
６
2021

No.1425

コロナ禍での自然災害への備えは
できていますか？
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◎岡山市役所

◎

〒700-8544 北区大供一丁目1-1  086-803-1000（代）

各支所・地域センター・福祉事務所の連絡先は16ページをご確認ください。

　もうすぐ雨の季節です。１年に１度は非常用持ち出し袋を点検しましょう。感染症対策グッズも忘れずに。
危険なときには、すぐに避難できるように日ごろから準備しておくと安心ですね。（６ページに関連記事）

2次元
コード

岡山市役所公式LINEで
情報発信しています!

岡山市ホームページ
https://www.city.okayama.jp/
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〈特に注意が必要な人〉
●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

　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。

どんなときに受診？ どう受診する？

●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
・平日９時～ 21時
・土・日曜、祝日９時～17時

●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

☎  ０８６－８０３－１３６０
ＦＡＸ０８６－８０３－１３３７
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高齢者向け（65 歳以上）
新型コロナワクチン接種のお知らせ

　市内でも変異株ウイルスへの感染者が急増しています。令和３年４月の陽性者380人のうち、210人が変異株
でした（４月25日時点、岡山市調べ）。感染力が強く、従来以上に注意が必要ですので、感染予防策の徹底に
ご協力ください。また、体調不良の際は早めに受診してください。

新型コロナウイルス、変異株の流行拡大中！
https://www.city.okayama.jp/shisei/0000019788.html

問 保健管理課　　086-803-1307
　市では、65歳以上の人を対象とした新型コロナワクチンの接種を実施しています。対象者には、接種券などの書類
を送付済みです。接種を希望する人は、下記に従って予約してください。
　ワクチンは必要な量が全て確保される見込みです。落ち着いた行動をお願いします。

岡山市新型コロナワクチン接種コールセンター
月～金曜８時30分～17時30分（土・日曜、祝日除く）

７月30日㈮以降の接種会場については後日お知らせします。

0 1 2 0－78 0－9 1 0
ＦＡＸ　086 - 8 0 3 - 1 7 7 5

岡山市  ワクチン 検索

＜その１＞　送付済みの封筒に同封の「新型コロナワクチンを接種可能な
　　　　　　医療機関一覧」から、接種を受ける医療機関を選ぶ　　　
＜その２＞　下記のいずれかの方法で予約する
　１．オンライン予約　
　　　　https://www.city.okayama.jp/0000029660.html
　２．岡山市のコールセンター（☎0120-780-910）に電話する
　３．医療機関に電話する

予
約
方
法

集団接種も実施しています　※予約は上記 １、２ のオンライン／コールセンターまで

開  催  中～５月31日㈪

６月１日㈫～６月16日㈬

６月17日㈭～７月29日㈭

岡山高島屋（北区本町）

岡山シティミュージアム（北区駅元町）

岡山高島屋（北区本町）

会　　期
14時～19時
※ただし、５月23日㈰までは18時まで

14時～20時

14時～19時

開催時間 会　　場



　　　　令和３年１月～３月のいずれか１か月の収入が、令
和元年または２年の同月比で30％以上減少している市内医
療機関（法人・個人）、社会福祉法人、学校法人、一般社団
法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人および認
定特定非営利活動法人

　　　　令和３年２月～令和４年１月のいずれか１か月の売
上が、前々年同月比30％以上減少している市内農林漁業者

　　　　令和３年１月～３月のいずれか１か月の売上が、令
和元年または令和２年の同月比で30％以上減少している市
内中小・小規模事業者
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新型コロナウイルス関連情報

①岡山市飲食店感染防止強化補助金
　新型コロナが全国的に拡大傾向にある中で、岡山
市においても３月下旬から変異株の感染事例も増え
てきている現状に対応するため、市内飲食業者等が
実施する感染防止対策を緊急的に支援します。

　新型コロナの影響により売上が減少している市
内事業者へ応援金（給付金）を支給します。

１店舗当たり補助上限５万円として、10/10補助
（千円未満切り捨て）
※実際に支払った購入費用(税抜き)の範囲内で支給されます。

以下の⑴⑵の全ての要件を満たしている者
⑴食品衛生法上の飲食店営業許可または喫茶店営業許可を
有し、岡山市内で店内飲食を提供する店舗（※飲食スペー
スを持つテラス営業、移動販売などを含む）
⑵令和３年４月１日～６月30日までに補助対象となる感染
対策用品を購入し、支払いが完了していること

