
７
2021

No.1426

岡山城下の段「トーチキス」撮影

◎岡山市役所
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〒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。

東京2020オリンピック・パラリンピック開幕
　コロナ禍でもひたむきに努力を続け、この場に立つ選手の皆さんの姿は、私たちに「感動」と「明日へと向
かう活力」を与えてくれることでしょう。（15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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新型コロナワクチン接種
～64歳以下の人への接種を始めます～

問 保健管理課　　086-803-1307

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

0 1 2 0 － 7 8 0 － 9 1 0
ＦＡＸ　　0 8 6 - 8 0 3 - 1 7 7 5

岡山市  ワクチン 検索

先行予約の対象者

先行予約の対象者以外の人

▼基礎疾患のある人（詳細は次ページに掲載）　
▼60～64歳の人
▼居宅サービス事業所・高齢者施設・障害者支援施設等従事者
　（デイサービス、ホームヘルプサービス含む）　　
▼教職員、保育士・幼稚園教諭　

※予約方法などの詳
細は、勤務先を通じ
て通知

●予約の殺到を避ける
ため、右表のとおり年
代ごとに予約開始日を
ずらしています。
●12～15歳の人の接種
概要は後日お知らせし
ます。
岡山市では、接種を希望する全ての人（※）への接種を11月末までに完了する見込みです

（※）岡山市内の接種対象者42万7000人のうち、接種率80％として算出

▼基礎疾患があり、インターネット予約する人は事前登録が必要です

※６月10日時点
の内容です。
　今後、追加の
情報などは、市
ＨＰなどでお知
らせします。

【予約・接種開始】

７月５日㈪

　先行予約は７月５日㈪から受け付けますが、そ
の時点での医療機関の予約枠の空き状況によって
は、接種開始時期が遅れる可能性があります。

【事前登録】

６月26日㈯～

下記の事前登録用ＨＰから申請してください
　https://city-okayama-priority.jp/shippei　
※７月５日㈪から予約・接種を希望する人は、
　７月４日㈰までに登録が必要です。

年　 　齢

50～59歳（1962年４月２日～1972年４月１日生まれ）
40～49歳（1972年４月２日～1982年４月１日生まれ）
30～39歳（1982年４月２日～1992年４月１日生まれ）
16～29歳（1992年４月２日～2005年４月１日生まれ）

予約・接種開始日

７月16日㈮
７月21日㈬
７月26日㈪
７月31日㈯

①インターネット予約（ネット対応している医療機関のみ）
https://v-yoyaku.jp/330001-okayama
②コールセンターでのインターネット予約代行
③医療機関に直接問い合わせ

予
約
方
法

皆さんへのお願い
　予約開始当初は、予約の
混雑が予想されますが、ワ
クチンは十分に供給される
見込みですので、落ち着い
た行動をお願いします。

　64歳以下の人への一般接種を７月から開始します。対象者には一括して接種券を送付しま
すが、基礎疾患のある人など、下記の人は先行予約の対象となります（ただし、基礎疾患が
あり、インターネットで接種予約をする人は、事前登録が必要です）。接種を希望する人は、
６月下旬にお届けする接種券や案内チラシなどを確認した上で、予約してください。
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■基礎疾患
基礎疾患のある人とは、以下の病気や状態で通院・入院している人

1. 慢性の呼吸器の病気
2. 慢性の心臓病（高血圧を含む）
3. 慢性の腎臓病
4. 慢性の肝臓病（肝硬変等）
5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
　 または他の病気を併発している糖尿病
6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除
　 く）
7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪
　 性腫瘍を含む）
8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させ
    る治療を受けている
9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機
　  能が衰えた状態（呼吸障害など）
11. 染色体異常
12. 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度
     の知的障害とが重複した状態）
13. 睡眠時無呼吸症候群
14. 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入
     院している、精神障害者保健福祉手帳を
     所持している、または自立支援医療（精
　  神通院医療）で「重度かつ継続」に該当
　  する場合）や知的障害（療育手帳を所持
　  している場合）
15. 基準（ＢＭＩ30以上）を満たす肥満の人

第４波の流行からの振り返り

若年層の感染が急増
　ゴールデンウイーク中には20
代・30代の感染者が激増し、新
規感染者の約半分を占める時期
もありました。その大多数が感
染経路不明で、軽症が多いこと
が特徴でした。

