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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。

　終わりの見えないコロナ禍で、日々医療や福祉を支えている人、生活を維持するための業務に従
事している人、できるだけ外出を控えている人…がんばる全ての皆さんへ、心から感謝の気持ちを。
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岡山市ホームページ
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2 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま

１市内の状況と
ワクチン接種について

７月以降の第５波では、市内でも多
数の感染者が発生したほか、緊急事
態宣言も発令されました。今回の流
行の特徴を振り返り、秋以降の感染
予防に役立ててください。

市内の
感染傾向 新型コロナウイルス、第５波の振り返り!問保健管理課　　086-803-1251

ワクチン接種について 問保健管理課　　086-803-1307

▶７月１日以降の感染者のうち、60歳以上は約５％（６月末までは約22％）
▶20代以下の感染者の割合は1.4倍に（６月末までが36.3％、７月以降52.1％）
▶約50％が感染源不明。約20％が家庭内感染（10代以下は、５割強が同居家族から）

感染事例

予約方法

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

※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

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

■業務中や授業中はマスク着用していても、　休憩中にマスクを外して会話や食事で感染。
→昼食や休憩、着替えなど「場面の切り替わり」に注意!

■立食パーティーの後、小グループに分かれて２次会へ。複数の感染者が発生。
→飲食を伴う会食、大人数や長時間の会食は感染リスクが高まる

■感染流行地域から来訪した人との接触による感染。
→人流が増えると、感染リスク増加

市ＨＰ「新型コロナウイルスの岡山市内における感染者の動向」より抜粋
https://www.city.okayama.jp/0000031685.html

▶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
▶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

体調の異変を感じたら

平日９時～21時（土・日曜、祝日９時～17時）

お知らせ

岡山市  ワクチン 検索

　086-803-1360（　086-803-1337） FAX

　0120-780-910（　086-803-1775） FAX

予約

岡山市が６月から開設している集
団接種会場では、10月４日㈪から、
武田／モデルナ社製のワクチンを
使用します。また、岡山市立市民
病院と淳風会大供クリニックでも、
新たにモデルナの接種を行います。
いずれも、１回目にファイザー社
製ワクチンを接種した人は、ご利
用できません。



効果と副反応について
問保健管理課　　086-803-1307

よくある質問（厚労省ＨＰから抜粋） デマ情報に惑わされず、冷静な判断を!

効果
現在、岡山市で使われているワクチン（ファ
イザー社製、武田／モデルナ社製）は、十分
な発症予防効果や重症化予防効果があると言
われています。

副反応
接種部位の痛み、頭痛、疲労（倦怠感）、発
熱などが見られるが、大半は数日で回復しま
す。ごくまれに、アナフィラキシー（急性の
アレルギー反応）が起こることもあります。

※県内ではアストラゼネカ社のワクチンも一部で
　接種されていますが、接種には諸条件がありま
　す。詳細は岡山県アストラゼネカ社ワクチン予
　約受付窓口（☎086-226-7807）までお尋ねく
　ださい。

※高齢者ほど発生の頻度が低く、２回目の接種の
　方が、副反応が出やすい傾向があると言われて
　います。

32021.10月号2021.10月号

ファイザー社製

接種間隔

接種部位の
痛み

38度以上
の発熱

倦怠感

頭　痛

かゆみ

発症予防
効果

（有効性）

効果が
出るのは

３週間

約95％

92.6％

23.2％

21.4％

8.0％

0.9％

89.5％

68.9％

53.1％

11.9％

21.3％

86.5％

26.8％

17.4％

5.3％

2.1％

88.2％

83.9％

67.6％

13.7％

61.9％

１回目 ２回目 １回目 ２回目

２回目の接種を受け
てから７日程度たっ
て以降から

２回目の接種を受け
てから14日以降から

約94％

４週間

武田／モデルナ社製

ファイザー社製 武田／モデルナ社製

Q　変異株にも効果はある？

妊娠中・授乳中・妊娠を計画中で
もワクチン接種はできるの？Q

Q　接種後もマスクは必要ですか？

A あります。ただし今後の変異に注意が必要。

A 接種できます。

A 引き続き感染対策を続けてください。
一般論として、ウイルスは絶えず変異を起こ
していくもので、小さな変異でワクチンの効
果がなくなるというわけではありません。

