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　果樹園を訪れた姉弟が、顔と同じくらいの大きさの梨を持って、ポーズしてくれました。食欲の秋、読書の秋、
芸術の秋、スポーツの秋･･････今年はどんな秋になるのかな。
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岡山市長選挙が10月３日に行われ、現職の大森雅夫市長が再選されました。
３期目の任期は、10月９日から４年間です。

再選後、初登庁した大森市長（10月４日）

　先の市長選挙におきまして、市民の皆様のご
信任を賜り、引き続き３期目の市政を担わせて
いただくことになりました。皆様からお寄せい
ただいた期待と市長としての責任の重大さに改
めて身の引き締まる思いです。

　平成25年10月に市長に就任してから８年間、
常に市政運営の透明性を確保しながら、市民の
皆様とともに考え、ともに行動することを心掛
けてまいりました。新たな任期におきましても、
引き続き、この基本的な姿勢を変えることなく、
政令指定都市・岡山のさらなる発展と市民生活
の質の向上に向けて鋭意取り組んでまいります。

　まずは、新型コロナウイルス感染症対策を当
面の市政の最優先課題と位置付け、感染拡大防
止に万全を期しながら、市民生活と地域経済の
再生に向けて必要な対策を講じてまいります。

　そして、これまで各分野で取り組んできた様
々な施策をより力強く推し進め、「魅力と躍動
感にあふれ、住み続けることに誇りの持てるま
ち」の実現に全力を尽くしてまいります。

　市民の皆様の一層のご理解とご協力を心から
お願い申し上げます。

昭和52年４月　建設省採用
昭和60年６月　熊本県企画開発部企画課長
平成17年９月　国土交通省大臣官房審議官
　　　　　　　（建設産業）
平成20年７月　内閣府政策統括官
　　　　　　　（防災担当）
平成24年９月　国土交通省国土政策局長
平成25年10月　岡山市長就任

大森雅夫　岡山市長 ３期目がスタート！大森雅夫　岡山市長 ３期目がスタート！

岡山市長 大森雅夫



ワクチン接種について
　今後、接種が可能な医療機関や日程、
ワクチンの種類などが限定される可能性
があります。まだ接種の予約をしていな
い人は、急いで予約してください。

お願い
引き続き感染予防にご協力ください 問保健管理課　　086-803-1251

新型コロナワクチン接種はお済みですか？ 問保健管理課　　086-803-1307

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

　ワクチン接種が進んでいますが、人の動きが増える年末に向けて、依然新型コ
ロナウイルス感染症の再流行の恐れは否定できません。デルタ株は感染力が強い
ため、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。

予約方法
①インターネット予約 [ 県共通予約システム ]
　（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

　本号発行時点で
決定しているのは、
右記の事項です。

▶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）

岡山市  ワクチン 検索

　086-803-1360（　086-803-1337） FAX

予約

32021.11月号2021.11月号2021.11月号

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）

0120-780-910
FAX 086-803-1775

３回目の接種について

▶接種開始は早ければ12月頃から（予定）
▶65歳以上の人の接種は令和４年２月以降（予定）

※２回接種完了後、おおむね８カ月経過した人を対象に１回追加接種

詳細は
次号で!
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生活支援／経済支援

【第３弾】がんばろう岡山市!
スマホ決済最大20％が戻ってくる年末キャンペーン

キャン
ペーン
内容

問産業政策課　　086-803-1353　

問こども福祉課　　086-803-1221 問産業振興・雇用推進課　　086-803-1325

＜１回当たり付与上限＞ 1,000円相当
＜期間中の付与上限＞　全体で6,000円相当

キャンペーン期間中対象店舗において

PayPay
d払い
auPAY

いずれかで支払うと、
決済金額の最大20％を
ポイント還元します

PayPay
d払い　　 
auPAY

2,000円相当
2,000円相当
2,000円相当

令和３年12月１日㈬～31日㈮実施期間
市内のPayPay、ｄ払い、auPAYが利用できる店舗のうち、市が指定する店舗など対象店舗
対象店舗などにキャンペーンポスターやステッカーを掲示しますので、ご確認を!市ＨＰにも掲載予定。
※病院・調剤薬局、公共料金、換金性が高い事業など一部キャンペーンの対象外となるものがあります。