会社や学校での食事に注意
　会社や学校で、一緒に昼食を食べるところでは、
２次感染、３次感染が起こりやすい傾向にあり
ました。しかし、「黙食」を徹底しているとこ
ろでは、それがあまり起こっていませんでした。
　引き続き、会話するときなどにはマスクをす
るなど、口から出る「飛沫」にご注意ください。

〈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

ＭＥＭＯ

　岡山市では４月下旬から感染が急拡大し、５月３日から９日までの１週間で520人、翌週には678
人が感染するなど、かつてない感染状況でした。また、医療機関や宿泊療養施設に入れず、自宅療
養者が600人以上に上った時期もありました。今後ワクチン接種が進んでいきますが、マスク着用
や手指消毒、３密の回避など、基本的な感染予防対策の徹底をお願いします。

引き続き感染予防にご協力ください
　保健管理課　　086-803-1251

https://www.city.okayama.jp/shisei/0000019788.html
問 

※ＢＭＩ30の目安：身長170cmで体重約87kg
身長160cmで体重約77kg



支援 新型コロナ　　　　ウイルス関連情報
岡山市コロナ対応事業者応援金①

令和３年10月12日までに

令和３年７月30日までに

令和３年７月30日までに

令和４年２月28日までに

　下欄参照

　保健福祉企画総務課　　086-803-1204

　お近くのＪＡの窓口、農林水産課　　086-803-1344、1346

●補助額

●補助の対象となる感染対策用品

●対象者

●対象者

●対象者

●申し込み

●補助対象者

　新型コロナウイルス感染症が拡大している中で、市民の安全を確保する観点からも、飲食店における感染予防対
策がさらに重要になっている事態に対応するため、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。

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。

　令和３年１月～３月のいずれか１か月の売上が、令和元年（平成31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

　令和３年１月～３月のいずれか１か月の収入が、令和元年（平成31年）または令和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、前々年同月比で30％以上減少し
ている市内農林漁業者
　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

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
可等を有し、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～９月30日までに補助対象となる
感染対策用品を購入・設置し、支払いが完了している
こと ※補助対象期間を３か月間延長しました。

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

　新型コロナウイルス感染症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。

商工業者向け

医療法人等向け

農林漁業者向け

中小企業者

常時使用する従業員が
６人以上100人以下

常時使用する従業員が
５人以下

20万円 10万円

20万円 10万円

20万円 10万円
農事組合法人
（従事者数21人以上）　

個人農林漁業者および農事組合法人
（従事者数20人以下）

小規模事業者

①岡山市コロナ対応事業者応援金（医療法人等向け、農林漁業者向けを除く）および
②岡山市飲食店感染防止強化補助金
申請・問い合わせ先（受付時間／９時～17時　土・日曜、祝日を除く）

①専用☎086-232-2255
②専用☎086-232-2266

北区厚生町三丁目１-15

岡山商工会議所

☎086-724-2131

北区御津宇垣 1630-１

岡山北商工会

☎086-293-0454

北区庭瀬 488-６

岡山西商工会

①専用☎086-239-4510
②専用☎086-296-0765

南区藤田 564-131

岡山南商工会

☎086-952-0323

東区瀬戸町瀬戸 91-15

赤磐商工会瀬戸支所
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問

　下欄参照問

問 

問 

※  おわびと訂正  本紙６月号３ページ「岡山市コロナ対応事業者応援金」の記事に誤りがありましたので、おわびして訂正します。
農林漁業者向け申請期限（誤）７月30日までに　（正）令和４年２月28日までに

岡山市飲食店感染防止強化補助金②
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52021.7月号2021.7月号

住居確保給付金の要件を緩和して
市独自の支援を拡充

　　岡山市寄り添いサポートセンター
　090-2002-7731、090-2003-1299
　（土・日曜、祝日を除く９時～17時）

　離職や休業などにより住居を失った、または失う恐れのあ
る人へ家賃相当額を支給する住居確保給付金について、本市
独自で国が定めている収入基準を緩和して、対象を拡大して
います。収入要件、資産要件、支給金額など詳細は同センタ
ーまでお問い合わせください。

