市民保険年金課・市税事務所　☎086-803-1000（代表電話から各区役所へおつなぎします）
　区政推進課　☎086-803-1033

区役所窓口を日曜開庁し、平日は19時まで延長します区役所窓口を日曜開庁し、平日は19時まで延長します

引っ越し関連情報引っ越し関連情報

取　扱　業　務開庁窓口

●転入、転出、転居など住民異動の受け
　付け
●住民票の写し、戸籍全部事項証明書な
　どの証明書の発行
●印鑑登録と印鑑登録証明書の発行
●住民異動に伴う国民健康保険・国民年
　金の加入および脱退の手続き
●住民異動に伴う児童手当・子ども医療
　・後期高齢者医療の手続き
●マイナンバーカード

各区役所

市民保険年金課

●所得・課税証明書の発行各区市税事務所

●日曜開庁時の取扱業務は、平日と一部異なります。
●戸籍届は各区役所宿日直で受け付けます。
●内容により、後日他市町村などへ確認した上で受理となる場
　合があります。
●車で北区役所へお越しの際は鹿田駐車場をご利用ください
　（１時間無料）。
●３月下旬から４月上旬の平日は、窓口の混雑が予想されるの
　で、時間に余裕をもってお越しください。
●住民異動の受け付けは、お住まいの区以外の区役所や支所・
　地域センターなどでも手続きができます。

※４　天満屋地下街市民サービスコーナーは、届け（住民異
動届や戸籍届など）の受け付けは行っていません。また、
土・日曜は取り扱えない証明書がありますので、詳細はお問
い合わせください。
※５　天満屋地下街市民サービスコーナーは、窓口延長を行
っていません。

日曜開庁・窓口時間延長時の取扱業務

※１　北区役所では、所得・課税証明書を北区役所市民保険年金課（⑥番窓口）で交付します。
※２　市税事務所では、所得・課税証明書の発行業務のみを行います。
※３　北区役所市民保険年金課（⑥番窓口）での所得・課税証明書の交付は行いません。

窓口の受付時間

　区役所のほかにも、住所異動などの届けや住民票の写しなど証明書の発行を行う窓口が市内各所にあります。
お住まいの区以外の窓口もご利用可能です。窓口業務時間は平日８時30分～17時15分です。
※窓口によっては取り扱いできない業務もありますので、事前にお問い合わせください。

市役所の出先機関と取扱業務一覧市役所の出先機関と取扱業務一覧

 ■ 問 環境事業課　☎086-803-1297、1298

 ■  ■ 問  ■ 申 水道局電話受付センター　☎086-234-5959

（令和３年３月現在）（令和３年３月現在）

　ごみの分別辞典や持ち込み施設のマップ機能、前日のごみ
出し日をお知らせす
る機能などの便利な
機能があるので、ぜ
ひダウンロードして
ご利用ください。

　引っ越しで出た粗大ごみは、次の方法で出してください。 
①収集を申し込む（有料）②施設に直接持ち込む（無料）
　いずれの場合もこの時期は混み合いますので余裕を持って申
し込みください。※ごみステーションには出さないでください。
■申込先  粗大ごみ受付センター　☎086-227-5300
　　　 インターネットでも受け付けています。

　原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車の軽
自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在の所有者に課税されます。所
有者が変わった場合や車両がない場合などは４月１日までに各窓口での
手続きが必要です。軽自動車税（種別割）に関しては、各区市税事務所
にお問い合わせください。

　下記の土・日曜、祝日は、転居に伴う水道の使用
開始・中止に関する臨時電話受付を行います。この
時期は混み合いますので、早めの届け出をお願いし
ます。※窓口業務は行っていません。
■日時 　
３月13日㈯・14日㈰・20日㈷・21日㈰・27日㈯・
28日㈰の各日８時30分～17時15分
■連絡時に必要な項目  
①水道番号（住所・建物名・氏名）
②使用開始日・中止日　
③引っ越し先住所　④連絡先
ＨＰからは24時間受付しています。

