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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14ページをご確認ください。

　　梅雨が明け、本格的な夏を迎えますが、まだまだマスクの着用は必要です。熱中症にならないよう、
　喉が渇いていなくても小まめに水分を取り、コロナも夏も乗り切りましょう。
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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

予約の方法

　市では現在、64 歳以下の人への一般接種を進めています。詳細をご確認の上、
接種を希望する人は、下記のいずれかの方法で予約を入れてください。

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）

②医療機関に直接問い合わせ

https://v-yoyaku.jp/330001-okayama

市のワクチン接種情報ページでご確認ください

※岡山市コールセンターでもお知らせします 
https://www.city.okayama.jp/0000030645.html#link-4

※岡山市コールセンターでのインターネット予約代行も行います

接種できる
医療機関

未成年の人の接種について

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

　ゴールデンウイーク前後の第４波は収束しましたが、依然再流行の恐れは否定できません。感染力が高
いとされる変異株の流行も懸念されるため、ワクチン接種が進んでも当面の間は、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してください。

〈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

問 

新型コロナワクチン接種
～64歳以下の人への接種を実施しています～

　接種は強制ではありません。保護
者の同意が必要で、原則として保護
者の同伴が必要です。

予約の時期について（７月12日時点の情報です）

　国からのワクチン供給量や時期が不透明な状況であることから、市では
「新規予約について、７月９日から全て予約停止」しています。
　今後、予約再開などの情報は、市のワクチン情報ＨＰやＳＮＳなどでお知らせし
ます。ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどお願いします。
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申請・問い合わせ先（受付時間／９時～17時　土・日曜、祝日を除く）

☎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

☎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

生活困窮者向け
短期集中型就職支援事業

農林漁業者向け
岡山市コロナ対応事業者応援金

岡山市飲食店感染防止強化補助金

　　岡山市就かつエクスプレス
　086-230-4510（月～金曜９時～17時、祝日除く）
　s-career02@pasona.co.jp
〒700-0913　北区大供二丁目１-１HASPALIビル

◆本プログラムの流れ

　新型コロナウイルスの影響などで
仕事が減るなど、生活が苦しくなっ
た人の就職活動を短期集中でサポー
トします（審査あり）。

　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。

　新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大傾向にある中で、
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。

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等の許可を有し、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～９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

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

【必須１】 市内在住
【必須２】 ３カ月以内の就労を目指して熱心に活動できる人
以上、どちらにも当てはまる人で、以下のいずれかに該当する人
□ 就職した日もしくは事業を廃止した日から２年以内である人
□ 新型コロナの影響などの理由で離職もしくは廃業と同等の
    収入状況となっている人

①応募審査
　　家計を含む現在の状況や希望などの確認
②参加決定
　　審査により本プログラムへの参加決定
③個別支援プログラム決定
　　一人一人に合わせた就活プログラム決定
④個別支援
　　担当カウンセラーによる定期的サポート
⑤就職決定
　　面接対策講座も準備、就職決定をサポート
⑥安定就労への支援
　　就労開始後もフォロー体制継続

問 申

　　下欄参照問 申



　農林水産課　　086-803-1344、1346問 



対象者

３
カ
月
以
内
で
の

就
職
決
定
を
目
指
す

本プログラムに参加して就労が決定した人には、
市から就職準備金を支給します

●参加決定から３カ月以内の就労決定で20,000円
●就労決定後３カ月の継続勤務で30,000円
　　　　　※令和３年12月末までに就労決定した人が対象

20万円

10万円

●対象者

●補助額

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

●申し込み
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

●申込期限

●補助対象者

●補助の対象となる感染対策用品

令和４年２月28日までに

●申込期限
令和３年10月12日までに

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）

新型コロナウイルス 支援 情報
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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

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

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

がいこく ご じんけんそうだん

●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）

●人事課
086-803-1086

緊急雇用
（会計年度任用職員）

採
用

就労機会を失った人を対象とした会計年度任用職員の募
集を行います。

各保険料の減免など

●岡山市保険料減免等コールセンター
（土・日曜、祝日を除く。９時～17時15分）
086-897-1126

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、傷病手当金の申請を受け付
けています。詳細は、市ＨＰをご確認いただくか、右
記コールセンターまでご相談ください。

新型コロナウイルス 相談 情報
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岡山市第六次総合計画後期中期計画を策定!