　低所得の子育て世帯（ひとり親世帯以外）に対し、生活を
支援するための一時金として、対象の人に以下の給付金を支
給します。

淳風会健康管理センター北館３階（北区大供二丁目2-5）
※申請・相談は予約優先

●収入基準額

対象者

●相談窓口

84,000円＋家賃月額（上限37,000円）
⇒104,000円＋家賃月額（上限37,000円）

単身世帯

130,000円＋家賃月額（上限44,000円）
⇒150,000円＋家賃月額（上限44,000円）

２人世帯

172,000円＋家賃月額（上限48,000円）
⇒192,000円＋家賃月額（上限48,000円）

３人世帯

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（その他世帯分）

①

②

岡山市で令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の
支給を受けている人で、令和３年度分の市民税等均等割が非課
税の人

①のほか、対象児童（18歳になった年の年度末までの子（障害
児については20歳未満）※）の養育者で、以下のいずれかに該
当する人
a）令和３年度分の市民税等均等割が非課税の人
b）新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
し、令和３年度分の市民税均等割が非課税の人
と同様の事情にあると認められる人
※令和３年４月～令和４年２月末までに生まれる子どもも対象

対象者①
　申請：不要
　支給時期：８月～

対象者②
　申請：必要
　受付開始：８月

支給金額
児童１人につき
50,000円
＋

１世帯につき
20,000円（市独自）

相談 新型コロナウイルス関連情報

●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）

●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

●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）

●人事課
　086-803-1086

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）

緊急雇用
（会計年度任用職員）

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

コロナ対応経営相談
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

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

各保険料の減免など

名　　称 問い合わせ先 名　　称 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

採
用

企
業
向
け
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

●岡山市保険料減免等
　コールセンター
　086-897-1126
※７月１日から受け付け

●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

感染した人などに対しての
差別やいじめなどでお悩み
の人

収入減少による国民健康保
険料、介護保険料、後期高
齢者医療保険料の減免や、
傷病手当金の申請受付

就労機会を失った人を
対象とした採用募集

配偶者などによる暴力や、
家庭・職場などでお悩みの
人

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

NEW

問申


　こども福祉課（コールセンター）
　0120-153-533（土・日曜、祝日を除く８時30分～17時）　 
問


がいこくごじんけんそうだん
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熱中症を予防しましょう
　救急課　☎086-234-9967

熱中症は命に関わる大変恐ろしい病気ですが、「予防」できる病気です。
新型コロナウイルス感染症だけでなく、熱中症も予防し、暑い夏を乗り越えましょう!

室温28℃を超えな
いようにエアコン
や扇風機を活用!

外出の際は涼しい
服装で、日よけ対
策も!

のどが渇かなくて
も小まめに水分補
給!

こんなときはすぐに救急車を
呼びましょう。

119・意識障害
（会話がおかしい）
・汗が出なくなる
・運動障害
・けいれん
　　　など

高齢者の注意点

マスク着用による熱中症に気を付けましょう

平成30年７月豪雨の被災者の皆さんへのお知らせ

乳幼児は特に注意が必要です!

・暑さを感じる能力や発汗機能が低下
しているため、部屋の温度を小まめに
確認する習慣を付け、エアコンなどを
上手に活用して過ごしましょう。
・定期的に塩分や水分を補給し、外出
の際は特に小まめに休憩しましょう。

　新型コロナウイルスの感染拡大防止の意識が高まり、マスクをする機会が増えて、無意識に水分補給の
回数が減っています。のどが渇いていなくても、小まめな水分補給を心掛けてください。

　平成30年７月に発生した西日本豪雨の被災者の皆さんに心よりお見舞い申し上げます。市で行っている支援の状
況についてお知らせします。
　支援内容の中には申請期限が近いものがありますので、まだ申請手続きをされていない人は、お早めに手続きを
お願いします。また、個々の事情に応じた相談については、各担当窓口までお問い合わせください。

・大人よりも地面からの照り返しが強
く、体温が上昇しやすい環境です。
・乳幼児は体内の水分割合が高いため
脱水症状になりやすく、体温の調節機
能も十分に発達していないので、注意
が必要です。