問い合わせ先

高校生給付型奨学金特例募集 中小企業事業継続相談事業

　市民税非課税世帯の高校生に対する、成
績審査なし・返済不要の給付型奨学金について、今年度
の一般募集は終了しましたが、新型コロナの影響で家計
が急変した世帯について、特例募集を行います。詳細は
同課ＨＰをご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内
の中小企業・小規模事業者に対して、中小企業診断士
による経営相談を実施しています。経営改善や資金繰
り、事業承継などについて相談できますので、ぜひご
活用ください。

①保護者が市内在住
②新型コロナウイルス感染症拡大の影
　響により家計が著しく減少し世帯全
　員の収入が市民税所得割０円相当に
　なると認められる人

申請書に必要書類を添えて、
同課　　・　で、11月１日
～12月24日の間に

６万円（通信制高校は３万7,000円）

※詳細要件は市ＨＰでご確認ください。

年額

市内の中小企業・小規模事業者

申し込みは、下記申し込み先に　で

対象対象

申請

詳細はこちら

窓口



〒

市内で下記以外の地域

御津・一宮・津高・
上道・建部地区

吉備・高松・足守地区

藤田・妹尾・福田・
興除・灘崎地区
瀬戸地区
（旧 赤磐郡瀬戸町）

岡山商工会議所

岡山北商工会

岡山西商工会

岡山南商工会
赤磐商工会
瀬戸支所

☎086-232-2266

☎086-724-2131

☎086-293-0454

☎086-296-0765

☎086-952-0323

連絡先申し込み先対象所在地

コロナ禍での事業者の年末の売り上げ回復を支援するために同キャンペーンを実施します。

新規加盟店向け 0120-957-640
（平日10時～1９時）

0120-114-331
（平日９時30分～1７時30分）

※12月29日～１月３日を除く

0120-977-352
（平日10時～18時） 

※12月29日～１月３日を除く
0077-7106

（24時間受付／年中無休）

0120-977-964
（９時～20時／年中無休）

0120-990-640
（24時間受付／年中無休）

0120-990-634
（24時間受付／年中無休）

既存加盟店向け

一般利用者向け

PayPay ｄ払い auPAY

１者当たりの
付与上限



52021.11月号2021.11月号2021.11月号

３各種支援などの連絡先

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188（いやや!）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

市
税
・
保
険
料
な
ど
の
相
談

心
の
健
康
な
ど
の
相
談

融
資

応
援
金

そ
の
他
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

●農林水産課
086-803-1344、1346

緊急雇用
（会計年度任用職員）

農林漁業者向け
岡山市コロナ対応事業者応援金

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。

新型コロナ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

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。



6 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま

令和３年度 岡山市表彰式
問総務法制企画課　086-803-1081

　市の発展や市民の福祉のために力を尽くされた個人や団体の功績を讃える岡山市表彰式は昭和36年に始まり、これまでに有功表彰
で433人と３団体、善行表彰で401人と34団体が表彰されています。
　本年は、次の方々が受賞され、11月３日に市役所で行われる令和３年度岡山市表彰式において表彰されます。