※電話受付センターは第一環境㈱に業務委託してい
ます。

鶴田連絡所

天満屋地下街市民サー
ビスコーナー ※４
パスポート市民サービ
スコーナー
中区福祉事務所内市民
サービスコーナー
岡山ふれあいセンター
市民サービスコーナー

　　　　　　　　出先機関
取扱業務
住民票、戸籍、印鑑証明、
税証明など各種証明
戸籍届
住民異動届、印鑑登録
国保への加入・脱退、
国民年金への加入など
マイナンバーカード

区役所

○

○
○

○

○

支所

○

○
○

○

○

地域
センター

○

○
○

○

○※７

市民サービ
スセンター

○

○
○

○

市民サービ
スコーナー

○※６

連絡所

○※６

北区建部町角石谷2063　

北区表町二丁目天地下８

北区奉還町二丁目２-１

中区赤坂本町11-47

中区桑野715-２

☎086-722-0039

☎086-226-8288

☎086-256-5000

☎086-272-8191

☎086-277-7251

東岡山市民サービスコ
ーナー
瀬戸支所万富サービス
コーナー ※８
古都市民サービスセン
ター
朝日市民サービスセン
ター
シネマタウン岡南市民
サービスコーナー

中区高屋174

東区瀬戸町万富257

東区鉄113-１

東区西片岡67

南区築港新町一丁目25-１

☎086-272-0034

☎086-953-0610

☎086-279-0016

☎086-947-0010

☎086-263-9741

　　　　 車種区分 
原動機付自転車（125cc以
下）、小型特殊自動車

二輪の軽自動車
（125cc超250cc以下）

二輪の小型自動車
（250cc超）
軽三輪・軽四輪・
被けん引自動車

　　　　　　　　 手続き場所

各区市税事務所・支所・地域センター

岡山県自動車整備商工組合
北区富吉5301-８（岡山県自動車会館内⑯番窓口）
☎050-5540-2072（岡山運輸支局ヘルプデスク）
中国運輸局岡山運輸支局　北区富吉5301-５　　
☎050-5540-2072（岡山運輸支局ヘルプデスク）
軽自動車検査協会岡山事務所　北区久米177-３　
☎050-3816-3084（コールセンター）

iPhone ‒ iOS端末 Android端末

ごみ分別アプリをご利用ください

●北・南区役所　開庁日の８時30分～17時15分　●中・東区役所　毎日８時30分～20時
●京山公民館　水曜・祝日を除く各日９時30分～20時（日曜は17時まで）
●天満屋地下街市民サービスコーナー、シネマタウン岡南市民サービスコーナー、岡山・北・南ふれあいセンター（第３土曜を除く）
　毎日９時～20時

証明書自動交付機設置場所および稼働日時

出先機関の取扱業務　
●各区役所・支所・地域センターの
　電話番号は本紙15ページを参照く
　ださい。
※６　取り扱わない証明書がありま
す。事前にお問い合わせください。
※７　取扱業務によっては事前予約
が必要です。
※８　月・火・木・金曜（公民館の
休館日を除く）の各日９時30分～17
時

水道の使用開始・中止の臨時電話受付水道の使用開始・中止の臨時電話受付 原動機付自転車、軽自動車などの手続きはお早めに原動機付自転車、軽自動車などの手続きはお早めに

引っ越しごみについて引っ越しごみについて

市民サービスセンター、市民サービスコーナー、連絡所の住所と電話番号

窓口混雑予測
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廃乾電池等 

岡山市有料指定袋

スプレー缶 

ごみ一つの大きさが20ℓの
有料指定ごみ袋に入るものです。

大きさの目安
（可燃ごみ・不燃ごみ）

岡山市有料指定袋

20ℓ

32cm

55
cm

20ℓの有料指定ごみ袋のサイズ

※入りきらないものは粗大ごみになります。

岡山市有料指定袋
岡山市有料指定袋岡山市有料指定袋

岡山市有料指定袋

令和３年４月１日以降

穴を開けずに緑コンテナへ

※収集曜日についての変更はありません。

　　空き家の発生抑制のため、
　住宅所有者に対し「自宅の将来について早い段階で考　
　え、行動してもらう」ことを目的としています。

プロジェクトの目的

▶アンケート調査
　ご協力いただける町内会の各家庭に、自宅の将来につい
て考えていただくきっかけづくりとして、態度・行動変容
に向けたアンケート調査を行います。
　調査結果は、取りまとめて町内会へ報告させていただき
ます。
▶ワークショップ・相談会
　アンケート調査にご協力いただいた人を対象に、自宅の
将来についての悩み・不安を解消していただけるよう、専
門家（弁護士、司法書士、建築士など）を交えたワークシ
ョップや相談会を開催し、空き家を生まないための具体的
な行動を促します。