　被災者支援本部（危機管理室内）　☎086-803-1082

※各区役所へは代表電話（☎086-803-1000）からおつなぎします。
支援内容 申請期限など 窓口 電話番号

一般のもの（住宅）

農水産業用の施設（ハウス、倉
庫等）、機械等

被災者生活再建支援金

住宅建設資金等利子補給補助金

義援金・見舞金

住民票の写し・印鑑登録証明書
手数料の免除

市税証明手数料の免除

事業用（店舗・工場・事務所等
の建物や設備、資材、商品等）
（注）住宅を除く

り災証明書は、被災に対する各種の支援を受けるとき
に必要です。
各支援制度には期限がありますので、利用を検討され
ている人は、早急にご相談ください。
（注）発災から月日が経過し、当時の被害状況の確認
が困難になっているため、新規に交付できない場合が
あります。

各区役所市民保険年金課※
各支所総務民生課 16ページ下段参照

☎086-803-1325

☎086-803-1466

☎086-803-1033

☎086-803-1166

☎086-803-1717

16ページ下段参照

16ページ下段参照

産業振興・雇用推進課

各区役所農林水産振興課※
各支所産業建設課

各区役所市民保険年金課※
各支所総務民生課

住宅課

福祉援護課

税制課

区政推進課

基礎支援金＝８月４日まで
加算支援金＝８月４日まで

申請期限＝８月２日まで
被災した住宅を再建するため、新たに建設・購入また
は補修する目的で、金融機関などから借り入れをした
場合、利子の一部を支援します。
（注）これから借り入れをする人も対象となる場合が
ありますので、期限までにお問い合わせください。

当分の間継続

当分の間継続

８月４日まで

り
災
証
明

申
請
期
限
が
近
い
も
の

手
数
料
免
除

問

問

!!
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８月２日から

家庭ごみ有料指定袋の減免申請
受け付けが始まります 環境事業課

086-803-1297、1298
Ｆ086-803-1876

問

FAX

　ごみ処理手数料減免対象者に、８月～令和４年７月分の有料指定ごみ袋を配布します。
　該当する人は減免申請してください。
※建部地区の人は、建部地区の指定ごみ袋を交付しますので、建部支所での申請をお願いします。

１　要件など　下表のとおり。小袋（20ℓ）を配布します。２歳未満の乳幼児については、出生時または転入
　　時の１回のみの交付となるので、すでに交付を受けている人は、対象となりません。
　　※世帯状況などにより小さい袋を希望する人は申し出てください。同枚数の特小袋（10ℓ）を配布します。
　　（例…小袋150枚を特小袋150枚に交換）　
　　※受け取りの際には、マイバックの持参をお願いします。
２　配布方法　８月２日㈪から、各申請場所で受け付けを開始します。⑶低所得世帯の場合、申請の約２週間
　　後に審査結果を通知しますので、該当となった場合には通知書を窓口に持参してください。
　　　また、８月２日㈪～31日㈫（土・日曜、祝日を除く）の間、市役所本庁舎１階多目的ルームに臨時受付
　　場所を設けますので、ご利用ください。ただし⑵生活保護世帯と⑷障害者で紙おむつの支給を受けている
　　人は、管轄の福祉事務所のみでの申請となります。
３　配布枚数　申請した月から令和４年７月末までの月数に応じた枚数の有料指定ごみ袋を交付します。
４　代理人による申請　⑶低所得世帯の人以外の場合、代理人による申請も可能です（持参品は下表参照）。
　　⑶低所得世帯の場合は、生活状況を確認する必要があるので、原則同一世帯員による申請が必要です。
５　重複申請　⑴～⑶の要件については、重複申請できません。⑷⑸の要件についても同様です。ただし、⑴
　　～⑶の要件のいずれかと⑷⑸の要件のいずれかとは、重複申請できます。

要 件 最高配布枚数 申 請 受 付 場 所 持 参 が 必 要 な も の

 ● 環境事業課
 ● 各区役所ごみ対策班（東区
　役所は総務・地域振興課）、
　各支所・地域センター・福
　祉事務所

＜本人の場合＞
 ● 有効な手帳
＜代理人の場合＞
 ● 対象者本人の有効な手帳
 ● 代理人の身分証明書

 ● 世帯員全員の前年中の収入状況を確
　認できる書類（源泉徴収票、確定申
　告書（控）、年金支払通知書、雇用
　保険受給資格者証など）
 ● 家賃などを必要とする世帯について
　は、家賃が分かるもの（賃貸契約書
　など）