①飛沫防止板・・・アクリル板、ビニールカーテンなど
②非接触体温測定器・・・非接触式検温計、サーマルカメラなど
③CO2濃度測定器・・・CO2モニター、CO2センサーなど
④非接触消毒器・・・アルコールディスペンサー、足踏み式消毒
　　　　　　　　　　スタンドなど

機械設備等補助金
（中小企業支援事業補助金）

岡山市文化芸術活動支援
「文化の灯を消さない!
プロジェクト2021」助成金

　新型コロナの影響を受けた市内事業者および持続的な経営に
向けた取り組みを行う市内事業者を支援し、必要経費の一部を
補助します。要件がありますので、詳細は募集要項（市ＨＰか
ら入手可）をご覧ください。

　市内において令和３年３月から令和４年２月28日までに、自
ら主催して行う文化芸術活動や、やむなく延期・中止になった
文化芸術活動を支援します。文化芸術活動を行う団体や個人、
または対象施設を利用し文化芸術活動を行う団体や個人が対象
です。詳細は募集要項（同事務局などで配布。ＨＰからも入手
可）をご確認ください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活
支援特別給付金（ひとり親世帯分）について

市民活動支援金

文化芸術活動の再開を支援　　上限額30万円／１事業
発表の場の確保を支援　　　　上限額30万円／１日
キャンセル料等を支援　　　　上限額10万円／１事業

　　文化の灯を消さない!プロジェクト事務局
086-223-5793

問申産業振興・雇用推進課　086-803-1325

　こども福祉課（コールセンター）
0120-153-533

※上記の３種類の事業のうち、いずれかを選んで申し込みくだ
さい。また、前年度、上記の補助金を受けられた人は、本年度
の申し込みはできません。

　市民協働企画総務課　086-803-1061
　新型コロナの影響により、地域で増加することが
考えられる福祉・教育・子育てなどの地域課題に取り
組み、困難を抱える市民を支援する市民団体の活動に
支援金を支給します。

