
引き続き
注意を

お願いします

　市では高齢者向け（65歳以上）新型コロナワクチンの接種を始めます。なお、４月分の国からのワクチン供給予定
量に限りがあるため、徐々に接種の規模を拡大していきます。

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
０１２０－７８０－９１０　
 FAX  ０８６－８０３－１７７５  
月～金曜８時30分～17時30分（土・日曜、祝日除く）

対象者 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

▶どれぐらいの効果（有効性）があるの？
　２回の接種により、約95％の有効性で、発熱やせきなどの症
状が出ること（発症）の予防効果があるとされています。

▶どんな副反応があるの？
　どんなワクチンでも副反応が
起こる可能性はあるとされてお
り、今回新たに承認されたワク
チンの国内治験では、２回接種
後に、約80％の人に接種部位の
痛み、約60％の人に疲労・倦怠
感、約33％の人に37.5度以上の
発熱が認められています。
　一方、急性のアレルギー反応
であるアナフィラキシーは、米国で約100万人に５人程度とさ
れています。

▶接種を受けるかどうかは、皆さんのご判断です。
　ワクチン接種は市民の皆さんに強制するものではありません。
接種による効果と副反応を検討し、納得した上で、ワクチン接
種を受けるかどうかを決めてください。

①対象者に、市から「接種券」が届く
②接種を希望する人は、医療機関や接種会
　場に予約を入れる

費　用 無料

基本的
な流れ

■厚生労働省ＨＰはこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf
/seisakunitsuite/
bunya/0000121431_
00218.html

登録方法：
　右のＱＲコード読み取り
　→友だち追加　

高齢者を対象とした接種の概要

市公式LINEからも情報発信！

ワクチンについて

新型コロナウイルスの高齢者向け（65歳以上）
ワクチン接種がスタートします
～４月中旬開始予定。徐々に接種規模を拡大～
※令和３年３月中旬時点の予定であり、状況により記載の内容が変更となる場合があります。

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

ワクチン接種に関してのご注意
●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。
　●岡山市から転出する場合…転出先の自治体に
　問い合わせ要。岡山市の接種券は使用不可。
●岡山市に転入する場合…転入届（住民異動届）
　のあった接種対象者には接種券を送付。

　今後、ワクチンの接種可能な医療機関など
の新たなお知らせは、市ＨＰや市公式ＬＩＮ
Ｅアカウントなどでも、速やかにお知らせし
ていきますので、ぜひ登録をお願いします。

◎接種可能な医療機関や予約開始の時期は、決ま
　り次第お知らせします。
　医療機関などへの問い合わせはご遠慮ください。
◎ワクチン供給量に応じて、接種規模を順次拡大
　していく方針です。
◎詳細は、市広報紙、テレビ、市ＨＰ、市公式Ｌ
　ＩＮＥなどでお知らせします。

　年末年始に比べると、市での新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は減っていますが、まだまだ油断はできま
せん。３月末から４月にかけては、進学や就職、異動などで全国的に人の動きが増えるため、再び感染者が増える可
能性もあります。引き続き、感染予防にご協力をお願いします。　

　12月から１月にかけての流行や感染経路などを振り返り、
これからの時期に注意いただきたい点をお知らせします。

　会食以外でも職場での感染事例や、どこで感染したのか分からない「感染源不明」などもありました。マスクの着
用や小まめな手指消毒、「３密」の回避など、基本的な感染予防策を徹底するほか、勤務時間外の休憩や食事などの
場面での気のゆるみにもご注意ください。

　仕事や帰省などで会った相手がたまたま感染していたため、その人との接触により感染した事例も見受けられまし
た。これから新しい人と接することが多い時期になります。感染しない・させないためにも、マスクの着用を。

　マスクがないと「飛沫」を防げません。ウイルスを含ん
だ飛沫を吸い込んだり、飛沫が落ちた料理を食べたりする
ことが感染につながります。「食事やお酒をいただく際に
は、大声を出さない」「会話をする際にはマスクをつける」
などの対策を取りましょう。

マスクできない飲食時の「飛沫」に
注意！

ふだん顔を合わせていない人と会う
ときこそ、マスク着用を！

基本的な感染予防策の徹底を！

年末年始の流行からの振り返り

4月は、人の動きの増える時期
引き続き感染予防にご協力ください

 ■ 問   保健管理課　☎086-803-1251

●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？

〈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。

　　　　　　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！

●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
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夢に向かって心を一つに！

