
　毎年恒例の「春の烏城灯源郷」を
４月30日から５月９日まで開催します。
和の雰囲気にライトアップされた休
館前最後の岡山城にぜひお越しくだ
さい！
※岡山城天守閣は大規模改修のため
令和３年６月から休館し、令和４年11
月にリニューアルオープンを予定し
ています。

　日本三名園の一
つ、岡山後楽園の
夜間特別開園「幻
想庭園」を４月30
日から５月９日ま
で開催します。後
楽園が最も輝く季
節に新緑と花々に彩られた園内を美しくライトアップ。
優しい光に浮かび上がる夜の後楽園は、皆さんを幻想
の世界に誘います。

◆期　間／４月30日㈮～５月９日㈰の各日18時～21時30分
　　　　　（入場はいずれも21時まで。荒天中止）
◆入場料／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（65歳以上）140円、
　　　　　　　　　高校生以下無料

 ■ 問   各問い合わせ先
 岡山城「春の烏城灯源郷」

岡山城リニューアル告知用
ロゴマーク決定！

 ■ 問   岡山城天守閣　☎086-225-2096

小学校区ごとのハザードマップ
（内水）の公開について

吉備路エリアできびチャリの
レンタルを開始します！

 ■ 問   下水道河川計画課　☎086-803-1499
　令和２年６月に改訂した「浸水（内水）ハザードマッ
プ」の小学校区版を令和３年４月１日から市ＨＰにて公開
します。
　この地図は、開設する避難場所および避難所を小学校区
ごとに記号と施設名称を用いてより分かりやすく表示して
います。

 ■ 問   プロモーション・MICE推進課
　☎086-803-1333
　吉備路エリアに点在する日本遺産「桃太郎伝説の生まれ
たまち　おかやま」のゆかりの地を巡ってもらい、ストー
リーや構成文化財の魅力を体感してもらうよう、日本遺産
をモチーフとした自転車「きびチャリ」のレンタルを開始
します。
　詳細はＨＰをご覧ください。

　ウェブサイト【さらば岡山城】で投票を行い、不
等辺五角形のロゴマークに決定しました。詳細は、
ウェブサイト【さらば岡山城】をご覧ください。

　今後はロゴマークと、一時
休館をお知らせするという密
命を帯びた金と黒の忍者が、
市内外に出没しますので、ご
期待ください！

◆開始日／３月25日㈭～
◆貸出場所一覧／
　ウエドレンタサイクル（北区一宮）、ウシダサイクル
（北区高松原古才）、高谷レンタサイクル（総社市宿）、荒
木レンタサイクル（総社市駅前二丁目）
日本遺産「桃太郎伝説」についての詳細は、

　各ご家庭の内水に
よる浸水リスクの把
握や避難経路の検討
などにご活用いただ
き、災害時の約束事
を決めメモをするな
ど、災害発生時に迅
速な避難行動ができ
るよう、ご準備くだ
さい。
※本地図は、洪水や
土砂災害による浸水
被害箇所は含んでい
ません。

 岡山後楽園「春の幻想庭園」
 ■ 問   岡山後楽園　☎086-272-1148

同時開催の「烏城灯源郷」と
「幻想庭園」で春を楽しもう！

やっと出会えた、桃太郎。 検索
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿郵便（はがき・封書）　または　電子メール　で
お願いします。
◆郵便申し込みの場合
　〒700-8546
　岡山市北区鹿田町一丁目１-１　危機管理室　宛
◆電子メール申し込みの場合
　kikikanri@city.okayama.lg.jp

 ■ 問   危機管理室　☎086-803-1082

岡山市緊急告知ラジオの販売を
行います！

　緊急告知ラジオは大雨警報や洪水警報などに基づいて発
令される避難情報や地震、津波、弾道ミサイルなど市内全
域に関係する緊急情報を受信し、電源を切っていても自動
で起動し、最大音量で放送する
ラジオです。
　緊急速報メールを受信でき
ない人でも災害情報を即座に
受け取ることができます。

◆販売価格
　一般価格　9,000円（税込）
　軽減価格　2,000円（税込）
◆2,000円で購入できる条件
　住民票に記載の世帯員全員が
65歳以上の世帯または、避難行動要支援者（身体障害者
手帳１級・２級や要介護認定３以上の人など）
※条件などの詳細は、同室にお問い合わせください。
　いずれも証明書類の提出は不要です
◆販売台数　1,200台（応募多数の場合は抽選）
◆申込期間　４月１日㈭～20日㈫
◆受取期間　５月中旬～　

【郵便・メールともに下記①～⑦の内容を記入してください】
①郵便番号　②住所　③氏名　④生年月日（西暦）
⑤電話番号
⑥販売価格（どちらかを明記してください）
　Ａ：9,000円　Ｂ：2,000円
⑦受取希望場所（いずれか１つを明記してください）
　Ａ：保健福祉会館（北区鹿田町） 
　Ｂ：お住まいの区の区役所
　Ｃ：郵送着払い（送料800円程度）

【ラジオ販売について】

【申し込み方法】

ランナー募集を開始します
４月７日㈬から、岡山市民県民優先枠の募集を開始します。

 ■ 問    ■ 申  おかやまマラソン実行委員会事務局
　☎086-226-7904

11月14日㈰開催

「おかやまマラソン2021」
ランナー募集スタート！

※当選者・落選者ともに、５月10日までに書面でお知らせします

種　　目

部　　門

参加資格
制限時間
募集区分
対　　象
申込期間

申込種別

申込方法

そ の 他

マラソン(42.195km)
①登録の部（日本陸連登録競技者）
②一般の部　　　　　　　　　　　

2003（平成15）年４月１日以前に生まれた人で、６時間以内に完走できる人 
６時間（41.6㎞地点）

個人・ペア（２人１組）
※コンビ二エンスストアでの申し込みは「個人」のみ

インターネットLAWSON DO SPORTS（ＰＣ、スマートフォン）または
コンビニエンスストア（ローソン、ミニストップ）の店頭端末（Loppi） 

申込者数が定員（12,000人）を超えた場合は抽選を行います
新型コロナ感染拡大防止の観点からファンランは休止します
参加料などの詳細は、３月25日以降、大会ＨＰをご覧ください

岡山市民県民優先枠
県内在住の人

４月７日㈬～14日㈬

一般枠
国内在住の人

４月15日㈭～５月17日㈪
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 ■ 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
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