　政策企画課　 ☎086-803-1040　
https://www.city.okayama.jp/shisei/0000015892.html

　市では、平成28年度から令和７年度までの10年間を期
間とする「長期構想」のもと、前半５年間の「前期中期
計画」に引き続き、後半５年間の令和３年度から令和７
年度までを期間とする「後期中期計画」を、令和３年６
月に策定しました。計画の詳しい内容は市ＨＰをご覧く
ださい。

都市づくりの基本目標と３つの将来都市像

前期中期計画（平成28年度～令和２年度）の主な取り組み

　長期構想では、岡山市の都市づくりの象徴として、未
来への躍動感、力強さと健康、白桃に代表される農産物
などを、全国的にも知名度が高く、岡山固有の歴史・文
化に由来する「桃太郎」に重ね合わせ、「未来へ躍動す

る　桃太郎のまち岡山」を都市づくりの基本目標に掲げ
ました。

　中期計画（前期・後期）は、長期構想の実現に向けて、
政策・施策の体系を明らかにし、具体的な施策展開の方
向性を示すものであり、岡山市の都市づくりを総合的・
計画的に進めていくための指針となるものです。
　主として「分野別計画」（→Ｐ６・７）と「区別計
画」（→Ｐ８・９）で構成しています。

前期中期計画では、長期構想で定めた３つの将来都市像の実現に向けて取り組んできました。

 将来都市像Ⅲ　
 健康福祉・環境都市

健康ポイント事業など健康寿
命の延伸に向けた健康づくり
の推進

自主防災組織の結成促進など
地域防災力の強化やポンプ場
整備などの浸水対策　など

●

●

 将来都市像Ⅱ
 子育て・教育都市

待機児童の解消に向けた保育
の受け皿整備など仕事と子育
ての両立のための基盤整備

●

市独自の学力調査の活用など
主体的な学びの推進による学
力の育成　など

●

将来都市像Ⅰ
経済・交流都市
空港南産業団地の整備など企
業立地の推進や創業支援の拠
点となる「ももスタ」の開設

●

県庁通りの再整備、岡山芸術
創造劇場整備事業など魅力と
賑わいのある中心市街地の創
出

●

デマンド（予約型）乗合タク
シーの導入など周辺地域にお
ける生活交通の確保　など

●

将来都市像Ⅰ
経済・交流都市

 将来都市像Ⅱ
 子育て・教育都市

 将来都市像Ⅲ　
 健康福祉・環境都市

未来へ躍動する
桃太郎のまち岡山

都市づくりの基本目標

都市経営

未来へ躍動する桃太郎のまち岡山未来へ躍動する桃太郎のまち岡山
問
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後 期 中 期 計 画 の

　分野別計画は、長期構想に掲げる３つの将来都市像に基づき、これまでの取り組

みや成果、従来からの構造的な課題に加え、新型コロナウイルス感染症に伴う新た

な課題を踏まえつつ、30の政策により推進します。

従来からの構造的な課題
新型コロナウイルス感染症に伴う

新たな課題
少子高齢化・人口減少

東京一極集中

市街地のスポンジ化

自然災害の激甚化・頻発化

感染拡大の防止

経済活動・市民生活の下支え

働き方や価値観の変化

税収の下振れリスク

●

●

●

●

●

●

●

●

　デジタル化への対応も含む戦略的な産業振興や日本遺産等を活用した観光・交流、人々の意識や働き方の変化を踏ま
えた移住・定住施策の再構築等を推進するとともに、コンパクトでネットワーク化されたまちづくりに引き続き取り組
んで中四国のゲートウェイにふさわしい都市機能の充実を図り、圏域全体の発展をリードする市をめざします。

政策１ 新たな雇用と活力を生む戦略的な産業振興
政策２ 魅力と賑わいのある中心市街地の創出
政策３ 多彩で活力ある農林水産業の振興
政策４ 国内外の人を惹きつける観光・交流の推進

政策５ 周辺地域の拠点機能の充実と活性化
政策６ 人と環境にやさしい交通ネットワークの構築
政策７ 魅力ある景観と快適な住環境づくり

政策８  歴史・文化による新たな魅力の創出と発信
政策９  暮らしに息づく文化芸術の振興
政策10  地域の活力を育むスポーツの振興

中四国をリードし、
活力と創造性あふれる 将来都市像Ⅰ　「経済・交流都市」
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政 策 推 進 （ 令 和 ３ 年 度 ～ ７ 年 度 ）

　質の高い就学前教育・保育サービスや、子ども一人ひとりの育ちを支える支援などを充実し、希望する誰もが安心して子
育て・教育ができる環境づくりに引き続き取り組むとともに、多様な主体の地域活動への取組や女性活躍、多文化共生、
人権尊重のまちづくりを一層推進させ、誰もが輝き、一人ひとりが個性と能力を発揮することのできる市をめざします。