岡山シーガルズ
今月の 子どもたちに夢を！

ファジアーノ岡山マスコット
キャラクター
ファジ丸

熱中！スポーツ熱中！スポーツ

バスケで岡山を熱くする！

トライフープ岡山
卓球で岡山を世界一に！

岡山リベッツ

ホームゲーム日程

ホームゲーム日程

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

新たな門出を迎える皆さん、おめでとうございます！

４/17㈯
４/18㈰

18：35
15：05

さ い た ま
ブ ロ ン コ ス

対戦相手開催日 試合開始
４/29㈷
４/30㈮

15：05
12：05

岩 手 ビ ッ グ
ブ ル ズ

対戦相手開催日 試合開始

　Ｂ３リーグ2020-21シーズンも折り返し、トライフープ
岡山は現在上位をキープし後半戦へと突入しました。
　４月のホームゲームはジップアリーナ岡山での４戦。４
月17日はファジアーノ岡山ホーム戦からのはしご観戦が可
能な試合開始時間です。一緒に岡山のプロスポーツチーム
を盛り上げていきましょう！ぜひ会場で応援をお願いしま
す！
　トライフープ岡山ではホームゲームを共に盛
り上げてくれるボランティアスタッフ大募集！
詳細は公式ＨＰをご確認ください。

シーズン折り返し！ 白熱したプロリーグをご観戦ください！！

☎086-948-5654 ☎086-230-5572

☎086-239-8824 ☎086-230-3886

※会場はジップアリーナ岡山（北区いずみ町）
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、内容が変更となる可能性があり
　ます。随時公式ＨＰやＳＮＳにてお知らせします。

４/４㈰ 
４/17㈯ 

13：00
16：00

ジュビロ磐田
水戸ホーリーホック

対戦相手開催日 試合開始
４/25㈰ 14：00 ギラヴァンツ北九州

対戦相手開催日 試合開始

※会場はシティライトスタジアム（北区いずみ町）

※①生年月日　②出身　③ニックネーム

　２月末にＴリーグ３rdシー
ズンが終了しました。岡山リ
ベッツは昨シーズンより１つ
順位を上げ３位でしたが、終
盤までプレーオフ進出争いを
しました。ホーム戦では丹羽
選手、森薗選手らの活躍によ

り勝ち越し、水谷選手、張本選手らを擁するキノシタマイ
スター東京を追い詰めるなど来シーズンへ弾みとなる戦い
で、「感動した」「また見に来たい」などの嬉しい言葉も多
くいただきました。来シーズンこそ悲願の優勝を目指し、
チーム一丸となって頑張りますので引き続き応援よろしく
お願いします。

　２月のホーム戦では「岡山
市トップチーム応援プロジェ
クト」として市とコラボした
横断幕を会場に掲示し、リボ
ンマグネットを来場者全員に
プレゼントしました。車や会
社、自宅に貼って岡山リベッ

ツを応援していただいています。

Tリーグ、３rdシーズン閉幕！ ホーム勝ち越しで来シーズンに期待！

©FAGIANO OKAYAMA©FAGIANO OKAYAMA ©FAGIANO OKAYAMA©FAGIANO OKAYAMA

新加入選手の紹介

梅田　透吾
うめ だ　　  とう ご

井上 黎生人
いのうえ　 り　き　と

31 GK
背番号

５ DF背番号

【性格】
マイペース
【自分の特徴】
落ち着き、ビルドアップ
【今年の目標】
試合に出場すること

【性格】
まっすぐ
【自分の特徴】
上手い選手の良いところを吸収する
こと
【今年の目標】
楽しくサッカーをする

①2000.７.23
②静岡県
③うめ

①1997.３.９
②島根県
③リキト

　４月はご入園やご入学、新社会人や新しい人生の始まり
など、人生の節目をお迎えの皆さんが多いことと思います。
皆さんの前途洋々たる船出にチーム一同心よりお祝い申し
上げます。
　さて、当チームをはじめとするＶリーグ所属のチームは、
例年GW頃に行われる黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール
大会がシーズンの節目となります。シーガルズはＶ１リー
グを第６位で終え、その後の「Ｖ　Cup」でも新人や若手
選手のはつらつとしたプレーで会場を沸かせました。
　2020-21シーズンは、新型コロナウイルス感染拡大によ
り、さまざまな影響がありましたが、テレビやネット越し
の応援や、会場にお越しいただいた皆さんの力強い拍手か
ら皆さんの温かい想いを強く実感しました。改めて市民の
皆さん、ファンの皆さん、誠にありがとうございました！
来シーズンも変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。

●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
●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

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）

　　　 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

人権への配慮

相談ほっとライン

消費生活相談

市
税
・
保
険
料
な
ど
の
納
付
が
困
難
な
人

個
人
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。

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

融　

資

企
業
向
け
相
談

新型コロナウイルス関連情報
各種相談等一覧
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