＜代理人の場合＞
 ● 代理人の身分証明書

＜本人の場合＞
 ● 有効な介護保険証
＜代理人の場合＞
 ● 対象者本人の有効な介護保険証
 ● 代理人の身分証明書
＜要介護３の場合＞
 ● 紙おむつを使用していることが確認
　できる書類（レシートなど）

 ● 環境事業課
 ● 各区役所ごみ対策班（東区
　役所は総務・地域振興課）、
　各支所・地域センター・福
　祉事務所

 ● 環境事業課
 ● 各区役所ごみ対策班（東区
　役所は総務・地域振興課）、
　各支所・地域センター・福
　祉事務所

 ● 管轄の福祉事務所

管轄の福祉事務所
※御津・灘崎・瀬戸・建部支
所管内は別途お知らせします。

⑶　低所得世帯
市が定めた基準（生活保護基準相
当額 ×1.05）より低所得の世帯
※世帯人員、年齢、家賃の額など
で異なるため、詳細はお問い合わ
せください。

⑴　重度の障害者
 ● 身体障害者手帳１級または２級
　の所持者で在宅の人
 ● 療育手帳Ａの所持者で在宅の人
 ● 精神障害者保健福祉手帳１級の
　所持者で在宅の人

⑷　障害者で紙おむつの支給
　　を受けている人
岡山市障害者日常生活用具給付事業に
基づき紙おむつの支給を受けている人

⑸　要介護者
 ・介護保険法で規定する要介護４
　または５で在宅の人
 ・介護保険法で規定する要介護３
　で紙おむつを使用している在宅
　の人

⑵　生活保護世帯

100枚

＜単身世帯＞
70枚

＜２人以上世帯＞

150枚

＜単身世帯＞
70枚

＜２人以上世帯＞

150枚

150枚

150枚

低所得世帯の基準例
※かっこ内は世帯員の年齢

世 帯 状 況 基 準 月 額
（68歳）
（78歳と72歳）
（33歳と29歳と４歳）

75,275円および家賃（上限あり）
117,852円および家賃（上限あり）
149,027円および家賃（上限あり）

高 齢 単 身 世 帯
高 齢 ２ 人 世 帯
子どものいる世帯
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おかやま発の音楽イベントに参加しませんか

～支えあう・響きあう・一つになる～

「支えあう・響きあう・一つになる」のキャッチ
コピーのもと、市民や音楽文化を支える人々へ、
明日への活力を届ける岡山発信のオリジナリティ
あふれる音楽祭です。

「ウエルカムコンサート」「大好きクラシック」…（公財）岡山文化芸術創造　☎086-224-1950（北区表町1-5-1 岡山シンフォニーホール）
「エンターテイメントチャレンジプラス」…山陽新聞社広告本部「エンターテイメントチャレンジプラス」係 ☎086-803-8013（北区柳町二丁目1-1）

おかやま国際音楽祭 2021

ウエルカムコンサート出演者募集

街角コンサート
「大好きクラシック」
出演者募集

エンターテイメント
チャレンジプラス出場者募集

◆日時　　　10月２日㈯14時～18時30分（予定）
　　　　　　10月３日㈰14時～18時30分（予定）
◆会場　　　クレド岡山「ふれあい広場」（予定）
◆申し込み　申込書と演奏（合唱）曲１～２曲を録
　　　　　　音したＣＤを８月10日までに。
※市役所、公民館などで申込書配布。
　ＨＰからも入手可。

　表町商店街でのクラシックコン
サート。
　街を行き交う人々にあなたの演
奏を届けてみませんか。

　岡山発のミュージシャンを発
掘する、アマチュアミュージシ
ャン公開コンテスト。音楽祭実
行委員会が優勝者の今後の音楽
活動を応援します。多くの聴衆、
そして審査員（レコード会社な
ど）の前で歌や演奏を披露する
チャンスです! 

岡山中心部であなたの演奏を披露するチャンス!