日本で承認されている新型コロナワクチンが
妊娠、胎児、母乳、生殖器に悪影響を及ぼす
という報告はありません。

感染予防効果を示唆するデータが報告されて
いますが、その効果は100%ではないため、引
き続き感染予防対策をお願いします。

市では、ワクチン接種を希望する人たちへ
の接種を11月中旬頃に終える予定です。

ワクチン

Q＆A

２ワクチン接種の
効果と副反応について

現在、県内では主に、ファイザー社製
と武田／モデルナ社製のワクチンが接
種されています。接種により得られる
効果と副反応などのリスクを比較し、
接種をするかどうか判断しましょう。

（厚労省ＨＰから抜粋）

新型コロナワクチンQ＆A
https://www.cov19-
vaccine.mhlw.go.jp/qa/
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がいこく ご じんけんそうだん

●収納課
086-803-1186市税 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

●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

各種料金

市営住宅家賃

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。

●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

各保険料の減免・
傷病手当金

国民年金保険料免除などの特例措置についての
ご相談

●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

国民年金保険料
免除など

配偶者などによる暴力や、家庭・職場などで
お悩みの人
相談日時
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

●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

相談ほっとライン

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）

●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
188（いやや!）も利用可

消費生活相談

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

●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

人権への配慮

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

市税・保険料などの相談

心の健康などの相談

採用情報

●人事課
086-803-1086

緊急雇用
（会計年度任用職員）

新型コロナウイルス感染症の影響により、雇い
止めや就職内定取り消しなどで就労機会を失っ
た人を対象とした会計年度任用職員の募集を行
います。
試験区分
１ 事務補助（本庁・出先機関）
２ 給食調理員（保育園・認定こども園）
試験は随時実施しています。

３個人向け
生活支援の相談先



●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）

●産業振興・
　雇用推進課
086-803-1325

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

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。

●市民協働企画総務課
　市民活動支援室
086-803-1061

NPO法人向けの
支援相談

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。

●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）

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

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

●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

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。

融資相談

●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）

運転資金などの
特別な融資制度
（無利子・無担保など）

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。

その他相談

52021.10月号2021.10月号

●農林水産課
086-803-1344、1346

農林漁業者向け
岡山市コロナ対応
事業者応援金

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが
減少している市内事業者へ応援金（給付金）を
支給します。
※令和４年２月28日までに

●岡山商工会議所
●各商工会
問い合わせはＱＲコードを参照

岡山市飲食店
感染防止強化
補助金

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。
※令和３年10月12日までに

応援金・補助金

４事業者向け
経済支援の相談先
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令和２年度

決算状況をお知らせします決算状況をお知らせします
　市では、積極的に行財政改革を進めてきた結果、財政指標は総じて健全に推
移しているところです。今後も『岡山市第六次総合計画』に基づく各般の政策
を推進し、基本目標である「未来へ躍動する 桃太郎のまち岡山」の実現に向け
て都市の持続的な発展を財政面で支えていく必要があります。
　しかし、人口減少、少子高齢化の進行に伴う社会保障関係経費の増加や公共
施設などの老朽化への対策に加え、激甚化・頻発化する自然災害や新型コロナ
ウイルス感染症への対応など新たな課題を抱える一方、感染症の影響に伴い下
振れリスクが想定される市税収入などの一般財源の動向は不透明であり、財政
は予断を許さない状況にあります。 
　このような状況に対応するため、引き続き行財政改革を推進し、将来世代に
負担を先送りすることがないよう、財源調整基金の残高を一定程度保ち、市債
の残高や指標にも留意しつつ、財政運営の健全性を確保した上で、市民福祉の
向上とまちの発展を実現していきます。