活動の内容

（×）小型家電として小型家電回収ボックスに入れる。
（〇）ビニール袋に入れた上で、電池
　　として灰色コンテナに入れる。

　＜「ど～すりゃ～えぇ？」の配送に関するお問い合わせ＞
　９時～17時（土・日曜、祝日を含む）
　ヤマトダイアログ＆メディア㈱
　☎0120-637-631（令和３年２月22日～３月31日）

③リチウムイオンバッテリー（一体型のもの）

（×）収集しない。
（〇）鋭利でないもの（血液
　　が付着している物は除く）
　　は収集。針がある物など
　　は収集しません。

④在宅医療廃棄物について

（×）ひもで十字に縛って出す。
（〇）透明または半透明の袋に入れて出す。

⑥古布の出し方について

（×）ラベルは付いたままで構いません。
（〇）ラベルは剥がしてください。

⑤ペットボトルのラベルについて
（×）使い切り穴を開ける。
　　青色コンテナ（瀬戸地
　　域を除く）に空き缶と
　　一緒に入れる。
（〇）使い切る。穴を開け
　　ずに緑コンテナに入れ
　　る。

①スプレー缶の排出方法

（×）一斗缶（18リットル）
　　以上の大きさのもの。
（〇）20リットルの有料指
　　定ごみ袋に入り切らな
　　いもの。

②粗大ごみとなる大きさ
　について

募集

 ■ 問   建築指導課　☎086-803-1410
　https://akiya-okayama.cecnet.co.jp/

「この家、将来どうする？」
　自宅が老朽化し危険な空き家となり地域の皆さんに迷惑
をかけてしまう前に、自宅の将来について考え、家族や親
族と話し合ってみませんか？
空き家を生まないプロジェクトとは？
　開発から40～50年を経過した戸建団地では、世代交代の
時期を迎え、今後立て続けに空き家が発生すると予想され
ます。
　市では、住宅所有者の
人を対象に、自宅の将来
について考えていただき、
地域に空き家を生まない
ためのさまざまな取り組
みを、産官学協働プロジ
ェクトとして、令和元年
から行っています。

自宅の将来について、家族で話をしませんか？

岡山・空き家を生まないプロジェクト

 ■ 問   環境事業課　☎086-803-1321

ごみ減量・リサイクルガイド
「ど～すりゃ～えぇ？」改訂のお知らせ

　ごみ減量・リサイクルガイド「ど～すりゃ～えぇ？」を
改訂しました。令和３年３月中に市民の皆さんへ全戸配布
します（建部地区を除く）。以下、主な変更点をご紹介し
ます。

主な変更点をご紹介！

　令和３年度、本プロジェクトに参加していただける
町内会を募集しています。興味がある人は、町内会単
位でお問い合わせください。
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第36回「坪田譲治文学賞」
受賞作が決定しました！

　岡山市出身でわが国の児童文学に多大な業績を残した
坪田譲治を顕彰する「坪田譲治文学賞」の本年度受賞作が
決定しました。

　小学５年生のわたしと中
学１年生の兄は２カ月前、
母の理想の新しい家に、市
の東側から西側へ引っ越し
てきた。この町で通い出し
た英会話スクールが休講だ
ったので、わたしはふと通
ったことのない道へ行って
みたくなる。道のずっと先
には道路にまで木の枝が伸
びている家があり、白い花
がちらほらと咲いて･･････。

　子どもの時間の不思議について書きました。子ども
時代は短く、あっというまに大人になってしまいます。
けれど歳を取ってしまったあとでも、子ども時間は何
度も息をふき返します。子どものみなさんにはいまの
こととして、大人の方は自分の中の子どもを蘇らせて
読んでいただければ嬉しいです。

　坪田譲治文学賞をお与えくださり、たいへんありが
たく、うれしく思っています。この受賞を大きな励み
として、なんとか少しでもいい作品を書いていきたい
と思っています。

　他にも、自転車の安全利用や防犯対策について定め
られています。詳細はＨＰをご覧いただくか、お問い
合わせください。

　1950年山口県生まれ。『「うそ
じゃないよ」と谷川くんはいっ
た』で産経児童出版文化賞・小学
館文学賞、『ステゴザウルス』
『迷い鳥とぶ』で路傍の石文学賞、
『あたらしい子がきて』で野間児
童文芸賞、『きみは知らないほう
がいい』で産経児童出版文化賞大
賞を受賞。