武田　賢治　氏
中区住吉町二丁目

岡山市固定資産評価審査委員会委員として税務
行政の推進に尽力され市勢の発展に貢献　

佐々木　英代　氏
東区益野町

地域の音楽文化の振興に尽力され市勢の発展に
貢献

目黒　宏平　氏
北区大供二丁目

岡山市連合町内会会長などとして住民自治の向上
に尽力され市勢の発展に貢献　

松原　泰通　氏
北区津島新野一丁目

岡山市北区選挙管理委員会委員として選挙の公正
な管理執行等に尽力され市勢の発展に貢献

國貞　繁樹　氏
北区延友

岡山市北区選挙管理委員会委員として選挙の公正
な管理執行等に尽力され市勢の発展に貢献

荻野　淑子　氏
北区津寺

岡山市北区選挙管理委員会委員として選挙の公正
な管理執行等に尽力され市勢の発展に貢献

岸本　俊男　氏
北区天神町

岡山市北区選挙管理委員会委員として選挙の公正
な管理執行等に尽力され市勢の発展に貢献

村上　三和子　氏
東区城東台東二丁目

岡山市東区選挙管理委員会委員として選挙の公正
な管理執行等に尽力され市勢の発展に貢献

政安　利清　氏
南区藤田

岡山市南区選挙管理委員会委員として選挙の公正
な管理執行等に尽力され市勢の発展に貢献

伊藤　比佐子　氏
北区津島福居二丁目

統計調査員として各種統計調査の推進
に尽力

岡﨑　圭子　氏
北区足守

統計調査員として各種統計調査の推進
に尽力

幡多学区安全見守り隊
（代表　川井　泉美　氏）
中区関

幡多学区において地域防犯活動を行い
安全安心なまちづくりに尽力

三勲学区防犯協議会さわやかパトロール隊
（会長　阿部　洋　氏）
中区門田屋敷一丁目

三勲学区において地域防犯活動を行い
安全安心なまちづくりに尽力

山本　芳郎　氏
中区兼基

農業水利土木員として地域農業の振興
に尽力

杉本　光章　氏
東区南古都

水利監督員として地域農業の振興に
尽力

山本　文栄　氏
北区柳町一丁目

保護司として地域社会の犯罪予防や
更生保護に尽力

吉田　亨　氏
東区西平島

保護司として地域社会の犯罪予防や
更生保護に尽力

上田井　保夫　氏
北区野田一丁目

民生委員・児童委員として地域住民の
福祉向上に尽力

吉備・陵南観光ボランティア　庭瀬かいわい案内人の会
（会長　曽我 博之　氏）
北区庭瀬

吉備・陵南地域において無料観光ガイド
を行い観光振興に尽力

○善行表彰　７人・３団体　（氏名・住所・功績）－順不同－

○有功表彰 　９人　（氏名・住所・功績）－順不同－

武田　賢治　氏 佐々木　英代　氏 目黒　宏平　氏 松原　泰通　氏 國貞　繁樹　氏

荻野　淑子　氏 岸本　俊男　氏 村上　三和子　氏 政安　利清　氏

伊藤　比佐子　氏 岡﨑　圭子　氏 幡多学区
安全見守り隊

（代表　川井　泉美　氏）

三勲学区防犯協議会
さわやかパトロール隊

（会長　阿部　洋　氏）

山本　芳郎　氏

杉本　光章　氏 山本　文栄　氏 吉田　亨　氏 上田井　保夫　氏 吉備・陵南観光ボランティア
庭瀬かいわい案内人の会
（会長　曽我　博之　氏）



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
　「岡山芸術創造劇場」

11月20日㈯20時54分～、（再）11月21日㈰15時55分～、
11月22日㈪９時30分～、11月23日㈷25時～

●岡山放送（OHK）おかやまももてなし調査団!
　「子ども虐待防止のオレンジリボンキャンペーン」

11月７日㈰11時45分～、
　（再）11月８日㈪11時20分～、11月14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!

「がんばろう岡山市!スマホ決済最大20％が戻ってくる年末キャンペーン」
11月20日㈯18時50分～、

　（再）11月22日㈪22時57分～、11月24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～

わわ

瀬戸アユモドキを守る会　～地域の多様な自然を守ろう～

　アユモドキは国の天然記念物に指定されている魚
で、日本では岡山県旭川・吉井川水系や京都府の桂
川水系などの一部に生息する希少生物です。
　「瀬戸アユモドキの里」は、吉井川河川敷にアユ
モドキの人工産卵場として平成20年に造成されまし
た。そこでは絶滅の危機に瀕しているアユモドキを
守るため河川協力団体「瀬戸アユモドキを守る会」
の皆さんがさまざまな保全活動をしています。

主な活動として、アユモドキの遡上、産卵行動、
仔稚魚の確認や、定期的に河川敷の草刈作業などを
行っています。また、地元公民館および企業のご協
力をいただきながら、アユモドキ稚魚観察会、バス
駆除釣り大会、自然観察会などのイベントも行って
います。
　参加された皆さんには、地域の多様な自然を知っ
ていただき、今後の保全活動の担い手になっていた
だければと願っています。