歳入歳出決算額の推移など

市税

1,318億円

R1 R2

（億円）
1,400

1,300

1,200

1,100
R1 R2

（億円）

歳入
歳出

4,500

4,000

3,500

3,000
3,258億円

3,410億円

4,145億円

4,318億円

1,290億円

＜普通会計の歳入歳出総額＞
その他
520億円
12.0％

その他
265億円

6.4％

民生費
1,288億円

31.1％

総務費
974億円
23.5％

教育費
605億円
14.6％

土木費
389億円

9.4％

公債費
337億円

8.1％

衛生費
287億円

6.9％
譲与税・
交付金
281億円

6.5％

地方交付税
339億円

7.9％

国庫支出金

歳入総額 1,484億円
34.4％

4,318億円
歳出総額
4,145億円

市債
404億円

9.3％
市税

1,290億円
29.9％

◆歳入
～重要な市税収入1,290億円で歳入全体の29.9％～
　令和２年度の歳入決算額のうち、市民の皆さんに納めていた
だいた市民税・固定資産税などの市税収入は、1,290億円で歳入
全体の29.9％を占めています。なお、新型コロナウイルス感染
症への対応に伴い、国庫支出金が増加し全体の34.4％を占めて
います。

◆歳出
～福祉に使ったお金が一番多く1,288億円～
　令和２年度の歳出決算額を目的別に分類すると、福祉の
ための経費である民生費が31.1％と最も多く、続いて総務
費が23.5％、教育費が14.6％、土木費が９.4％などとなって
います。なお、総務費は、特別定額給付金などが増えたこ
とに伴い、昨年より大きく増加しています。

問　財政課　086-803-1146　　086-803-1735　　zaiseika@city.okayama.lg.jpFAX 

◆令和２年度決算とは
　市の会計は基本的な経費を経理する「一般会
計」と、特定の事業を経理する「特別会計」や
「事業会計」で構成されています。
　ここでは、地方公共団体同士を比べるために
用いる「普通会計」について決算状況のあらま
しを説明します。

◆決算規模
　令和２年度の普通会計の決算額は、歳入が
4,318億円、歳出が4,145億円となっています。
　歳入の大部分を占める市税は、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響などにより、前年度と
比べ 28億円少ない1,290億円となっています。
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健全化判断比率４指標などの状況

財源調整のための基金残高市債残高の推移

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、財政の健全性に関する比率を公表しており、岡山市は令和２年度決算に
おいて健全化判断比率４指標および資金不足比率の全ての基準をクリアしています。

指　　標 説　　明 岡山市の
比率

早期健全
化基準

財政再生
基準

健
全
化
判
断
比
率

実質赤字比率

全会計を対象とした実質赤字額（または資金の不足額）の標準財政規模に対する比率

一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率

一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模に対する比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率

人件費など経常的な経費の経常的な一般財源に対する比率

（※1）実質赤字額、連結実質赤字額、資金不足額がないため「－」を記載
（※2）将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回り、算定されないため「－」を記載

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

資金不足比率

経常収支比率

20%

30%

35%

11.25%

16.25%

25%

400%

20%

5.4%

90.6%

※１

※１

※２

※１

残高
（前年度からの増減）

198億円
（+４億円）

14億円
（±０億円）

168億円
（±０億円）

説明

財
政
調
整
基
金

市
債
調
整
基
金

公
共
施
設
等

整
備
基
金

　年度間の財源不足に備える目的で
設置している基金で、市税の歳入の
増減や災害への対応など、財源が不
足する年度に活用します。

　防災・減災事業や施設の老朽化な
どに対応する目的で設置している基
金です。

　市債の償還に必要な財源を確保す
る目的で設置している基金で、償還
期限を繰り上げて市債の償還を行う
場合や、年度によって市債の償還が
多額になる場合に活用します。

※財源調整のための取り崩しを
行った一方で、令和元年度決算
の剰余金積み立てを行った結果、
前年度と比べ４億円の増加と
なっています。

交付税全額算入分通常分

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２

（億円）

3,000

2,000

1,000

0

　岡山県内で販売された宝くじの収益金は、岡山県および岡山市
の収入になります。

宝くじは、
岡山県内で
買ってね!