受賞作
『もうひとつの曲がり角』

 ■ 問   生活安全課　☎086-803-1106

いよいよ施行されます！
岡山市自転車条例

　「岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条
例」が４月１日に施行されます。

■自転車を利用する人は、自転車
　で事故を起こした際の損害を賠
　償できるよう、保険等へ加入し
　なければなりません。
　　未成年の場合は、保護者の人
　に加入義務があります。
■事業者は、その事業活動において従業者に自転車を利用
　させるときは、保険等に加入しなければなりません。ま
　た、自転車通勤者が保険等に加入しているか確認するよ
　う努めなければなりません。
■自転車小売業者は、自転車購入者が保険等に加入してい
　るか確認し、情報提供をするよう努めなければなりませ
　ん。
■自転車貸し出し業者は、保険等に加入しなければなりま
　せん。  

　自転車に乗っていて自分がケガをした時のため
の保険に入らないといけない？

　この条例で加入が義務付けられているのは、自
分が事故を起こしてしまった際に相手の損害を賠
償するための保険ですが、自損事故を起こした場
合の補償があるとより安心です。

　新たに保険に加入しないといけない？

　まずは、自動車保険や傷害保険、クレジットカ
ードの付帯保険、共済など、現在契約されている
保険の内容を確認してください。その中に、自転
車事故の損害賠償に対応する特約などが含まれて
いたら、新たに加入する必要はありません。

　保護者は、幼児用座席に幼児を
乗せるときや、小学生までの子ど
もが一人で自転車に乗るときは、
ヘルメットを着用させなければな
りません。

子どものヘルメット着用義務化

　＜よくある質問＞

自転車損害賠償保険等の加入義務化

あらすじ 受賞コメント

著者プロフィール

岩瀬　成子　さん

読者へのメッセージ

Q

Q

A

A
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4区のニュースを月替わりでお伝えします4区のニュースを月替わりでお伝えします

報 番組広
ホームページでも動画をご覧になれます。

ラジオ

テレビ

消費生活センター　☎086-803-1109
＜相談受付時間／９時～16時（土・日曜、祝日を除く）＞
消費生活相談は『消費者ホットライン ☎188（イヤヤ！）』
もご利用いただけます

消費生活 知識豆

聴いて
ね！

見てね！

｠ 益野女性防火クラブは、昭和55年に東区で、いち
早く発足した防火・防災組織です。「自分たちの地
域は自分たちで守る」という気持ちで、現在約40人
が活動しています。
　同クラブでは、住宅用火災警報器設置の普及啓発
や、非常食についての研修会開催などさまざまな活
動を行っています。また、このような活動を通じて、
地域の中でお互いに顔の見える関係を構築すること
で、災害時における連携強化も図っています。　

　南海トラフ地震などの大規模災害が起こった際に
は、公的機関が行う公助だけでは充分に対応できな
いと言われています。その時に大切になってくるの
が「自分の命は自分で守る」という自助、「地域の
人と共に助け合う」という共助です。
　益野女性防火クラブではこれからも地域の防火・
防災力向上のための活動を行っていきます。

東区東区
　「益野女性防火クラブ」～自助、共助の大切さ～

 ■  ■ 問 東消防署　☎086-942-9119

▲非常食研修会の様子

▲商業施設での普及啓発活動の様子

【事例】
　墓参りをしていたところ、突然業者から声を掛け
られた。「墓地の区画を仕切るブロックが傾いてい
る。近くの墓地も修繕をしており、ついでなので修
繕をしないか。」と言われ、その場で契約をし、契
約書面を受け取った。翌日すぐに工事された。冷静
に考えると高額であり、修繕工事の必要があったか
どうかも分からない。すでに工事をしているが、ク
ーリング・オフできるか。
【アドバイス】
　墓地で突然声を掛けられ、その場で契約をしてい
るため訪問販売に当たります。訪問販売の場合は契
約書の交付が義務付けられており、契約書面を受け
取ってから８日間はクーリング・オフが可能です。
すでに工事をしていても申し出は可能です。業者に
書面で申し出をしましょう。すでに代金を支払って
いる場合は、早急に返金してもらいましょう。修繕
工事など高額な契約をする場合は、その場で契約せ
ず、複数業者から見積もりを取り、慎重に判断しま
しょう。