　ひとり親世帯の生活を支援するため、以下の給付金
を支給します。

市役所本庁舎地下１階特設窓口、各福祉事務所
申請場所

助成上限

中小企業機械設備投資
事業および小規模企業
機械設備投資事業ＨＰ

機械設備等投資事
業（新型コロナ特
別対応枠）ＨＰ

問申
問申

問

問

対象者

給付対象者 申請 金額
支給
時期

補助対象経費

補助限度額

補助率

中小企業
機械設備投資事業

中小企業者、
小規模企業者

４月分の児童扶養手当を
受給している人 不要 ５月

中旬
児童１人につき

50,000円
+

１世帯につき
20,000円（市独自）

６月
下旬
以降必要

公的年金等のため、４月分
の児童扶養手当を受給して
いない人
新型コロナの影響で家計が
急変し、児童扶養手当の支
給水準に下がった人

300万円

１/２

機械設備（専ら補
助事業のために使
用される機械・装
置）の購入経費

小規模企業
機械設備投資事業

小規模企業者

50万円

２/３

機械設備（専ら補
助事業のために使
用される機械・装
置）の購入経費

機械設備等投資事業
（新型コロナ特別対応枠）

下限20万円、上限300万円
※補助対象経費が30万円以上

２/３

機械設備・システムなど
（専ら補助事業のために使
用される機械・装置・シス
テム）の購入経費

中小企業者、小規模企業者で
、新型コロナの影響により、
令和３年１月～５月のいずれ
かの月の売上高が前年または
前々年同月比20％以上減少し
ている事業者に限る

12月28日までに

６月30日までに７月31日までに

７月12日までに ②岡山市コロナ対応事業者応援金 ７月30日までに

令和４年
２月28日
までに

商工業
者向け

中小企業者：20万円
小規模事業者：10万円

常時使用する従業員が６人以上100人以下：20万円
常時使用する従業員が５人以下：10万円

農事組合法人（従事者数21人以上）：20万円
個人農林漁業者および農事組合法人
（従事者数20人以下）　　　　　　：10万円

医療法人
等向け

農林漁業
者向け

①および②（医療法人等向け、農林漁業者向けを除く）の申請・お問い合せ先（受付時間／9時～17時　土・日曜、祝日を除く）
岡山商工会議所

北区厚生町三丁目１-15
①専用☎086-232-2266
②専用☎086-232-2255

岡山北商工会
北区御津宇垣 1630-１
☎086-724-2131

岡山西商工会
北区庭瀬 488-６
☎086-293-0454

岡山南商工会
南区藤田 564-131

①専用☎086-296-0765
②専用☎086-239-4510

赤磐商工会瀬戸支所
東区瀬戸町瀬戸 91-15
☎086-952-0323

対象者

対象者

対象者

　保健福祉企画総務課　　086-803-1204

　ＪＡ岡山各営農センター、営農部指導課およびＪＡ晴れの国岡山瀬戸支店
　お近くのＪＡの窓口、農林水産課　　086-803-1344、1346

補助額

補助対象者

補助の対象となる感染対策用品
問

問





申

　下欄参照問

　下欄参照問
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新型コロナウイルス関連情報
各種相談等一覧

●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）

名　　称

市税の納税相談
●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

●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

●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

●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

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・無担保など）

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

各種料金の納付相談

市営住宅家賃の納付相談

国民年金保険料免除など

内　　容 問い合わせ先

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

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

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や、家庭・職場などでお悩みの人
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）

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。

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。

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。

個人市県民税・固定資産税など納税のご相談

市営住宅の家賃支払いが困難な人のご相談

国民年金保険料免除などの特例措置についてのご相談

●国民健康保険の場合
086-803-1134
●後期高齢者医療制度の場合
086-803-1217

傷病手当金の支給 国民健康保険、後期高齢者医療制度の傷病手当金支
給についてのご相談

がいこく ご じんけんそうだん
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平和への思いを次世代に
６月29日は「岡山市平和の日」

　福祉援護課　 　086-803-1218  086-803-1870 　岡山空襲展示室　　086-253-7070

岡山空襲について
　昭和20年6月29日未明、米軍の爆撃機Ｂ-29が岡
山市街地を空襲しました。約１時間半にも及んだ
空襲では、138機のＢ-29がおよそ890トン、9万5
千発もの焼夷弾を投下し、岡山市は大火災となり､
市街地の約63％を焼失しました。この空襲により､
1,700人を超える多くの尊い命が失われました｡
　市では、恒久平和を願い、6月29日を「岡山市
平和の日｣と定め､戦没者追悼式の挙行をはじめ､平
和を祈念するさまざまな取り組みを行っています｡

　　　　25万円（令和３～７年まで年50,000円償還）の記
名国債　　　令和２年４月１日に戦没者等の死亡に関する
年金給付の受給権者がいないこと　
　戦没者等の死亡当時の遺族で請求は戦没者等1人につき
１人のみ
　　　　各区役所市民保険年金課・支所総務民生課・地域
センター　
　　　　令和５年３月31日まで

　　岡山県保健福祉課　　086-226-7320
　募集内容は下表のとおりです｡実施時期や期間などは変
更になることがあります｡旅費は国からの補助があります｡

　名簿は福祉援護課で閲覧できます。引き続き名
簿の整備を進めていますので、親族や知人に戦災
死者がいる場合は、情報提供をお願いします。

戦災死者名簿の公開および情報提供のお願い

岡山空襲に関連する戦災資料を収集しています

▲空襲後の天満屋周辺

▲空襲後の岡山駅

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付

戦没者慰霊巡拝 （厚生労働省主催）

※参加費用（実費）の目安は、海外地域の場合はおおよそ
200,000円～350,000円、硫黄島の場合はおおよそ20,000円～
30,000円です。

　岡山空襲に関する資料、空襲後のまちの様子や
戦後の復興の様子などが分かる写真パネルのほか､
戦災にあった人の体験談や動画を見ることができ
ます。また、特別展も毎年開催しています。入場
は無料です。

◆岡山空襲展示室について

問

対

問申 

要件
支給内容

受付窓口

請求期間 

　７月16日㈮～８月15日㈰（月曜は休館、８月９
日㈪は開館、８月10日㈫に休館）各日10時～18時
（入館は17時30分まで）　
　岡山シティミュージアム５階展示室
（北区駅元町）