◆日時　　　10月17日㈰12時～（予定）
◆場所　　　上之町商店街
　　　　　　（アムスメール時計台前）
◆申し込み　申込書と演奏曲（８分以内）
　　　　　　を録音したＣＤを８月10日
　　　　　　までに。
　※市役所、公民館などで
　　申込書配布。
　　ＨＰからも入手可。

◆対象　　　個人またはグループ（音楽のジャンルは問いません）
◆審査　　　１次審査：９月中旬頃に、書類・デモ音源・映像を
　　　　　　基に審査
◆決勝　　　10月31日㈰に山陽新聞社さん太ホール（北区柳町二
　　　　　　丁目）で開催
◆申し込み　応募用紙に写真、歌詞、デモ音源（ＣＤまたはＭＤ）、
　　　　　　デモ映像を添えて８月31日までに。

詳細は、ＨＰを
ご覧ください

イベント･コンサート出演者募集中イベント･コンサート出演者募集中
問い合わせ・申し込み



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シーズン応援ありがとうございました!
　Ｂ３リーグ2020-21シーズンではたくさんの応援ありが
とうございました!Ｂ３リーグのレギュラーシーズンは
終了しましたが、現在TRYHOOP OKAYAMA.EXEとして
３人制バスケットボールのグローバルリーグ「３×３
.EXE PREMIER 2021」に参戦中!
　昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で全日程が
中止となりましたが、今年はファンの皆さんが待ち望ん
でいたリーグが開催され大いに盛り上がっています!!
　５人制とはまた違う魅力が詰まった３人制のTRYHOO
P OKAYAMA.EXEもぜひ応援をよろしくお願いします!

ホームゲーム日程
開催日

７月３日㈯
試合開始 対戦相手 開催日
19:00 ヴァンフォーレ甲府

試合開始 対戦相手
18:00 ザスパクサツ群馬７月18日㈰

岡山シーガルズ

「Ｖ・サマーリーグ」開催＆新加入選手のご紹介！

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。

３×３.ＥＸＥ　ＰＲＥＭＩＥＲ2021 ゲーム日程
開催日

７月３日㈯

試合時間 会場

15:30 ～ 19:30 日環アリーナ栃木（宇都宮市）

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

①背番号②名前③生年月日④出身⑤ポジション⑥コートネーム⑦身長⑧出身高校⑧前所属
※大会やイベントは社会情勢により中止等の可能性があります。

川本　梨誉
かわもと　　りよ

【性格】
かまってほしいタイプ
【自分の特徴】
縦への推進力
【今年の目標】
10ゴール以上

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

①2001.6.11
②静岡県
③リヨ

背番号

20 FＷ 宮崎　智彦
みやざき　　ともひこ

【性格】
マイペース
【自分の特徴】
左足のキックの精度
【今年の目標】
1試合でも多く試合に出て、
チームの勝利に貢献する
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

①1986.11.21
②東京都
③ミヤ

背番号

11 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

　７月２日㈮～４日㈰に、スカイホール豊田（愛知県豊田
市）で「Ｖ・サマーリーグ女子大会 西部大会」が開催さ
れます。将来を担う新人・若手主体で戦う大会で、Ｖ１・
Ｖ２リーグに所属するチームが東西に分かれてそれぞれ順
位を競います。はつらつとした選手たちに温かい応援をよ
ろしくお願いします!
　さて、チームに新たな仲間が加わりました。チームとも
ども応援をよろしくお願いします!

92021.7月号2021.7月号

マスコット
キャラクター
ファジ丸
C 2004 F.O.S.C

森薗政崇選手と龍崎東寅選手の契約が決定 !

■龍崎　東寅（りゅうざき　とんいん）選手

■森薗　政崇（もりぞの　まさたか）選手

４thシーズンに向けて契約がまとまりました。

　全日本選手権５年連続ラン
キング入りしている日本期待
の若手選手がＴリーグ初参戦
し ま す 。 打 ち 合 い に 強 く 、
チャンスがあれば威力ある攻
撃で得点します。龍崎選手の

勝利がチーム全体の士気を上げ起爆剤となって勢いづけ
てくれます。

　１stシーズンから所属して
おりシングルス、ダブルスで
勝ち星を挙げ、岡山のエース
として活躍しています。最後
まで諦めず全力でボールを追
いかける姿は見る人を魅了し

続けています。2021全日本選手権ではシングルス準優勝
と勢いを増しており、４thシーズンで再び岡山をファイ
ナルに導く原動力となるはずです。

①Ｎｏ．６　②佐藤 愛美（さとう めぐみ）　③1997.９.７
④徳島県板野郡藍住町　⑤アウトサイドヒッター　⑥アミ
⑦175㎝　⑧誠英高校　⑨大野石油広島オイラーズ