▲アユモドキ稚魚観察会▲瀬戸アユモドキの里看板

問瀬戸アユモドキを守る会　小林一郎さん　090－6837―1908

72021.11月号2021.11月号2021.11月号

《事例》
　突然、自宅に訪問してきた業者から「電気プラン
が変更になったため、契約の切り替えが必要です。
電気料金が安くなるので、検針票を見せてくださ
い。」と持ちかけられた。契約している電力会社の
下請業者だと思い込み、検針票を見せ、契約した。
後で電力会社に確認したところ、訪問してきた業者
は全くその電力会社と関係がないことが判明した。
訪問した業者と結んだ契約を解約したい。

《アドバイス》
　平成28年から電力の小売り全面自由化が行われ、
消費者が自由に電気の契約先を選ぶことができるよ
うになりました。突然、自宅に訪問や電話があり、
電気の契約を勧められた場合は、パンフレットや契
約内容および契約先をよく確認しましょう。また、
安易に検針票などに記載された情報を伝えないよう
にしましょう。契約してしまってもクーリング・オ
フができる場合があります。

●小売り電気の契約に気を付けて!●

消費生活センター　086-803-1109
＜相談受付時間／９時～ 16 時 ( 土・日曜、祝日を除く )＞
消費生活相談は『消費者ホットライン 188（いやや !）』
もご利用いただけます

消費生活豆知識



区民区民区民ののの

人口：148,001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
　東部幹線道路建設課
　086-944-5053
　中区役所地域整備課
　086-901-1634

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

　中区は、西には旭川、東にはその
放水路である百間川が流れ、豊かな
自然環境と利便性の高い住環境が調
和した快適で住みやすいまちです。
　一方で、都心部へ向かう旭川など
に架かる橋梁の近辺で、通勤時を
ピークに発生する慢性的な渋滞が交
通課題の一つとなっています。
　この渋滞解消に向けた取り組みの
一つとして、都心に集中する自動車
を分散・導入する機能を持つ外環状
道路、中環状道路の整備を重点的に
進めているところです。
　その中には、平成21年度から事業
を進めている中環状道路の一部であ

る下中野平井線（旭川工区）があり
ます。令和２年度から、旭川での橋
梁工事に着工しており、河川内で計
画している橋脚３基のうち、北区側
で１基の建設が完了しています。
　今年度は、中区側の河川内で２基
の橋脚の建設を進めており、今後中
区での工事が本格化していきます。

　引き続き本工事にご理解とご協力
をお願いします。

人口：295,066人　面積：450.70㎢

　中心市街地の街路樹は、これまで
落葉などによる沿道への影響を考慮
しながら剪定を行ってきましたが、
年々剪定時期が早くなったことや、
枝を大きく切った結果として、樹木
１本１本の大きさや形がバラバラに
なり、街路樹として統一感があまり
感じられない状況にありました。
　このため令和５年度末を目標に街
路樹の形を整えながら緑のボリュー
ムを確保することで、春は新緑、夏
は緑陰、秋は紅葉など、街に季節ご
との潤いや彩りを与える街路樹を再
生する取り組みを進めています。

　皆さんも、中心市街地を訪れた際
には、ボリュームアップが進む街路
樹にも注目しながら、街歩きを楽し
んで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)

旭川に新たな橋
～中区管内でも本格的に工事着工します～

中心市街地の街路樹再生プログラム

●問い合わせ
　北区役所地域整備課
　086-803-1687

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９月30日現在）

●区役所の位置

●区役所の位置

▲完成イメージ（全体）

桃太郎大通り

岡山
市役所

桃太郎大通り

西川筋・
昭和町通り
西口筋・
昭和町通り 県庁通り県庁通り

岡山城

岡山
市役所

岡
山
駅

旭川

市
役
所
筋

市
役
所
筋

城
下
筋

…中心市街地の街路樹再生
　プログラム対象路線
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県道岡山児島線・
国道 250 号



人口：93,863人　面積：160.53㎢

東区
■東区役所 〒704-8555 東区西大寺南一丁目2-4

We Love 東区♥おみやげ開発プロジェクト2021が進行中です!

