
　事業政策課　 086-803-1042
　中山間・周辺地域を対象に、持続可能な地域づくりを目
的とした、コミュニティビジネスの創出など、さまざまな
地域課題に取り組む活動を支援するための補助金を交付し
ます（対象地域があります）。
補助金制度の概略
●地域の未来づくり推進事業補助金

※いずれの補助金も詳細については、市ＨＰをご覧いただく
か、同課までお問い合わせください。

●地域活力創出事業補助金

　市民協働企画総務課市民活動支援室
086-803-1061　 kyoudou@city.okayama.lg.jp

　「岡山市協働のまちづくり条例」に基づき、多様な主
体の協働による、優れた地域の社会課題解決の取り組み
を表彰し、応援します。対象要件、審査基準などの詳細
は、募集要項をご覧ください。
テーマ
「ごみ」を減らし、「資源」で生かす
賞金／表彰
▶大賞=賞金10万円▶入賞=賞金5万円※副賞として取り
組みの動画を作成／11月開催の「市民協働フォーラム」
で表彰予定
対象
　住民自治組織、ＮＰＯ、
企業、学校、行政など多
様な主体が協働で行う、
テーマに沿った地域の社
会課題解決に関するもの
申請
　所定の用紙に必要書類を添えて、　・　・　　で７月
30日までに

第６回
おかやま協働のまちづくり賞
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がんばる地域の皆さんを応援します
地域の未来づくり推進事業
問

問

さまざまな地域課題の解決に向けた、地域の未来づ
くり計画に位置付けた事業に対して補助を行います
ソフト経費、ハード経費

地域の産品などを活用した事業の試行などに対し
て補助を行います

ソフト経費

補助決定日から令和４年３月末日

45万円

ソフト：10/10以下

９月30日㈭まで受付中
※事前に相談が必要です

３年から最大５年間
（法人格無）ソフト：500万円　ハード500万円
（法人格有）ソフト：1,000万円　ハード：1,500万円
（地域密着型団体）ソフト、ハード　４/５以下
（テーマ型団体）ソフト、ハード　２/３以下
上期：４月１日㈭～６月29日㈫
下期：10月１日㈮～12月28日㈫
※必要書類や記載内容、関係法令への適合について
　確認を行う期間です
上期：７月26日㈪～８月10日㈫
下期：令和４年１月27日㈭～２月10日㈭
※事前確認期間に確認を終えていることが必要です

申請期間

概要

対象事業

補助期間

補助上限額

補助率

事前確認期間

概要

対象経費

補助期間

補助上限額

補助率

申請期間

「地域の未来づくり計画」個別支援（要申し込み）

　市職員や地域での実践者、
専門家が計画作りをサポート
します。地域に直接伺うこと
も可能ですので、計画作成の
早い段階でお気軽にお問い合
わせください。

〒 窓口
▲まちづくり賞表彰式の様子

　下水道河川計画課　 086-803-1499

　ゲリラ豪雨などの増加により、全国的に浸水のリスク
が高まっています。平成30年7月豪雨では、河川に排水し
きれなくなった雨水が溢れ出す「内水氾濫（ないすいは
んらん）」により市内各地で浸水被害が発生しました。
　この内水氾濫による浸水が想定される地域の「浸水（
内水）ハザードマップ」について、市ＨＰでの公開と窓
口での配布を行っています。また市ＨＰの地理情報シス
テム（ＧＩＳ）により周辺情報を確認することもできま
す。
　もしもの時に備え、浸水の
想定区域や避難場所などをご
確認いただき、被害軽減のた
めにご利用ください。
※本マップは、旭川など河川
堤防が決壊した場合を想定し
た洪水ハザードマップとは異
なります。
配布場所
　同課、各区役所・支所・地
域センター

浸水（内水）ハザードマップ
を公表しています
問
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　区政推進課　 086-803-1033
　行政事務管理課　 086-803-1080
　事前予約を行うことでマイナンバーカードの受け取り可
能となる日が増えました。
※電話予約またはインターネット予約（６月から開始）が
必要です（５開庁日前までに要事前予約）　

各区役所市民保険年金課
　第２日曜、第４土曜の９時
　～12時
※北区役所は９時～16時

※交付窓口では、予約を受け付けることができません
※これまでどおり、平日は予約なしでお住まいの区役
　所・支所から受け取ることができます
※このほか、お住まいの区（支所管内含む）の地域セン
　ターでは、予約を行うことで、平日開庁日に受け取る
　ことができます
※予約の際は、お手元に交付通知書をご用意ください
※予約方法や受け取り窓口の詳細については、市ＨＰを
　ご覧ください
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毎月第４土曜日も
マイナンバーカード受け取り可能に !
問
問

交付予約コールセンター

0120-425-609
平日８時30分～17時15分

　区政推進課　 086-803-1033
　主に葬儀後に必要となる手続きの概要や担当窓口をご案
内することで、ご遺族の各部門の窓口での手続きにおける
負担が軽減することを目的に開設しました。
　３開庁日前までに予約が必要です。
　なお、各区役所・支所・地域センターなどの窓口で、こ
れまでどおりの方法による手続きも受け付けています。　