　地域で自分らしく生きることのできる健康、福祉、介護の充実を図りながら、新型コロナウイルス感染症への的確な
対応を行い、平成30年７月豪雨災害を教訓に災害に強いまちと地域づくりを進めるとともに、自然災害の激甚化の一因
とされる温室効果ガスの排出抑制に積極的に取り組み、いつまでも安心して住むことができる市をめざします。

政策11  安心して子どもを生み育てることができる環境づくり
政策12  子どもの健やかな成長と若者の自立の支援
政策13  女性や若者が活躍できる社会づくり

政策20  生涯にわたり健康でいきいきと生活できるまちづくり
政策21  豊富な医療・介護資源をいかした安心の暮らしづくり
政策22  ともに生き、ともに支え合う地域共生社会の推進

政策26  岡山から広げる地域に根ざした環境づくり
政策27  脱炭素社会をめざす環境にやさしいまちづくり
政策28  みんなで進める循環型社会の構築

政策23  災害に強く安全・安心な都市基盤の整備
政策24  地域防災力の強化と消防救急体制の充実
政策25  安全・安心な市民生活の確保

政策17  多様な主体による協働のまちづくり
政策18  国際的に開かれた多文化共生のまちづくり
政策19  誰もが個性と能力を発揮できる人権尊重の社会づくり

政策14  知・徳・体の調和のとれた自立に向かって成長する
　　　  子どもの育成
政策15  家庭・学校・地域が協働で進める教育力の向上
政策16  生涯にわたる豊かな学びの充実

誰もがあこがれる充実の

全国に誇る、
傑出した安心を築く

将来都市像Ⅱ

将来都市像Ⅲ

「子育て・教育都市」　

「健康福祉・環境都市」

都市経営

政策29  分権・人口減少社会を踏まえた行政の推進
政策30  将来世代に責任を持つ自主・自立的な行財政運営　（行財政改革推進プラン）



区民区民区民ののの

●問い合わせ
　北区役所総務・地域振興課
　086-803-1657

ページページページ

人口：295,623人　面積：450.70㎢

　北部の山間部や清流旭川をはじめ
とする豊かな自然と共生しながら、
岡山城、岡山後楽園や吉備路等の豊
富な歴史・文化資産等を最大限にい
かして、多くの人が交流する魅力と
賑わいあふれるまちづくりを進めま
す。また、区民一人ひとりが互いに

温かく支え合い、いきいきと活躍で
きる北区の実現をめざします。

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)

（区づくりの将来目標）

自然と共生し、歴史と文化が薫る 賑わいと交流のまち 北区

（区づくりの将来目標）

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

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６月30日現在）

●区役所の位置

①まちなかの魅力と賑わいの創出
②農村部、中山間地域の活性化
③企業立地の推進
④歴史・文化など多様な地域資源の
　再認識と活用・発信
⑤まちなかから中山間地域まで、
　地域特性に応じた交通利便性の向上
⑥持続可能で活力のある地域づくり
⑦連携・協働による防災・減災、
　防犯力の高い地域づくり

人口：147,970人　面積：51.24㎢

中区
■中区役所 〒703-8544 中区浜三丁目7-15

　旭川や百間川、操山、龍ノ口山に
代表される豊かな水や緑を身近に感
じながら、都心部から連続した市街
地が広がり利便性の高い暮らしを楽
しむことのできる住みやすさに一層
の磨きをかけます。また、地域での
支え合いや様々な主体との協働によ
る活力ある地域づくりを進め、歴
史・文化資産、特産品等の地域資源
も活用することにより、子どもから
高齢者までの誰もが安心・快適に暮
らせる、住む喜びに満ちた中区の実
現をめざします。

●区役所の位置

　区別計画は、各区の特徴的な課題に対応し、区の特性をいかしたまちづくりを市民との協働により進
めるため、「区づくりの将来目標」に向けて各区で重点的に推進すべき施策や市民生活に密着した施策を
示しています。

▲造山古墳

▲百間川緑地

▲西川緑道公園筋（歩行者天国）

●問い合わせ
　中区役所総務・地域振興課
　086-901-1642

▲大学と連携した健康チェック

①交通利便性の向上
②豊かな自然環境の保全
③地域資源の活用と発信
④多世代の交流・協働による地域
　づくり
⑤地域住民の手による防災・防犯力
　の向上

岡山市第六次総合計画後期中期計画で
策定した各区の区別計画を紹介します。

施策展開の方向性施策展開の方向性

施策展開の方向性施策展開の方向性



人口：168,496人　面積：127.48㎢

南区
■南区役所〒702-8544 南区浦安南町495-5

■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

92021.8月号2021.8月号

　世界有数の人造湖である児島湖、
瀬戸内海国立公園の一角をなす児島
半島等の豊かな自然環境や、臨海工
業地帯が広がり大規模商業施設が立
地する岡南地域、都心部から連続す
る市街地など、地域の多面性をいか
したまちづくりを進めます｡また､実
り豊かな農産物を生み出す広大な干
拓地での農業を次代に引き継ぎなが