第44回 岡山戦災の記録と写真展
—つないでいく記憶と記録—
日

場

　７月31日㈯13時30分～16時　
　岡山シティミュージアム４階講義室　
　先着30人（入場無料）

記念講演会「戦災と震災を伝えるためにー記録と
記憶の往還の中で」

日
場
定

問FAX 

実施地域名

ビスマーク諸島

トラック諸島

ミャンマー

硫黄島（１次）

フィリピン（１班）

フィリピン（２班）

フィリピン（３班）

硫黄島（２次）

実施予定時期

10月９日㈯～16日㈯
10月22日㈮～27日㈬
11月11日㈭～19日㈮
11月９日㈫～10日㈬

２月17日㈭～24日㈭

３月１日㈫～２日㈬

申込期限

６月４日㈮
６月15日㈫
６月15日㈫
７月９日㈮

９月７日㈫

10月19日㈫

※新型コロナウイルス感染症の影響により、各種行事の中止、
期間・内容の変更を行う場合があります。

　寄贈いただけるものがあれば岡山空襲展示室へお
知らせください。
収集品例：岡山空襲で投下された焼夷弾、空襲前後
の市内の写真、死亡診断書・り災証明書など当時の
書類、空襲による高熱で変形
・変色した被災資料、防空ず
きん・防毒マスクなどの防空
用品、戦時中の日常生活に関
するもの（岡山空襲に直接関
係のない軍事用品などは、お
断わりする場合があります）



６月は雨の季節です

緊急時には早めの避難を緊急時には早めの避難を！！！！
　災害時に落ち着いて行動するためには、事前の備えが大切です。避難のタイミングや避難方法などを確認
しておきましょう。

　危機管理室　☎086-803-1082問

◆家族との連絡方法 ・避難場所の確認などの話し合い

◆家の中の安全確保 家具の固定、出入り口や通路には物を置かないなど、
日頃から家の中の安全対策を進めましょう。

◆非常時持ち出しリスト
両手の自由が利くリュックサックや燃えにくい袋などに入れて、
すぐに持ち出せる場所に置いておきましょう。

◆住んでいる場所の確認
お住まいの地域の特性や避難場所情報、土砂災害警戒区域の情報を、
ハザードマップもしくは市ＨＰ「岡山市地図情報」で確認しておきましょう。

◆家庭内備蓄
災害発生から３日（できれば１週間）分を用意。
家族構成にあったものを準備し、一人一人が災害への備えを万全にしましょう。

食品 水 生活用品 燃料・工具類調理不要や簡易な調理で
できるもの中心に缶詰、
　　ドライフーズ、イン
　　スタントラーメン、
　　切り餅、チョコレー
　　　ト、キャラメル、
　　　レトルト食品、ア
　　　ルファ化米など

飲料水は 1人１日
３リットルが目安。
　生活用水は風呂
　　の水を残して
　　おくと利用で
　　きる

カセットコンロ、
ガスボンベ、固形
燃料など

毛布、洗面用具、トイレッ
トペーパー、使い捨てカイ
ロ、ビニール袋、古新聞紙、
キッチン用ラップ、簡易ト
イレ、鍋、バケツ、ブルー
シート、紙オムツなど

平素から、命を守る 「もしもの備え」 は、できていますか？

6 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま

避難指示で必ず避難！警戒レベル

４ 避難勧告は廃止になります
　住民が災害発生の危険性の高まりに応じてとるべき行動を、直感的に理解できるよう、防災情報を５段階
の警戒レベルにより提供しています。このたび、災害対策基本法の改正により、５段階なのは変わりません
が、避難情報の内容が変更になることになりました。

これまでの避難情報等

災害発生情報
（発生を確認したときに発令）

・避難指示（緊急）
・避難勧告
避難準備・
高齢者等避難開始

大雨・洪水・高潮注意報（気象庁発表）

早期注意情報（気象庁発表）
※１ 警戒レベル５は、すでに安全な避難ができず命が危険な状態です。警戒レベル５緊急安全確保の発令を
　　 待ってはいけません。
※２ 避難勧告は廃止されます。これからは、警戒レベル４避難指示で危険な場所から全員避難しましょう。
※３ 避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、警戒レベル３高齢者等避難で危険な場所から避難しましょう。

警戒レベル 新たな避難情報等

＜警戒レベル４までに必ず避難!＞

※１

※２

※３

緊急安全確保

避難指示
高齢者等避難

大雨・洪水・高潮注意報（気象庁発表）

早期注意情報（気象庁発表）

５

４
３
２
１

避難所での新型コロナウイルス感染防止のためにご協力ください。
＊親戚や友人宅などへの避難もご検討ください。
＊マスクや除菌シート、体温計の持参にご協力ください。
＊各自で、手洗い・咳エチケットなどの基本的な感染予防対策の徹底に努めてください。