興除の人たちの生活を支えた汗入大井戸
～井戸枠のいわれ～

人口：168,311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
　東区役所総務・地域振興課
　086-944-5008

●問い合わせ
　興除地域センター
　086-298-3131
　興除公民館
　086-298-2660

■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

　岡山が誇る「おみやげ」を「東
区」から生み出し、東区の高校生が
「東区の素晴らしさを伝えたい」と
いう思いを形にするため令和２年度
から「We Love 東区♥おみやげ開発
プロジェクト」に取り組んでいます。
　令和２年度にはグランプリを獲得
した岡山学芸館高校の「五福チャー
ム」をはじめ、地域の歴史や文化、

特色を捉えた若者らしいアイデアに
あふれた商品が多く開発されました。
　令和３年度はさらなる発展を目指
して東区内３校の高校から６チーム
がエントリーし、チームの個性を生
かしながら商品開発に励んでいます。
今年度はコロナ禍のためオンライン
での会合がメインの活動となってい
ますが、高校生の柔軟な発想から新
たなアイデアが生み出されています。
　今後は中間発表会、セミナーを経
て、２月に行う発表会でグランプリ
を決定する予定です。
　現在ウェブサイトとインスタグラ
ムで随時情報を発信しています。イ

ンスタグラムでは各チームの開発の
様子も見ることができるので、ぜひ
フォローして応援してください。
インスタグラムハッシュタグ

＃おみやげ開発プロジェクト

＃WeLove東区

　興除公民館の入口付近に井戸枠が
あるのをご存じでしょうか。
　この井戸枠は、長年、興除の人た
ちの飲み水を供給してきた汗入大井
戸のものです。
　江戸時代の後期、干拓により造ら
れた興除新田では、どこを掘っても
湧き出る水は塩分を含んでいて飲み

水にならなかったため、興除の人た
ちは隣村から水をもらっていました。
　興除村の開村後しばらくして、妹
尾村字汗入地内の汗入用水路沿いに
井戸を掘ったところ、良質の真水が
湧き出たのでこれを村営の井戸とし
ました。
　その後、興除村に上水道が普及す
るまで120年余り、興除の人たちの飲
み水を賄ってきた大井戸も、県の道
路整備に伴い埋められました。現在
は、興除公民館の敷地内にこの井戸
の果たした功績をしのび、汗入大井
戸の枠石が残されています。

　お近くにお越しの際は、ぜひご覧
になり、120年の歴史を感じてみてく
ださい。

92021.11月号2021.11月号

●区役所の位置

●区役所の位置

▲キックオフイベント（オンライン）

▲開発打ち合わせ

あ せ り お お い ど

せの

おむらあざ あせりちない

興除公民館

興除地域
センター仮庁舎

井戸枠
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10 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま

ひかりで癒やしのひとときを

11月19日㈮～令和４年１月10日㈷（17時～22時※）

　観光振興課　086-803-1332問

11月13日㈯期
4,500円費
20人定

 「桃太郎王国　光・花カーニバル」をテーマに、まち全体
を明るく元気づけていくという気持ちを込めて、ＪＲ岡山
駅エリアや市役所筋の一部を光の花々で彩り照らします。

おかやま桃太郎まつり
MOMOTAROH　FANTASY２０２１

日本遺産「桃太郎伝説の生まれたまち　おかやま」
古代吉備の歴史を巡るバスの旅

 　　両備バスフレンズパック予約センター　
086-226-1515
問申

　庭園都市推進課　086-803-1393問

西川イルミ２０２１　「星めぐりの旅」

桃太郎伝説のルーツ
「吉備の中山」ハイキング＆足守

コース例

12月19日㈰期
4,500円費
20人定

桃太郎のモデル「吉備津彦命」の
軌跡ウオーク in 吉備路

その他の
コースもあります。

　Ａ日程12月18日㈯
　Ｂ日程11月13日㈯・28日㈰
期

4,000円費
10人定

日本遺産「桃太郎伝説」をめぐる岡山旅
（Ａ日程、Ｂ日程）

　西川緑道公園が約20万球のイルミネーションの光に包ま
れます。デジタル制御されたライトアップで色や動きに変
化を持たせるほか、水面にきらめく光や木々を照らすス
ポット照明など普段とは異なる幻想的な夜の西川緑道公
園をお楽しみください。