ら、地域、事業者、行政のつながり
を大切に、魅力と活力があり安全・
安心に暮らせるまちづくりを進める
ことにより、笑顔が輝き、幸せを実
感できる南区の実現をめざします。

◀防災フェア

●問い合わせ
　南区役所総務・地域振興課
　086-902-3500

▲浦安総合公園

①地域で取り組む防災・防犯対策の
　充実
②活力のある農業の振興
③多様な担い手の参加・協働による
　地域活動の活性化
④地域の魅力の発掘・発信
⑤交通の利便性の向上
⑥健やかに暮らせる地域づくり

　まちに息づく特色ある歴史・伝
統・文化と豊かな自然環境等の地域
資源の魅力をいかしながら、地域で
生まれ育った若者をはじめ、誰もが
地域に愛着と誇りを持ち、いつまで
も住み続けたいと思えるまちづくり
を進め、人口減少社会が既に到来し

ている中にあっても、持続可能で活
力ある東区の実現をめざします。

▲西大寺ファンタジー

●問い合わせ
　東区役所総務・地域振興課
　086-944-5008

▲倉安川吉井水門

①地域資源をいかした魅力と賑わい
　づくり
②多世代が交流・活動できる地域
　づくり
③企業立地の推進と持続可能な農業
　の振興
④交通利便性の向上
⑤健やかに暮らせる地域づくり
⑥安全・安心な地域づくり

　後期中期計画の区別計画は、前期中期計画で定めた各区の「区づくりの将来目標」を継承するととも
に、平成30年７月豪雨や新型コロナウイルス感染症などの新たな課題を踏まえつつ、策定しています。
　計画の詳細はこちらをご覧ください。https://www.city.okayama.jp/shisei/0000015892.html

人口：94,054人　面積：160.53㎢

東区
■東区役所 〒704-8555 東区西大寺南一丁目2-4

●区役所の位置

（区づくりの将来目標）
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

（区づくりの将来目標）
人・まち・自然が調和し、笑顔輝く実りのふるさと 南区

●区役所の位置

施策展開の方向性施策展開の方向性

施策展開の方向性施策展開の方向性



岡山市岡山市注目注目︕︕

10 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま

　情報指令課　　086-253-9978

通報者のスマホを使用して、指令センターと通報者との
間でビデオ通話が可能となるシステムのこと

・指令センター員が現場の映像が必要と判断したとき、
　映像送信を依頼することがあります。
・撮影する際には、周囲の安全を確保してから行うよ
　うお願いします。
・映像送信の通信料は、通報者負担となりますのでご
　了承ください。

　音声のみでは伝わりにくかった火災・救急・
交通事故現場などの状況が、指令センターでリ
アルタイムに映像確認が可能に。
　災害発生場所の早期特定や消防隊・救急隊へ
具体的な情報提供をすることで、より効果的な
消防活動が可能に。

令和３年８月１日から
現場映像119の運用を開始します!

いいかも!おかやまの自然
Instagramフォトコンテスト

問環境保全課　 086-803-1284
　市内在住の人や岡山市を訪れる皆さん
に自然や生き物の魅力を感じて欲しい!
という思いからInstagramフォトコンテ
ストを開催します。
　詳細は、同課ＨＰをご覧ください。

　岡山リベッツのホーム開幕戦に親子ペアを
無料で招待します。当選者にはチーム公式グ
ッズもプレゼント!

・道端の花
・自然の風景
・虫や動物　など

問 　スポーツ振興課
086-803-1616
　sportsyuchi@city.okayama.lg.jp

問

問

岡山リベッツ
岡山市民デー「親子ペア招待企画」

現場映像119とは

ご協力のお願い

テーマ ９月25日㈯開催!