「おくやみ窓口」を開設しました
問

対象窓口

おくやみ窓口（予約制）

北区　086-803-1839
中区　086-901-1651
東区　086-944-5060
南区　086-902-3508

　スポーツ振興課　 086-803-1616
　市は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に
向け、ブルガリア共和国を相手国としたホストタウン事業
に取り組んでいます。この取り組みを広く周知するため、
昨年に続き「ブルガリアパフェ2021」を６月１日㈫からス
タートします。これは、ブルガリアをイメージしたフルー
ツパフェ「ブルガリアパフェ」を参加店舗が開発し、お客
様に販売するものです。
　ブルガリアパフェを食べた人には「ホストタウンリング
」をプレゼントします。絶品パフェを巡っておいしく楽し
く!ＨＡＰＰＹに!ブルガリアを応援しましょう!
実施期間
　６月１日㈫～９月30日㈭
※一部店舗は６月１日㈫～７月31日㈯

「ブルガリアパフェ2021」スタート !

問 　　おかやまマラソン実行委員会事務局
086-226-7908（ボランティア募集）　

一般ボランティア募集
■活動日
　11月12日㈮～14日㈰
■活動内容
　12日：ランナー配布物封入作業
　13日：ランナー受付、会場誘導など
　14日：会場誘導、手荷物預かり・返却、
　　　　ランナーサービス　
■募集区分／申込単位／募集人数　
①団体／１団体につき６人以上／4,000人程度
②個人／個人またはグループ(２～５人)／500人程度
■申込
　申込書（各区役所などで配布）を同事務局ボランティ
アセンター（実行委員会事務局内）へ郵送、または大会
公式ＨＰにて以下の期間内に申し込んでください。（募
集人数に達したら締め切り）
①５月６日㈭～７月30日㈮　②６月１日㈫～７月30日㈮

問申

11月14日㈰開催
おかやまマラソン2021に関するお知らせ

おかやまマラソン2021での新型コロナ
ウイルス感染症対策など、詳しくは、
大会公式ＨＰをご覧ください。



食品の営業許可制度が変わります !
　保健所衛生課　 086-803-1257
　平成30年６月に食品衛生法が改正され、令和３年６月１日から食品の製造・加工・販売に関する制度が変わります。原則
全ての食品等事業者に「ＨＡＣＣＰ」（ハサップ）に沿った衛生管理が求められ、新たに営業許可の取得が必要になる業種
もあります。詳細は同課までお問い合わせください。 

　営業許可の業種区分が見直され、34業種から32業種へ再
編されました。現在、次の業種を営まれている場合は、令
和６年５月31日までに許可を受ける必要があります。

①水産製品製造業
　（魚肉練り製品、魚介類の干物などを製造）
②液卵製造業
③漬物製造業　
④密封包装食品製造業
　（常温保存が可能な密封包装食品の製造）
⑤食品の小分け業（菓子など既製品の小分け包装）
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問

ＣＯ2削減／
ライトダウンキャンペーン2021
　環境保全課　 086-803-1282

関連行事　七夕ライトダウンinおかやま2021

問

　営業許可業種、営業届出業種（合成樹脂の器具または容
器包装の製造業を除く）ともに食品衛生責任者の設置が必
要になります。

　営業許可業種以外でも、食品営業を行う際は、一部の業
種を除き、保健所に届け出が必要になります。
　すでに営業されている人は、令和３年11月30日までに届
け出を行う必要があります。

　キャンペーン期間中（６月21日～７月７日）、岡山市を
含む周辺８市５町（岡山連携中枢都市圏）において、可能
な範囲での消灯を呼び掛けています。６月21日および７月
７日の20時から22時までは、特別実施日として、夜間の一
斉消灯をお願いします。

●日時
　７月７日㈬18時～20時30分
●場所
　山陽新聞社さん太ホール前
　広場（北区柳町二丁目）ほか
●内容
　キャンドルイベント、ミニコン
　サートほか

●調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士など
●食品衛生監視員、食品衛生管理者の資格要件を
　満たす者
●食品衛生責任者養成講習会を受講した者

　厚生労働省の「食品衛生
申請等システム」を利用し
て営業許可申請、営業届
出、自主回収報告の手続き
ができるようになります。
ぜひご活用ください。

食品衛生申請
等システム
（厚生労働省）

確認フローチャート（必要な手続きなどを確認してください）

営業許可業種に
該当しますか？

届出対象外業種に
該当しますか？

営業許可業種

届出対象外業種

はい

いいえ

いいえ

はい

　　保健所で許可手続きが必要です。
　　施設は基準に適合する必要があります。

　　営業許可業種と届出対象外業種に該当しない
　　食品等事業者
　　　保健所に届け出手続きが必要です。
　　　施設の基準はありません。

　　営業許可業種と届出対象業種に該当しない
　　食品等事業者

食品衛生
責任者設置

必要

必要

不要


