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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。
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安全・安心の岡山市の
実現を目指して

岡山県
警察本部

聴いて
ね！

見てね！

 ■ 問   建築指導課空家対策推進室　☎086-803-1410
　市では、空き家に関する各支援制度や空き家の管理方
法・除却・利活用のご相談などについて、ワンストップで
対応する空家等総合相談窓口を設けています。
　また、町内会などを対象に出前講座なども実施していま
すので、希望する団体は電話でお申し込みください。

▶除却補助
　法律に基づく特定空家等の除却費用の一部補助を行っています。

※１　地域活性化のために町内会やＮＰＯ法人などが跡地を10年
　　　間管理すること
※２　応急措置を実施する場合は10万円
▶リフォーム補助
　空家等のリフォーム費用の一部補助を行っています。

※３　地域活性化のために町内会やＮＰＯ法人などがリフォーム
　　　後に10年間管理すること　
▶診断補助
　空き家診断の費用の一部補助を行っています。

※４　昭和56年５月31日以前に着工された木造住宅

空家等総合相談窓口
　空き家の管理方法・除却・利活用のご相談などについて、
ワンストップで対応する窓口を設置しています。

●下記のＪＲ駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定しています。駐輪場をご利用ください。

出前講座
　町内会などを対象に市の空家対策についてご紹介します。
希望する団体は電話で申し込んでください。

空き家の適正管理を支援するための補助制度
　次のとおり補助制度を行っています。要件などの詳細は
お問い合わせください。

空き家情報バンク
　空き家の「売りたい・貸したい」の情報
はこちらから

■申 ４月12日～12月17日の間に
（予算の限度に達した場合は受付終了）
※各補助事業は、交付決定後でなければ着手できません。
※年度内に各補助事業が完了する必要があります。

●レンタサイクルをご利用ください
　岡山駅東口地下自転車等駐車場では、岡山駅から通勤、
通学する人を対象にレンタサイクルを用意しています。申
し込みは同駐車場（☎086-801-0884）へ。
◆利用料金（６カ月定期 ※駐輪場利用料金込み）
　一般14,140円　学生9,420円

　市では、ＪＲ岡山駅など11駅周辺を自転車等放置禁止区
域に指定しています。これらの場所では、警告札を貼り付
け後、３時間以上放置されたままの自転車と原付バイク
（50cc以下）が撤去の対象となります。
※指定区域外でも警告札を貼り付けた後、７日間以上、放
　置が継続したものは撤去の対象となります。
◆放置自転車などの保管場所
駅元町自転車等保管場所（☎086-256-9030、７時～19時）
※保管期間は１カ月で返還時には手数料（自転車1,570円、
　原付バイク3,140円）が必要です。

　岡山市中心部の「駐輪場マップ」を作成しました。
市のＨＰからダウンロードできます。

　岡山市中心部（ＪＲ岡山駅周辺および北区表町周
辺）の市営有料駐輪場や民営の路上駐輪場は、全て駐
輪後２時間以内は無料でご利用できます。駐輪場の場
所や料金については、市のＨＰをご覧ください。

 ■ 問   各区役所地域整備課・支所産業建設課
　北区☎086-803-1685　中区☎086-901-1633
　東区☎086-944-5048　南区☎086-902-3527
　瀬戸支所☎086-952-1115

岡山市は、自転車利用環境の総合的な向上に努めます

放置自転車のないきれいなまちに　

空き家の適正管理や除却・利活用など

空き家に関する支援制度をご利用ください　

詳細は　　　　　　　　　　　　　で岡山市自転車等駐車場 検索

詳細は　　　　　　　　　　　　　で岡山市駐輪場マップ 検索

　　区　分
一　　　般
地域活性化※１

　　  駅名（区）

JR岡山駅周辺（北区）

JR大元駅周辺（北区）
JR北長瀬駅周辺（北区）

JR庭瀬駅周辺（北区）

　　　　　 施設名
岡山駅東口地下自転車等駐車場
岡山駅西口地下自転車駐車場
駅元町北自転車駐車場
大元駅前自転車等駐車場
北長瀬駅南口自転車等駐車場
庭瀬駅第１自転車等駐車場 
庭瀬駅第２・第３自転車駐車場 
庭瀬駅南口自転車等駐車場