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　この度岡山シーガルズに
入団しました佐藤 愛美です。
　トップリーグでプレーす
るということで、いろいろ
なことに挑戦していきたい
と思います。
　今まで見えてこなかった
ものが見えてくると思うの
で、吸収して自分のものに
できるように頑張ります。

新加入選手
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30周年特集
ページはこちら

　皆さんに愛され、今年で30周年を迎えました。30周年の記念公演も、コロナ禍ではありますが、
安全・安心の感染症対策の下、実施する予定です。

　岡山シンフォニーホール　086-234-2001

岡山シンフォニーホール　開館30周年記念!

♫今後予定している主な公演♫

岡山芸術創造劇場「愛称」候補
作品への投票について

岡山市夜間教室の受講生募集!

　岡山文化芸術創造　086-225-0154

　生涯学習課　 086-803-1606

　多くの人に親しまれる文化芸術施設となるよう、６月末
まで新劇場の愛称を募集しています。応募された作品の中
から最終候補３作品を選び、市民などによる投票を行いま
す。皆さんの１票で岡山芸術創造劇場の愛称を決めてくだ
さい。
　詳細は、７月中旬に配布予定のチラシ（各区役所・地域
センター、公民館、図書館などで配布。財団ＨＰにも掲載）
をご確認ください。

▲新劇場のイメージパース図およびプレ事業の実施風景 ●定員 各教室15人程度

【百間教室】

中区国富三丁目９-12

毎月第１・３火曜

18時～20時30分

【30周年記念コンサート】　Ｉ ａｍ ａ ＳＯＬＯＩＳＴ スペシャルガラコンサート

９月12日㈰15時開演
指揮：矢崎彦太郎、ソリスト：中桐望（ピアノ）・森野美咲（ソプラノ）・福田廉之介（バイオリン）

●岡山フィルハーモニック管弦楽団第69回定期演奏会　７月４日㈰15時開演　
　　指揮：園田隆一郎、ソリスト：佐藤晴真（チェロ）
●ＮＨＫ交響楽団　岡山公演　　　８月29日㈰16時開演
　　指揮：広上淳一、ソリスト：藤田真央（ピアノ）、管弦楽：ＮＨＫ交響楽団
●Ｔｈｅ MＯＳＴ ｉｎ ＪＡＰＡＮ2021　　10月９日㈯19時開演
　　出演：福田廉之介（バイオリン）
●岡山フィルハーモニック管弦楽団第70回定期演奏会　　10月17日㈰15時開演
　　指揮：ハンスイェルク・シェレンベルガー、ソリスト：荘村清志（ギター）
●岡山フィルハーモニック管弦楽団　ニューイヤーコンサート　令和４年１月16日㈰15時開演
　　指揮：太田弦、ソリスト：青木尚佳（バイオリン）・岡本侑也（チェロ）
●小曽根真　60ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　ソロリサイタル　　令和４年２月27日㈰15時開演
　　出演：小曽根真（ピアノ）
●岡山フィルハーモニック管弦楽団第71回定期演奏会　令和４年３月13日㈰15時開演
　　指揮：ハンスイェルク・シェレンベルガー、ソリスト：マルギット＝アナ・シュース（ハープ）
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●対象者（例）

○中学校に通った経験がなく、卒業証書がない人
○不登校だったため、中学校の大部分を欠席していた人
○中学校に通ってはいたものの、大部分を保健室に登校して
　いた人
○外国人で、母国や日本で義務教育を受ける機会がなかった人 など

たいしょうしゃ れい
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●学習内容

　主に小学校や中学校で学習する国語、算数（数学）の内容

がくしゅうないよう

しょうがっこうおも ちゅうがっこう がくしゅう こくご さんすう すうがく ないよう

じゅこうせいぼしゅう

●開講日時・場所
かいこうにちじ ばしょ

▲

ささ せきょうしつ

きたくいちのみや

まいつきだい きんよう

じ じ ふん

【笹が瀬教室】

北区一宮855-２

毎月第１・３金曜

18時～20時30分

●申請 同課まで　で
しんせい どうか

▲
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屋外広告物の有資格者点検が
義務化されます

養育費の「取り決め」作成を支援します

　都市計画課　086-803-1373問

　こども福祉課　086-803-1221

有資格者点検（義務） 自己点検（義務）または
有資格者点検（任意）

問

　市では、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する
危害の防止を目的に、看板などの屋外広告物に関する必要
な規制を定めています。
　市内に設置される屋外広告物のうち、地上からその上端
までの高さが４ｍを超える全ての屋外広告物について、屋
外広告士などの有資格者による安全点検が義務化されます。
（ただし、塗装・貼り紙など、安全上支障がないものは除く）