○宝くじは身近なまちづくりに役立てられています

3,121

1,425 1,603 1,720 1,787 1,867

1,696 1,604 1,570 1,493 1,502

1,425 1,603 1,720 1,787 1,867

1,696 1,604 1,570 1,493 1,502

3,207 3,290 3,280 3,369

詳細は、財政課ＨＰ内の
「令和２年度決算（案）
の概要」、「岡山市の財
政状況[第23版]」をご覧
ください。



第５９回

波のように、
　　光となって。

開催期間

９月25日～12月31日

　岡山市芸術祭は昭和38年にスタートした市民による総合的な芸術文化フェスティバルです。期間中、さまざまなジャンルの
イベントが開催されますので、芸術文化に触れてみてください。
　このほかにも多数の催しを予定しています。詳細は、公共施設などに設置しているパンフレットやＨＰをご覧ください。

前回好評企画 エキチカ×いけばな

～アートでときめく日曜日～
帰ってきた!おひさまアートバザール

無料

無料

無料

　多くの人々が行き交うＪＲ岡山駅エキチカひろばに、いけばな作品が登場!オープンスペースを広々と使った、ここでしか
見られない大迫力の作品は必見です。

参加流派
岡山市華道文化連盟から６流派が参加します

　　10月３日㈰～５日㈫　専敬流
　　10月６日㈬～８日㈮　池坊
　　10月９日㈯～11日㈪　小原流
　　10月12日㈫～14日㈭　嵯峨御流
　　10月15日㈮～17日㈰　草月流
　　10月18日㈪～20日㈬　桑原専慶流

　さまざまなジャンルで活動しているアーティスト
が、作品を発表・展示・販売する「アートの青空市
場」。アーティスト同士が刺激しあい、作品を通し
て多くの人が交流する場として、2006年から2016年
まで開催されていたアートバザールが５年ぶりに復
活します。

第62回岡山日本舞踊協会公演 岡山フィルハーモニック
管弦楽団特別演奏会

第53回岡山市民文芸祭

第10回岡山市民美術展

問同芸術祭実行委員会　 　　　　　　
　（公益財団法人岡山文化芸術創造内）
　086-225-0154　　086-225-0156 FAX

問申
問同芸術祭実行委員会　086-225-0154

問ＭＡＥＭＵ企画　 info@ohibaza.com

日11月14日㈰12時
場岡山市民会館
費一般5,000円、未就学児無料
問岡山日本舞踊協会
086-803-1054
　（市文化振興課内）

期間12月１日㈬～５日㈰
　　10時～17時
　（最終日は15時30分まで）
場岡山シティミュージアム
　４階企画展示室
問同芸術祭実行委員会
086-225-0154

日12月５日㈰15時
場岡山シンフォニーホール
費Ｓ席5,500円、Ａ席4,400円、
　Ｂ席3,300円、Ｂ席ユース(小学
　１年生以上19歳以下)1,000円
問同ホールチケットセンター
086-234-2010

日12月12日㈰14時
場西川アイプラザ
問同芸術祭実行委員会
086-225-0154

期間
10月３日㈰～20日㈬
10時～19時
（※５日、８日、11日、14日、
　17日、20日は17時まで）

場所
ＪＲ岡山駅エキチカひろば
（旧ももたろう観光センター隣り）

8 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま

日時
　10月24日10時～16時
場所
　石山公園（岡山市民会館隣り）



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
　「岡山市ＡＩチャット」
　10月16日㈯20時54分～、（再）10月17日㈰15時55分～、
　10月18日㈪９時30分～、10月19日㈫25時～
●岡山放送（OHK）おかやまももてなし調査団!
　「高齢者・障害者を対象とした路線バス・路面電車の運賃半額割引」
　10月３日㈰11時45分～、
　（再）10月４日㈪11時20分～、10月10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!
　「寄り添いサポートセンターについて」
　10月16日㈯18時50分～、
　（再）10月18日㈫22時57分～、10月20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

平井学区防災訓練　～地域みんなで災害時に備えよう～

　令和３年５月９日に平井学区自主防災会の主催で
防災訓練が実施されました。今回は学区の指定避難
所である平井小学校と東山公民館で同時に行われ、
町内会の皆さんや市職員、山陽学園大学の学生など
約100人が参加しました。
　受付訓練では、避難所の指定職員や自主防災会が
中心となり、車で避難してきた人の誘導や、新型コ
ロナ感染症対策を意識した検温や問診、受付などを