避難所に各自必要なもの
（水・食料など）をできるだけ

持参してください



データ放送（ＮＨＫ）
　市から発信する防災情報、避難関連情
報を見ることができます。
【利用方法】ＮＨＫ総合にチャンネルを
合わせ、リモコンの「ｄボタン」を押す。

緊急速報メール（エリアメール）

岡山県メール配信サービス
（おかやま防災情報メール）

岡山市メール配信サービス
（岡山市防災メール）

　対応する携帯電話やスマートフォンへ、
特定エリアごとに直接、災害・避難情報
を一斉発信します。

　警報や河川水位・雨量など
をリアルタイムで配信しています。
【登録方法】①ＱＲコードから空メール
を送信②返信された登録用メールの案内
に従って配信希望の項目を返信

　避難情報・気象情報などを
配信しています。日本語のほ
か12カ国語に対応しています。
【登録方法】①ＱＲコードから空メール
を送信②返信された登録用メールの案内
に従って配信希望の項目を返信

岡山市公式ＬＩＮＥ

【登録方法】①友だち追加から
ＱＲコードを読み取って登録

おかやま防災ポータル
　県内の気象情報、雨量情報、
土砂災害危険度情報、河川水
位情報、河川カメラ情報など
がリアルタイムに確認できます。避難指
示などの防災情報も発信します。

　停電時やインターネットがつながりに
くい場合、最も情報を得やすく、災害時
に役立つ機能を持ったタイプもあります。

災害時には
「情報」が大切

テレビ 「おかやま防災
ポータル」の情報

ＮＨＫ総合岡山1

【防災･生活情報】　

携帯電話・スマートフォン

インターネット
（パソコン、スマートフォン）

ラジオ

▲日本語版

おかやま防災ポータル 検索

避難の流れ（台風・大雨の時）

台風・大雨の予報

情報を収集する

立ち退き避難

　浸水区域や土砂災害警
戒区域外にある安全な場
所に速やかに避難しまし
ょう。

　避難指示などが発令され
ていない場合でも、地域に
よっては危険が迫っている
場合があります。発令を待
たずとも、自主的に避難を
してください。

　土砂災害や水害の恐れがある場合、立
ち退き避難が基本ですが、避難場所に行
くのが危険な場合は、２階以上の山側か
ら離れたところなど少しでも安全な場所
に避難しましょう。

立ち退き避難以外も避難です!
屋内安全確保（垂直避難など）

・夜間で視界が悪いとき
・自宅周辺がすでに浸水しているとき
・豪雨で野外移動するとさらに危険なとき　など

例えばこんなとき

屋外の状況や時間帯で判断し、適切な行動を!

72021.6月号2021.6月号

大雨注意報
氾濫注意報情報

災害が起こる恐れがある場合、
注意を促すために発表。

テレビや携帯電話で気象情報や
避難情報を小まめに収集し、災
害発生の危険性が高まる前に、
安全な場所へ早めに避難を！

大雨警報
氾濫警戒情報

重大な災害が起こる恐れがあ
るときに警戒を促すために発
表。

土砂災害警戒情報
氾濫危険情報

大雨特別警報
氾濫発生情報

高齢者等避難

避難指示

緊急安全確保

ただちに
避難

最大級の
警戒を！



区民区民区民ののの

人口：147,891人　面積：51.24㎢

中区
■中区役所 〒703-8544 中区浜三丁目7-15

●問い合わせ
　中区役所総務・地域振興課
　086-901-1642

各区からのお知らせや
魅力・取り組みなどを紹介します。

ページページページ

　４月より中区長に就任しました番
場でございます。私はこれまで土木
職として主に道路行政に携わってま
いりました。区の行政は初めてです
が、早く地域の皆さまに顔を覚えて
いただくよう頑張りたいと思います。
　中区は、コミュニティの結びつき
が強く、町内会活動や防災活動も盛
んな地域だと感じています。また、
都心部から連続した市街地が広がる
一方で、川と里山と海に囲まれ、水
と緑が豊かな自然環境と生活環境が
調和した住みよいまちです。
　現在、中区では区内の大学と連携
し、地域防災、地域福祉の活性化の