墓地の修繕トラブルに注意！

■ テレビせとうち（ＴＳＣ）みらいリンリンおかやま
　「入っていますか？自転車保険」
　３月20日㈷20時54分～、（再）３月21日㈰15時55分～、
　３月22日㈪９時30分～、３月23日㈫25時～
■ 岡山放送（ＯＨＫ）おかやまももてなし調査団！
　「窓口時間延長、日曜開庁」
　３月７日㈰11時45分～、
　（再）３月８日㈪11時20分～、３月14日㈰８時25分～
■ 山陽放送（ＲＳＫ）トメちゃん＆桃太郎の岡山Cityかわら版！
　「新型コロナウイルスワクチン接種について」
　３月20日㈷18時50分～、
　（再）３月22日㈪22時55分～、３月24日㈬４時25分～
■ oniビジョン
　いきいきおかやま／おかやま情報かわらばん
　毎日７時30分～、12時～、月～金曜18時45分～、
　土・日曜22時45分～
　ＬＩＦＥおかやま／つながる協働ひろば／おかやまＥＳＤなび
　毎日７時45分～、12時15分～

● RSK山陽放送ラジオ 1494kHz
　岡山くらしと市政　毎週金曜11時22分ごろ～
● レディオMOMO FM79.0MHz
　シティインフォメーションスクエア　毎週月～金曜９時～

フォト日記

　ブレークダンス競技の菱川一心選手とBMX競技の
菱川高虎選手が大森市長を表敬訪問しました。　　　
　一心選手は「第２回全日本ブレイキン選手権」で準優
勝、高虎選手は「JapanCupフラットランド岡山大会」
で準優勝を果たしました。大森市長へ報告とともに今
後の抱負を語りました。兄弟そろって好成績を収めて
おり、今後も菱川兄弟のさらなる活躍に注目です！

　１月27日㈬から29日㈮の３日間、市役所１階市民ホ
ールで、美しい洋らんの魅力を紹介する「岡山洋らん
展示会」を開催しました。
　生産者が丹精込めて育てたシンビジウムや迫力ある
コチョウラン、可憐なデンドロビウムなど、色とりど
りの洋らんが会場を華やかに彩り、訪れた人たちの目
を楽しませました。

　園内の鶴鳴館で、北消防署番町分署の特別消火隊や
後楽園の職員で組織する自衛消防隊が合同で消防訓練
を行いました。文化財防火デーは昭和24年１月26日に
法隆寺の金堂が火災で焼損したことから定められまし
た。先人が守ってきた歴史と伝統を次世代へ引き継い
でいくために、文化財の火災予防の推進に取り組んで
いきたいと思います。

　第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会で見
事優勝した就実高等学校バレーボール部（女子）の皆
さんが大森市長へ報告に来てくれました。就実高校の
優勝は25大会ぶり３回目。ノーシード１回戦からの参
加ながら、強豪校に次々と打ち勝っての優勝でした。
首から下げた金メダルと皆さんの笑顔が輝いていまし
た。本当におめでとうございました！

１月20日～１月29日の岡山市のできごとをお知らせします。

120
菱川一心選手・菱川高虎選手
市長表敬訪問

121
就実高校バレーボール部（女子）
市長表敬訪問

127
文化財防火デーに伴い岡山後楽園・
鶴鳴館で消防訓練を実施！

1 29～27
岡山洋らん展示会を
開催しました！
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報 番組広
ホームページでも動画をご覧になれます。

ラジオ

テレビ

消費生活センター　☎086-803-1109
＜相談受付時間／９時～16時（土・日曜、祝日を除く）＞
消費生活相談は『消費者ホットライン ☎188（イヤヤ！）』
もご利用いただけます

消費生活 知識豆

聴いて
ね！

見てね！

｠ 益野女性防火クラブは、昭和55年に東区で、いち
早く発足した防火・防災組織です。「自分たちの地
域は自分たちで守る」という気持ちで、現在約40人
が活動しています。
　同クラブでは、住宅用火災警報器設置の普及啓発
や、非常食についての研修会開催などさまざまな活
動を行っています。また、このような活動を通じて、
地域の中でお互いに顔の見える関係を構築すること
で、災害時における連携強化も図っています。　

　南海トラフ地震などの大規模災害が起こった際に
は、公的機関が行う公助だけでは充分に対応できな
いと言われています。その時に大切になってくるの
が「自分の命は自分で守る」という自助、「地域の
人と共に助け合う」という共助です。
　益野女性防火クラブではこれからも地域の防火・
防災力向上のための活動を行っていきます。