行いました。また、
体調不良者や、要
配慮者（高齢者、
障害者、妊産婦な
ど）を別の場所へ
案内するなど、さ
まざまなシーンを
想定した訓練も行
いました。

　後半は、市危機管理室による新しい警戒レベルや
コロナ禍における感染症対策に関する講義、避難所
運営や防災用品に関する那須連合町内会長のお話な
どがあり、参加者は熱心に耳を傾けていました。
　平井学区は日ごろから防災意識が高く、独自の備
蓄物資や避難所を用意し、災害時の役割を決めてい
ることもあり、大変スムーズな進行で、行政と地域
との連携の大切さを実感できる訓練となりました。

▲平井学区自主防災会、市職員の集合写真

　10月11日㈪から20日㈬までの間、「全国地域安全
運動」が全国一斉に実施されます。
　県では、「安全・安心まちづくり旬間」とともに
実施され、各自治体、警察、県防犯協会、学校関係
者をはじめ、各地区の防犯連合会、防犯ボランティ
ア、事業者などの地域安全活動に携わる人々が、そ
の活動をより一層地域に浸透・定着させるため、広
報啓発活動やパトロール活動を強化します。
　期間中は、子どもと女性の犯罪被害防止や、幅広
い年代で被害に遭いやすい特殊詐欺の被害防止など
を柱として、地域一丸となった地域安全活動を推進
していきます。
　新型コロナウイルス感染症の影響により大変な時
期ではありますが、感染拡大に注意しながら、誰も
が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向け、
この運動を機会に、学生や社会人の皆さんも防犯ボ
ランティア活動に積極的に参加し、地域の安全を守
りましょう。

●全国地域安全運動の実施●

安全･安心の岡山市の
実現を目指して

岡山県
警察本部

問中区役所総務・地域振興課　086-901-1642

92021.10月号2021.10月号

じゅん



区民区民区民ののの

人口：148,003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
　中区役所農林水産振興課
　086-901-1622

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

　「雄町」は、酒造好適米の最高級
品種の一つとして、その名は全国に
知られています。
　江戸時代末期、備前国上道郡高島
村雄町（現中区雄町）の、篤農家、
岸本甚造が伯耆大山から２本の稲穂
を持ち帰り、自らの田で栽培した事
が始まりです。
その後、県南部
一帯で作られ、
発祥地の名前か
ら「雄町」と呼
ばれるようにな
りました。

　「雄町」は、心白（※）があり、
低たんぱく・低脂質で、粒が大きく
て砕けにくい酒造に適した品種です。
　しかし、倒伏しやすく、収量が少
ないため、大正期に県下9,000haあっ
た作付面積は、昭和後期には３haま
で減少し、「幻の米」と呼ばれまし
た。現在は、農家などの努力で
500haまで回復しています。
　高島地区では、高島雄町米振興会
により、商標登録「高島雄町」を取
得し、約40haの田で、有機肥料を使
用した栽培に取り組んでいます。収
穫後は、全て地区内のライスセン
ターで、無加温・長時間の乾燥調製

を行い、安定した品質状態で約10社
の酒蔵へ出荷しています。
　発祥の地で栽培される「高島雄町」
は、まさに元祖「雄町」といえます。
　この「雄町」で醸した酒は、濃醇
でしっかりとしたコクと味わい深さ
を生み出し、芯がしっかりとしたふ
くよかな旨味があります。
（※）中心部にあるでん粉質の構造が荒い部
分。醸造の際、この隙間に麹菌が入り、糖化
が進む。

人口：295,301人　面積：450.70㎢

　日本で郵便事業が始まって今年で
150年になります。明治４年に創業さ
れた郵便事業は、日本の近代化の中
で大きな発展を遂げ、明治30年代に
は、郵便の大量輸送化に伴い、より
迅速に業務を推進するための改革が
必要となりました。
　その時期に逓信省の要職にあった
坂野鉄次郎（岡山市（旧野谷村）出
身）は、より迅速に郵便物を輸送す
るため「通信地図」を導入するなど
郵便事業の効率化を図り、新しい仕
組みを作り上げました。その仕組み
と精神は時代とともに変化しながら、
今日まで受け継がれています。

　坂野はその功績から、「郵便中興
の恩人」と呼ばれ、その郵便事業に
おける功績を記念するため、坂野記
念館が昭和28年、生誕の地に建設さ
れました。その後、現在の地に移転
新築され、坂野の遺品や各種資料と
ともに、郵便の歩みが分かりやすく
展示されています。訪れて、郵便事
業の歴史を感じてみてはいかがで
しょうか。