◆有資格者点検を行う者の資格
　屋外広告士、屋外広告物点検技能講習修了者、建築士(１
級、２級)、特定建築物調査員ほか
※市では点検者の斡旋は行いませんので、直接設置業者な
どへご相談ください

◆有資格者点検を実施する間隔
　３年に１回（合わせて１年ごとに自己点検を実施してく
ださい）屋外広告物の表示等許可を受けているものを引き
続き表示する場合は、更新の申請前３カ月以内に点検を実
施し、その結果を報告してください。

◆有資格者点検が義務化される時期
　令和３年10月１日から施行（ただし、令和５年９月30日
まで従前の点検方法も可能です）

◆許可期間変更のお知らせ
　有資格者による安全点検の義務化により、屋外広告物の安
全性がより確保されることから、これまで１年以内であった
許可期間を自己点検（義務）以外は３年以内となります。
（下表のとおり）

●屋外広告物を表示するには許可が必要です
　屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して、
屋外で、公衆に表示され、建物その他工作物などに掲
出されるものです｡（営利、非営利は問いません）
　広告物の大きさや設置個所には制限があり、広告物
を表示する際には許可手続きが必要となります。ただ
し、許可地域で合計10㎡以下の自家広告物など許可手
続きなしで表示できるものもあります。

　平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果（厚生労働省）
によると、養育費の取り決めをしている母子世帯の割合は
42.9％、養育費を受けている割合は24.3％と、養育費が支払
われていない状況があります。そこで、養育費がきちんと
支払われるよう、強制力を持った公的な「取り決め」の作
成を支援する制度を新設しました。

４月１日以降に作成した養育費に関する公正証書
（強制執行認諾付）、調停調書、判決書の作成経費
を補助（作成後、６カ月以内の申請が必要）
市内に居住し、申請時に養育費対象の児童を監護し
ているひとり親で、児童扶養手当の受給者または同
程度の所得水準の人

公証人手数料、調停申し立てまたは裁判に要する収入印
紙代、その他添付書類の取得費用、郵便切手代（全て養
育費に関連するものに限る）／対象
経費の全額（上限43,000円）

管轄の福祉事務所の母子・父
子自立支援員へ必要書類を添
えて８月２日以降に

●内容

●対象

●申請

●補助対象経費／補助額

許可申請の種別

新規

更新

新設 全て ３年

３年

３年

１年

３年

３年

１年

高さ４m超 有資格者点検（義務）

有資格者点検（任意）

自己点検（義務）

有資格者点検（義務）

有資格者点検（任意）

自己点検（義務）

高さ４m以下

高さ４m超

高さ４m以下

既設
利用

地上からの高さ 点検方法 許可期間

４ｍ

有資格者による点検対象

ナスの南蛮漬けナスの南蛮漬け

ナスの南蛮漬けのレシピは
おかやまの農家レシピ 検索

【材料（４人分）】
●ナス…４本  ●玉ネギ…１/２  ●ニンジン…５㎝  ●酢…100㎖
●揚げ油…適量  ●ネギ…適量
●（Ａ）【だし汁…200㎖、しょうゆ…100㎖、みりん…60㎖、
　酒…大さじ１】

【作り方】
①ナスは半分に切り、皮に薄く切り込みを入れ、玉ネギとニンジ
　ンはスライスする。
②（Ａ）を一煮立ちさせ、火を止めてから酢を加え、玉ネギとニ
　ンジンを入れる。
③180℃の油にナスの皮を下にして入れ、途中でひっくり返す。
④揚げたナスを②に漬け、タレが染みたら出来上がり。

岡山市女性農業士の「おかやまの農家レシピ」

　農林水産課　☎086-803-1346問