東区東区
　「益野女性防火クラブ」～自助、共助の大切さ～

 ■  ■ 問 東消防署　☎086-942-9119

▲非常食研修会の様子

▲商業施設での普及啓発活動の様子

【事例】
　墓参りをしていたところ、突然業者から声を掛け
られた。「墓地の区画を仕切るブロックが傾いてい
る。近くの墓地も修繕をしており、ついでなので修
繕をしないか。」と言われ、その場で契約をし、契
約書面を受け取った。翌日すぐに工事された。冷静
に考えると高額であり、修繕工事の必要があったか
どうかも分からない。すでに工事をしているが、ク
ーリング・オフできるか。
【アドバイス】
　墓地で突然声を掛けられ、その場で契約をしてい
るため訪問販売に当たります。訪問販売の場合は契
約書の交付が義務付けられており、契約書面を受け
取ってから８日間はクーリング・オフが可能です。
すでに工事をしていても申し出は可能です。業者に
書面で申し出をしましょう。すでに代金を支払って
いる場合は、早急に返金してもらいましょう。修繕
工事など高額な契約をする場合は、その場で契約せ
ず、複数業者から見積もりを取り、慎重に判断しま
しょう。

墓地の修繕トラブルに注意！

■ テレビせとうち（ＴＳＣ）みらいリンリンおかやま
　「入っていますか？自転車保険」
　３月20日㈷20時54分～、（再）３月21日㈰15時55分～、
　３月22日㈪９時30分～、３月23日㈫25時～
■ 岡山放送（ＯＨＫ）おかやまももてなし調査団！
　「窓口時間延長、日曜開庁」
　３月７日㈰11時45分～、
　（再）３月８日㈪11時20分～、３月14日㈰８時25分～
■ 山陽放送（ＲＳＫ）トメちゃん＆桃太郎の岡山Cityかわら版！
　「新型コロナウイルスワクチン接種について」
　３月20日㈷18時50分～、
　（再）３月22日㈪22時55分～、３月24日㈬４時25分～
■ oniビジョン
　いきいきおかやま／おかやま情報かわらばん
　毎日７時30分～、12時～、月～金曜18時45分～、
　土・日曜22時45分～
　ＬＩＦＥおかやま／つながる協働ひろば／おかやまＥＳＤなび
　毎日７時45分～、12時15分～

● RSK山陽放送ラジオ 1494kHz
　岡山くらしと市政　毎週金曜11時22分ごろ～
● レディオMOMO FM79.0MHz
　シティインフォメーションスクエア　毎週月～金曜９時～

フォト日記

　ブレークダンス競技の菱川一心選手とBMX競技の
菱川高虎選手が大森市長を表敬訪問しました。　　　
　一心選手は「第２回全日本ブレイキン選手権」で準優
勝、高虎選手は「JapanCupフラットランド岡山大会」
で準優勝を果たしました。大森市長へ報告とともに今
後の抱負を語りました。兄弟そろって好成績を収めて
おり、今後も菱川兄弟のさらなる活躍に注目です！

　１月27日㈬から29日㈮の３日間、市役所１階市民ホ
ールで、美しい洋らんの魅力を紹介する「岡山洋らん
展示会」を開催しました。
　生産者が丹精込めて育てたシンビジウムや迫力ある
コチョウラン、可憐なデンドロビウムなど、色とりど
りの洋らんが会場を華やかに彩り、訪れた人たちの目
を楽しませました。

　園内の鶴鳴館で、北消防署番町分署の特別消火隊や
後楽園の職員で組織する自衛消防隊が合同で消防訓練
を行いました。文化財防火デーは昭和24年１月26日に
法隆寺の金堂が火災で焼損したことから定められまし
た。先人が守ってきた歴史と伝統を次世代へ引き継い
でいくために、文化財の火災予防の推進に取り組んで
いきたいと思います。

　第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会で見
事優勝した就実高等学校バレーボール部（女子）の皆
さんが大森市長へ報告に来てくれました。就実高校の
優勝は25大会ぶり３回目。ノーシード１回戦からの参
加ながら、強豪校に次々と打ち勝っての優勝でした。
首から下げた金メダルと皆さんの笑顔が輝いていまし
た。本当におめでとうございました！

１月20日～１月29日の岡山市のできごとをお知らせします。

120
菱川一心選手・菱川高虎選手
市長表敬訪問

121
就実高校バレーボール部（女子）
市長表敬訪問

127
文化財防火デーに伴い岡山後楽園・
鶴鳴館で消防訓練を実施！

1 29～27
岡山洋らん展示会を
開催しました！
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