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)

“坂野記念館”
～郵便中興の恩人・坂野鉄次郎～

高島雄町 ～酒造好適米「雄町」のルーツ～
しゅぞうこうてきまい

●問い合わせ
　坂野記念館
　（北区栢谷1039-1）
　086-294-5851
　休館日：月曜日（祝日の時は
　　　　　翌日）、年末年始
　入場料：無料

10 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８月31日現在）

●区役所の位置

●区役所の位置

▲雄町米元祖
　　岸本甚造翁碑

▲坂野記念館の展示物

とくのうか

しんぱく

きしもとじんぞう ほうきだいせん

ていしんしょう

かも のうじゅん

53

原始温室
ＪＡ岡山 津高支所

津高郵便局
坂野記念館

香橋池

栢谷 津高公民館
津高地域センター津高地域センター

笹ヶ瀬川

・



人口：93,890人　面積：160.53㎢

東区
■東区役所 〒704-8555 東区西大寺南一丁目2-4

秋芳川排水機場～知られざる地下施設～

ふじた桃太郎どんぶらこまつり
～伝三郎は藤田の桃太郎～

人口：168,479人　面積：127.48㎢

南区
■南区役所〒702-8544 南区浦安南町495-5

ふじた桃太郎どんぶらこまつり
◆日時 11月21日㈰
　　　 ９時～12時10分（雨天決行）
◆場所 第二藤田小学校校庭
      　 （南区藤田595）
●問い合わせ
　同まつり実行委員会
　086-296-6398
　090-1181-6144

※新型コロナウイルスの影響により
　中止する場合があります。

●問い合わせ
　東区役所農林水産振興課
　086-944-5043

■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

　「はだかまつり」の会場として有
名な西大寺観音院の東には向州公園
があり、敷地内にはテニスコートや
武道館、野球場、公民館といったス
ポーツ・文化施設が並び、地域の憩
いの場となっています。
　実はその野球場の地下には、秋芳
川排水機場というポンプ施設があり
ます。
　秋芳川排水機場は、河川の氾濫に
より田畑の農作物が浸水の被害を受
けないよう昭和63年から稼働してい
るポンプ施設です。西大寺市街地へ
の浸水を防ぐ役割も担っており、近
年多発するゲリラ豪雨の際に活躍し

ています。広範囲な浸水に対応する
ため、ポンプが３台設置されており、
最大で25mプールを20秒で空にでき
るほど高い排水能力を有します。

　秋芳川排水機場のポンプを稼働す
るためには、地元の皆さんに樋門を
操作していただいたり、漁協に連絡

を入れたりなど、多方面の協力や調
整が必要不可欠です。
　大雨の時は、向州公園内の知られ
ざる地下施設と多くの関係者の働き
により西大寺の街並みが守られてい
ることに思いをはせてみてください。

　干拓によって生まれた藤田地区。
　「ふじた桃太郎どんぶらこまつ
り」は、平成22年から始まり、今年
で11回目を迎えます。祭りを通じて、
児島湾干拓事業の祖である藤田伝三
郎翁の偉業を桃太郎伝説に重ね合わ
せて後世に伝えるとともに、干拓の
苦難を乗り越えて生まれた田畑の実
りへの感謝や、人と人との絆を深め

ることを目的としています。
　練習を重ねた地域の子どもたちや
婦人会などの皆さんによるオーケス
トラやうらじゃ踊り、新体操、お茶
席などの披露や、出店も予定してい
ます。老若男女が一体になって楽し
める「ふじた桃太郎どんぶらこまつ
り」にぜひお越しください。

　感染予防対策として、入り口を１
カ所に絞り、受付では検温と消毒を
徹底するなど、万全に準備してお待
ちしております。
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●区役所の位置

●区役所の位置

▲秋芳川排水機場の一部
（ポンプ施設は地下）

西大寺
郵便局

←岡山方面

岡山東
警察署

県立西大寺高砂川

西大寺

吉井川

向州公園
2 37

28

秋芳川排水機場秋芳川排水機場
西大寺観音院

邑久方面→

西大寺ふれあいセンター

西大寺中郵便局