　吉備津彦神社、吉備津神社、造山古墳、楯築遺跡、鬼ノ城、両宮
山古墳など「桃太郎伝説」にゆかりのある場所を巡るバスツアーを
開催しています。

「桃太郎伝説」の主要施設を巡りながら、桃太郎マグネットへ
の絵付けができるプランや足守メロンジュース、桃だけスムージ
ーが賞味できるプランなど、全６プランあります。全てのプランが
昼食付きで、旅行代金は１人4,000～4,500円です。
　詳細は、ＨＰをご覧いただくか、上記申し込み先へお問い合わせ
ください。

点灯日時

※初日のみ18時～22時

ＪＲ岡山駅東口／西口広場、市役所筋
点灯場所

西川緑道公園（桃太郎大通り～あくら通り）
点灯場所
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消防局からのお知らせ

問予防課　086-234-1199

市の人流データを公開しています!

問政策企画課　086-803-1040

場
日

ホテルグランヴィア岡山（北区駅元町）
11月９日㈫10時～10時30分

●11月10日「イイテンケンの日!」

●11月９日～15日「秋の火災予防運動!」

　市消防局は、毎年11月10日を住宅用火災警報器（以下、
「住警器」という。）の点検の日（イイテンケンの日）と制定
しています。

　市内都心部などの人流データをオープン
データ化し、市ＨＰで公開しています。

特定健診・がん検診はお済みですか？

問保健所健康づくり課けんしん専用ダイヤル
086-803-1202
　特定健診・がん検診の受診期間は12月末までです。
まだの人は早めに受診しましょう!

いのちを守る10のポイント

音から始まる避難

　市公式ＹｏｕＴｕｂｅで動画を公開
していますので、ご覧ください。

皆さんへ

●データについて

　血液検査や尿検査など500円（令和３年度に40・50・60・
66歳になる人は無料）で受けることができます。
持受診券、岡山市国民健康保険証

●特定健診（岡山市国民健康保険加入者対象）

詳細は「けんしんガイド」をご覧ください。

種類

特定健康診査
国民健康保険に加入
している40歳～75歳
の誕生日前日まで

40歳～

40歳～

40歳～（２年に１回）

20歳～（２年に１回）

310円

410円

500円

500円
（節目年齢は無料）

1,130円

1,540円

720円

500円

1,170円

3,370円

4,810円

2,220円

50歳～（２年に１回）

肺がん検診

乳がん検診

胃がん
検診

（X線検査）

（内視鏡検査）

大腸がん検診

子宮頸がん検診

対象年齢
自己負担額

（70歳以上）
自己負担額

（70歳未満）

●がん検診（岡山市民対象）

イベントを企画するとき
　⇒人流の多い時間帯を確認する
生徒・学生の教材や研究活動
　⇒まちの特徴が見える

●活用例

「イイテンケンの日!」
日を住宅用火災警報器（以下、

「住警器」の設置率

※今年度の調査では、全体の約６％が不作動・電池切れでした

（令和３年６月１日時点、市消防局管内）81.5％

特別消防訓練を実施します!

スローガン「おうち時間　家族で点検　火の始末」

６つの対策

例えば
こんなことも…

本町エリア
時間帯別、年代別グラフ
　　　　　　　（2019年）

グラフ化した
資料も掲載!

費用や時間
をかけずに
取得可能!
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こんなことも…

本町エリア
時間帯別、年代別グラフ
　　　　　　　（

　住警器は設置義務となってから今年で取り替え目安の10年
となり、今後、多くの住警器は電池切れとなる可能性があり
ます。命を守るため定期的に点検をしましょう!

　都心や西大寺、北長瀬など４つの
都市拠点の年代別、性別といった属
性情報を持った滞在人口、また、都
心を22分割した街区ごとの時間帯別
滞在人口、通行人口などを月ごとに
集計し毎月更新する予定です。

アンケート回答でプレゼント!

アンケート回答で住宅用
消火器をプレゼント!
（抽選で３人）

①　寝たばこは、絶対にしない、させない
②　ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
③　コンロを使うときは火のそばを離れない
④　コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

①　火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロなどは
　　安全装置の付いた機器を使用する
②　火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的
　　に点検し、10年を目安に交換する
③　火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、
　　衣類およびカーテンは、防炎品を使用する
④　火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、
　　使い方を確認しておく
⑤　お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法
　　を常に確保し、備えておく
⑥　防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域
　　ぐるみの防火対策を行う

４つの習慣