#岡山市の自然

賞品

参加
方法

５人に
図書カード　2,000円分

※受賞発表は受賞者にダイレクトメッセージを送信します

●対　象　市内在住の小学生と親のペア
●定　員　100人（１組２人。応募多数の場合は抽選）
●申　請　同課ＨＰの申請フォームから９月10日までに　

①Instagramアプリから
　公式アカウント[ @iikamo_biodiversity ]を
　フォロー
②いいかも!と感じた岡山市の自然を撮影
③ハッシュタグ #岡山市の自然 を付けて投稿

応募締め切り 2021年
９月27日

14時～　岡山武道館（北区いずみ町）

岡山リベッツ　vs　木下マイスター東京

現場映像119利用の流れ
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災害に自助・共助で備えましょう
（市民向け）浸水対策用土のうなど配布

８月は食品衛生月間です

　下水道河川計画課河川防災室　086-803-1434問

　保健所衛生課　086-803-1257    保健管理課　086-803-1276問

  大雨による浸水被害を自助と共助により軽減してもらう
ため、土のうなどを配布します。
　配布数量は１世帯当たり20袋を上限としますが、土また
は袋がなくなり次第終了します。なお、スコップは市で用
意します。雨天決行を原則としますが、市内の気象などに
関する警報が発令された場合は中止します。
※台風接近時の緊急配布は行いませんのでご注意ください。

　夏期はカンピロバクター、腸管出血性大腸菌Ｏ157など、細菌による食中毒が
発生しやすい時期です。食中毒は、飲食店だけでなく家庭でも起こります。食
中毒予防の３原則を守って、食中毒を防ぎましょう。

●配布日時
　第４回　８月24日㈫　９時～17時
　第５回　９月14日㈫　９時～17時
　（当日の状況により開始・終了時刻を早める可能性あり）
●その他
・市で土と袋を用意しますので、土のうの作成と積込・運搬は
　各自で行ってください。
・使わなくなった土のうは各自で処分などお願いします。
・北区と南区の会場については、待ち時間が長くなる可能性が
　あります。 

撫川公園
（北区中撫川地内）

消防教育訓練センター
（中区桑野）

吉井川浄化センター
（東区西大寺新地）

南区役所駐車場
（南区浦安南町）

●配布場所

（町内会向け）土と袋の配布 

配布希望の
単位町内会

●配布数量
土：２㎥　袋：200枚（１町内会当たりの上限）
※連合町内会でまとめて申請の場合は要相談

●配布場所
単位町内会などで確保した場所
※搬入時にダンプトラックが通行可能な進入路が必要

【申請先】
各区役所総務・地域振興課

または
各支所総務民生課　

夏期は食中毒に注意!

避難所の混雑状況が
確認できます

　危機管理室　086-803-1082

避難所開設時に
㈱バカン
のＨＰにアクセス

問
　新型コロナウイルス感染症対策と
して、災害時に避難所の混雑状況が、
お持ちのスマートフォンやパソコン
で確認できます。
　避難所の混雑状況が随時確認でき
ることで、効率的な避難や分散避難
にもつながります。

食中毒予防の３原則
①つけない～手と調理器具はいつも清潔に～
・しっかり手を洗う
・食品を区別して保管する
・包丁、まな板などはしっかり
　洗浄し消毒する
②ふやさない～食品はすぐに冷却、素早く解凍～
・食材の購入後は速やかに自宅の冷蔵庫へ
・料理中の物や残り物は放置しない　
・解凍は冷蔵庫か電子レンジで
　（自然解凍はしない）

③やっつける～中心部までしっかり加熱～
・75℃で1分間以上加熱
※ノロウイルスは85～90℃で90秒以上加熱が必要
・残り物を温めるときも十分に加熱
・電子レンジでの再加熱は満遍なくかき混ぜる

　新型コロナウイルス感
染症の影響で食品のテー
クアウトやデリバリーの
利用が増えています。す
ぐに持ち帰り、早めに食
べましょう。

食品衛生パネル展
開催のお知らせ

●場所
　市役所１階市民ホール
●日時
　８月２日㈪10時～15時

会場

県
道

　
岡

山
玉

野
線

岡南大橋
←至

操明

小学校 センターふれあい

コンビニ

百
間
川 会場クリーン

センター

岡山ブルーライン

県道　岡山牛窓線

県道　西大寺備前線

西大寺浜

広
域
農
道

県
道

　浦
安
豊
成
線

浦安小学校

総合文化体育館浦安
総合

公園
会場

●その他
　土や袋を使用した場合は、再度申請をしていただけ
れば補充を行います。
　左記の（市民向け）土のう配布日時以外でも対応し
ていますので、ぜひご活用ください。

山陽新幹線
会場

防災備蓄土でいざという時の準備を

混雑状況は
「空いています」 
「やや混雑」
「混雑」「満」の
４段階で表示されます。
※通常は
「利用停止中」と
　表示

足
守
川