ための人材育成などを行っておりま
す。今後はさらに地域・大学・区役
所の協働により、世代間交流を深め、
また、区内に多く存在する歴史・文
化遺産や土木遺産などの魅力を活用
した地域間交流も行ってまいりたい
と考えています。
　これからも折に触れ、地域の皆さ
まからお話を伺いながら「ふれあい
と活気にあふれ、快適で住む喜びに

満ちたまち　中区」を皆さまと一緒
になってつくってまいりたいと思い
ますのでご支援、ご協力をよろしく
お願いいたします。

中区長　番場 伸幸

人口：295,776人　面積：450.70㎢

　初めまして、令和３年４月１日に
北区長に就任いたしました、赤坂で
ございます。
　北区役所での勤務は初めてですが、
区民の皆さまと身近な部署である区
役所で、今後どのようなまちづくり
を実現できるか、日々思案している
ところでございます。

　北区には、中山間部の豊かな自然
や岡山城、吉備路、造山古墳などの
歴史・文化資産、そして多くの人が
交流し賑わう中心部があり、多様性
に満ちた魅力あふれる区です。
また伝統芸能の伝承や地域ごとの特
色を活かしたお祭りなども数多く、
地域を愛し、活躍されている方が多
くおられるのも北区の魅力だと感じ
ております。
　このような北区の区長に就任させ
ていただくことに喜びを感じつつ、
同時に身の引き締まる思いです。こ
れから、ますます安全で安心な魅力
あふれるまちづくりを進めていくた

めに、職員一丸となって邁進してい
く所存でございますので、皆さまの
ご支援、ご協力をどうぞよろしくお
願いいたします。

北区長　赤坂 隆

北区
■北区役所 〒700-8544 北区大供一丁目1-1(市役所本庁舎および分庁舎内)

北区長ご挨拶

中区長ご挨拶

●問い合わせ
　北区役所総務・地域振興課
　086-803-1655

8 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま

※人口は住民基本台帳による数（令和３年４月30日現在）

●区役所の位置

●区役所の位置

▲造山古墳

▲京橋



人口：94,286人　面積：160.53㎢

東区
■東区役所 〒704-8555 東区西大寺南一丁目2-4

東区長ご挨拶

南区長ご挨拶

●問い合わせ
　東区役所総務・地域振興課
　086-944-5006

人口：168,654人　面積：127.48㎢

南区
■南区役所〒702-8544 南区浦安南町495-5

●問い合わせ
　南区役所総務・地域振興課
　086-902-3500

■各区役所への電話は､市役所代表番号からおつなぎします。 086-803-1000市役所代表

　令和２年４月から東区長を務めて
おります中西と申します。東区は室
町時代から500年以上の歴史を誇る西
大寺会陽をはじめ、国指定史跡であ
る大廻小廻山城跡、万富東大寺瓦窯
跡、西大寺観音院など歴史・文化遺
産が数多く残されています。
　また自然環境ではダルマガエル、
アユモドキ、宗堂桜など希少な動植
物が生息する魅力あふれるまちです。

　一方で少子高齢化や頻発する自然
災害への対応、そして地域活力持続
のため若い方達に住み続けていただ
くようにすることが重要課題です。
　東区では令和２年度に「We
Ｌove 東区�おみやげ開発プロジェ
クト」を開催しました。地元の高校生
が地域のことを調べ、アイデアを練
り「おみやげ」という形にすること
で東区の魅力を発信する機会を作る
ことができました。このプロジェク
トは今年度も継続し、地域の活性化
につなげていきたいと考えています。
　これからも区づくりの将来目標で
あります「いつまでも住み続けたい

歴史が息づき愛着の持てるまち　東
区」の実現を目指し、地域の皆さま
と知恵を出し合いながら全力で仕事
に取り組んでまいりますのでご支援、
ご協力をお願い申し上げます。

東区長　中西 光一

　４月１日に南区長に就任いたしま
した、亀井でございます。
　南区は、実り豊かな農産物を生み
出す全国有数の広大な干拓地と、瀬
戸内海国立公園の一角をなす児島半
島、児島湖などの豊かな自然環境に
加え、岡南地域の臨海工業地帯や、
都心部から連続する市街地を有する、
人・まち・自然が調和する魅力あふ
れる区です。
　このような南区の区長に就任させ
ていただくことは、大変光栄であり、
重責に身の引き締まる思いです。
　区域の過半を干拓地が占めること
から低地が多く、近年の台風や集中