  電話番号
☎086-801-0884
☎086-252-4225
☎086-254-4700
☎086-241-0181
☎086-245-6260

☎086-293-3736

JR高島駅周辺（中区）

JR東岡山駅周辺（中区） 

JR妹尾駅周辺（南区）

JR西大寺駅周辺（東区） 
JR大多羅駅周辺（東区）
JR万富駅周辺（東区）
JR瀬戸駅周辺（東区）

高島駅前自転車等駐車場 
高島駅第２・第３自転車等駐車場 
東岡山駅前自転車等駐車場 
妹尾駅前自転車等駐車場 
妹尾駅南口自転車駐車場
西大寺駅前自転車等駐車場 
大多羅駅前自転車等駐車場 
万富駅前自転車等駐車場
市営駐輪場はありません。駅周辺の民間駐輪場をご利用ください。 

☎086-275-2190
☎086-270-0551
☎086-279-3598

☎086-282-5334

☎086-944-1807
☎086-942-0421
☎086-227-9271

　　　　  補助率
除却工事などの費用の１/３
除却工事などの費用の４/５

補助額（上限額）
　　 50万円※２
　　200万円

　　区　分
一　　　般
地域活性化※３

　　　　  補助率
リフォーム工事などの費用の１/３
リフォーム工事などの費用の２/３

補助額（上限額）
　　 50万円
　　150万円

　　区　分
旧耐震住宅※４
新耐震住宅

　　　　　　　　  補助率
耐震診断と劣化診断の費用の一部
劣化診断の費用の一部

12万円～14.8万円
６万円

　南区役所では「地域の力をいかした災害に強く安
全・安心なまちづくり」に向けて、平成30年度から
南区地域防災力強化事業に取り組んでいます。
　令和元年度に実施した防災フェアで子どもたちに
大人気だった防災プログラムを、各地域のイベント
などで広く楽しんでもらうため、令和２年度は指導
役となるインストラクターを
養成する講座を開催しました。
　この防災プログラムは、避
難するときに身に着けるべき
服装などをクイズで学ぶ「水
害着せ替えゲーム」や、正し
い避難方法を間違い探し形式
で考える紙芝居など、子ども
たちがゲーム感覚で主体的に
防災について学ぶことができ
る内容です。

　養成講座では、プ
ログラムを開発した
ＮＰＯ法人プラス・
アーツが神戸からリ
モートで講師を務め、
子どもの興味を引き
付けるプログラムの
進行方法やポイント
の伝え方など、実演を交えながら分かりやすく解説
しました。講座には、大学の防災サークルや地域の
子育て支援グループ、町内会などから約30人の参加
があり、受講後には参加者から「地域の防災教室で
活用したい」などの声が上がりました。
　災害はコロナ禍という状況に関わらず、いつでも
起こる可能性があります。防災プログラムインスト
ラクターの活動を通じて、地域で防災を身近に意識
する機会がより増えていくことを期待しています。

南区南区
南区防災プログラムインストラクター養成講座を開催しました

 ■  ■ 問 南区役所総務・地域振興課　☎086-902-3502

▲リモート講義の様子

▲着せ替え用パネル

　横断歩道での歩行者優先は「交通ルール」です。
ドライバーは、横断歩道に歩行者がいたら止まりま
しょう。歩行者は、横断歩道を渡るときには、車に
対して「アイコンタクト」や「手を上げる」ことで
横断する意思を示しましょう。
　県警察では、「横断歩道は歩行者優先」の広報動
画を制作しました。「桃太郎」のおばあさんが川へ

洗濯に行きます
が、途中に横断
歩道があって…。

続きは
YouTubeで
ぜひご覧ください。

横断歩道は歩行者優先

■ テレビせとうち（ＴＳＣ）みらいリンリンおかやま
　「新型コロナウイルスワクチン」
　４月17日㈯20時54分～、（再）４月18日㈰15時55分～、
　４月19日㈪９時30分～、４月20日㈫25時～
■ 岡山放送（ＯＨＫ）おかやまももてなし調査団！
　「日本遺産をモチーフとした自転車のレンタル開始！」
　４月４日㈰11時45分～、
　（再）４月５日㈪11時20分～、４月11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！
　「高齢者団体向けフレイルチェック参加団体募集」
　４月17日㈯18時50分～、
　（再）４月19日㈪ちゃんねるロック（仮）内、４月21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～
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