豪雨により、浸水被害が発生してい
ます。また、南海トラフ巨大地震で
は、津波等による大きな被害が想定
されています。
　災害に備え、護岸の改修や耐震化、
雨水幹線整備等の浸水対策を進める
とともに、防災の専門家派遣や、子
どもや若者が楽しく学べる防災プロ
グラムの提供等を通じて、地域の防
災力の強化に努めてまいります。

　コロナ禍の厳しい状況が続いてお
りますが、皆さまと力を合わせ、笑
顔輝く南区であり続けられるよう、
まちづくりを進めてまいります。ご
支援、ご協力をお願い申し上げます｡

南区長　亀井 良幸
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●区役所の位置

●区役所の位置

▲西大寺観音院

▲上空から望む南区



▲吉房さん、町内会長をはじめ、ふれあい公社、公民館の皆さん

ホームページでも動画をご覧になれます。
テレビ
●テレビせとうち（TSC）みらいリンリンおかやま
　「新型コロナワクチン接種 」
　６月26日㈯20時54分～、（再）６月27日㈰15時55分～、
　６月28日㈪９時30分～、６月29日㈫25時～
●岡山放送（OHK）おかやまももてなし調査団!
　「岡山芸術創造劇場の愛称募集」
　６月６日㈰11時45分～、
　（再）６月７日㈪11時20分～、６月13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!
　「地域の未来づくり推進事業について」
　６月19日㈯18時50分～、
　（再）６月21日㈪ちゃんねるロック内、６月23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～
　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～
ラジオ
●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～

中区まちづくりレポートまちづくりレポート
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

広 報 番 組

なーんにもないかくれ家　～気軽に寄ってかれぇ～
中区役所総務・地域振興課　086-901-1642問

　この活動は、子どもたちの居場所づくりを目的と
して平成28年から開始されました。吉房さんが町内
会長に掛け合い、関公会堂を借りて実現したもので
す。
　「かくれ家」は毎週水曜日の13時から18時まで開
放しており、利用料は無料です。子どもに限らず、
地域の人も気軽に利用することができます。
　関公会堂は、通称「大師堂」と呼ばれる薬師堂に
併設されたもので、３体の仏像が祭られています。
昔から地域の人に親しまれてきたこの場所は、今も
多くの人々の心の拠り所となっています。

10 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま

　水曜日の午後、「なーんにもないかくれ家」と書
かれた看板がぶら下げられた中区の関公会堂に、学
校帰りの子どもたちがどこからともなく集まってき
ます。
　地域の民生委員を
務められている吉房
さんが開設したこの
場所は、その名のと
おり、お菓子や飲み
物、玩具などは何も
用意してありません｡
各自おやつを持って
来ておしゃべりをし
たり、宿題を片付けたり、絵を描いて遊んだりと、
自由気ままに過ごしています。吉房さんは子どもた
ちにも大人気で、自然を生かした遊びを教えるなど、
いつも優しく見守っています。

▲なーんにもないかくれ家

だいしどう

　令和２年中の大麻事件の摘発者数は、全国で5,034
人、県内で62人でした。いずれも過去最多となって
います。

Q.大麻ってどこで栽培しているの？
A.密売組織は、屋外に限らず一般住宅や倉庫でも大
麻を栽培しています。ここ数年、県内では大規模な
大麻栽培事件の摘発が相次いでいます。

こんな場所に注意!
☑　一日中、雨戸や遮光カーテンで窓がふさがれてい
るが、照明はついている!
☑　エアコン室外機や換気扇が常に動いている!
☑　土や肥料を運び入れたり、茎や根などをゴミに出
しているが、外で植物を育てている様子がない!
☑　近くを通ると青臭い臭いがする!

警察では、覚醒剤や大麻などの違法薬物に関する専
用電話【覚醒剤110番：086-233-7867（さーさーなやむ
な）】を設け、皆さんからの相談や情報を受け付け
ていますので、気軽に電話してください。

●あなたの身近にも大麻栽培工場が !?●

安全･安心の岡山市の
実現を目指して

岡山県
警察本部



熱中　 スポーツ熱中　 スポーツ

ファジアーノ岡山

新加入選手の紹介

086-948-5654

子どもたちに夢を!

※会場はシティライトスタジアム ( 北区いずみ町 )

Ｂ３リーグ2020-21シーズン最終戦!!
　今シーズンは新型コロナウイルスの影響で開幕が大幅
に遅れ、試合数の減少や入場制限などこれまでにないシ
ーズンとなりました。さまざな制限がある中でも、たく
さんのご理解とご支援をいただき、本当にありがとうご
ざいます。
　最後まで気の抜けない展開となった2020-21シーズンの
最終戦は、ベルテックス静岡との戦いです。会場に来ら
れない人も、ケーブルテレビで実況付き生中継されます
ので、最後まで一緒に戦いましょう!!
　また、ＳＮＳでも随時情報を発信しています!ぜひそ
ちらへもコメントなどで応援をお願いします!

ホームゲーム日程
開催日

６月５日㈯
試合開始 対戦相手 開催日
19:00 東京ヴェルディ

試合開始 対戦相手
19:00 FC 琉球６月 19 日㈯

岡山シーガルズ

今シーズンも皆さんと“健康寿命”延伸に取り組みます！

086-230-5572

夢に向かって心を一つに!

※新型コロナ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。

カモメ流ストレッチ道場
映像はＱＲコードから!

ホームゲーム日程
開催日

６月５日㈯
試合開始 対戦相手 会場

16:05
６月６日㈰ 13:05

ベルテックス静岡 津山総合体育館

トライフープ岡山
086-230-3886

バスケで岡山を熱くする!

岡山リベッツ
086-239-8824

卓球で岡山を世界一に!

！！

※①生年月日　②出身　③ニックネーム

木村　太哉
きむら　　　たかや

【性格】
全力
【自分の特徴】
ゴールに向かう姿勢、
果敢に仕掛けること
【今年の目標】
2桁以上のゴールとアシスト
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

①1998.7.8
②東京都
③タカヤ

背番号

27 MF 疋田　優人
ひきだ　　　ゆうと

【性格】
真面目
【自分の特徴】
ミドルシュート、がっつく守備
【今年の目標】
とにかく試合に出てチームに
必要な選手になる
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

①1998.4.7
②山口県
③ゆうと、ヒッキー

背番号

28 MF

〇FAGIANO OKAYAMAC〇FAGIANO OKAYAMA〇FAGIANO OKAYAMA〇FAGIANO OKAYAMAC 〇FAGIANO OKAYAMAC〇FAGIANO OKAYAMA〇FAGIANO OKAYAMA〇FAGIANO OKAYAMAC

　皆さんは  “健康寿命”  という言葉をご存知ですか？  “健
康寿命”  とは「一生のうち健康で自立して暮らすことがで
きる期間」のことです。今シーズンも岡山シーガルズは
市と協力してさまざまな取り組み
を行います。
　学校給食交流事業では市内小学
校を選手が訪問し、子どもたちに
食の大切さを伝えるとともにバレ
ーボール教室で運動の楽しさを実
感してもらいます。
　また「カモメ流ストレッチ道場」では
市内在住の人を対象に、選手やチーム専
属トレーナーが怪我を未然に防ぐストレ
ッチや日常生活で気軽に取り組むことが
できる運動などを指導します。「カモメ
流ストレッチ道場」はYouTubeでも発
信していますので、ぜひご家庭や学校、
職場でレッツトライ!

112021.6月号2021.6月号

マスコット
キャラクター
ファジ丸
C 2004 F.O.S.C

吉村和弘選手と柏竹琉選手の契約が決定 !

■柏　竹琉（かしわ　たける）選手

■吉村　和弘（よしむら　かずひろ）選手

４thシーズンに向けて契約更新がまとまりました。

　ボールコントロールに優れ
ており、センス溢れるプレー
をする岡山市出身の選手です。
明るい人柄と若い力で１st
シーズンよりチームを盛り上
げてくれています。柏選手の

成長がチームの勝利にもつながってくるはずです。

　世界トップレベルの多彩な
バックハンドが得意で、その
バックハンドから連続攻撃で
得点します。１stシーズンも
リベッツでプレーしており、
持ち前の勝負強さと爆発力で
張本選手に勝利するなどファ

イナル進出の立役者にもなりました。４thシーズンで優
勝するためにも必要不可欠な選手です。


