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旅して、謎解き。

Ⓒさくまあきら
ⒸKonami Digital Entertainment

ゲーム「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番!～」とタイアップし、実際に桃太郎伝説ゆかりの地をまわって謎を解く
イベントを３月まで行っています。家族や友人と謎解きを楽しみながら、桃太郎伝説ゆかりの地の魅力を再発見してみま
せんか？（11ページに関連記事）
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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。

岡山市役所
公式LINEで
情報発信中!

岡山市ホームページ
https://www.city.okayama.jp/
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謹んで新年のごあいさつを申し上げます
岡山市・岡山市議会

岡山市長

岡山市議会議長

大森 雅夫

和氣 健

皆様方におかれましては、健やかに新春をお迎
えのこととお慶び申し上げます。また、平素から

市民の皆様方におかれましては、平素から市政

市政の推進に格別のご理解とご協力を賜り、心か

並びに市議会の活動に対し、格別のご理解とご協

ら感謝申し上げます。

力を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響が長

皆様ご承知のとおり、新型コロナウイルス感染

期化する中、岡山市では、感染拡大防止、事業者

症の拡大は、皆様の日常生活はもちろん、わが国

支援、市民生活支援を３本柱とする各種の対策を

の社会経済活動、我々の生活スタイルなど幅広い

講じてまいりました。感染状況は比較的落ち着い

分野において甚大な影響を及ぼしました。

ておりますが、世界的に広がる新たな変異株もあ

市政の最優先課題は、新型コロナウイルス感染

り、引き続き、感染拡大防止に万全を期しながら、

症拡大の防止に万全を期し、皆様が将来に夢と希

一日も早い社会経済活動の回復に向けて必要な対

望を抱けるような「ウィズコロナ・アフターコロ

策を講じてまいります。

ナ時代」に対応したまちづくりを迅速に進めてい

本年は、草木が芽を出し、伸び始めると言われ

くことであると認識しております。

る「寅」の年。これまで取り組んできた、魅力あ

岡山市議会としましても、二元代表制の一翼を

る地域づくり、地域経済の活性化、公共交通の確

担う者として、市民の信頼に応える市政運営を実

保、子育て・教育や健康・福祉の充実、防災・減

現するべく、真摯な議論を重ねながら有効な政策

災対策等をより力強く推し進め、更なる市民生活

を推進し、諸課題の解決に向けて全力を尽くして

の向上と都市の発展を目指してまいります。

まいる所存です。

年頭に当たり、皆様方の市政への一層のご支援、
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謹んで新年のお慶びを申し上げます。

結びに、この１年が皆様にとりまして健康で幸

ご協力をお願い申し上げますとともに、ますます

多きものとなりますよう心から祈念申し上げまし

のご健勝とご多幸を心から祈念申し上げます。

て、年頭のごあいさつといたします。

市民のひろば おかやま

令和３年度

岡山市新成人の集い
問 地域子育て支援課

086-803-1607

会場 県総合グラウンド
シティライトスタジアム
（北区いずみ町二丁目1-11）

２部（南区・中区）
13時30分 開場
14時30分 式典開始
15時 終了予定

11時 開場
12時 式典開始
12時30分 終了予定

内容

時間

１部（北区・東区）

対象者

１月９日㈰開催!

※該当の部に出席できない場合は、希望の部に出席してください。

※マスクを必ず着用してください。

※式典会場入口での検温・消毒にご協力ください。

平成13年４月２日～平成14年
４月１日生まれ市内在住・在勤・
在学の人またはその経験者

・恩師からのメッセージを紹介
・想いを言葉にしよう
・会場をお祝い装飾
・ＳＮＳ企画

※企画内容は変更になる可能性があります。

※会場周辺道路は、駐停車禁止です。ご来場は公共

交通機関をご利用ください。送迎車でお越しの場合、

※入場券を入口受付でご提示ください。（回収します） 岡山大学または、榊
神原病院の臨時駐車場をご利用くだ
※スタンドには車椅子席があります。介助が必要な

さい。

者も式典運営をサポートします。

ご配慮ください。

人は事前にご連絡ください。手話通訳者、要約筆記

※式典前後の会食は少人数を意識し、感染拡大防止に

令和３年度新成人の集い実行委員会からのメッセージ

新成人の集い

「つなぐ

実行委員長

つなげる

つながる

～それぞれの思い～」
～それぞれの想い～」

茂﨑さん

20歳の私たちは今、道の途上にいます。曲がった道、一本道、上り坂の道。うしろにはどんな道があった
でしょうか。まえにはどんな道があるのでしょうか。そして今、私が立っている道は、いったいどんな道で
しょうか。
日々の何気ない生活に「ありがとう」という想いを込め、それを次の時代へとつなぐことを忘れず、ひと
つの人生の中でさまざまなことに果敢に挑む、そういった意味を込めて今年のテーマは「つなぐ つなげる
つながる ～それぞれの想い～」にしました。
せっかくの成人式、かつての友人と再会できることを楽しみにして
いる新成人の方も多いでしょう。しかし、友人と一緒に楽しみを感
じ合う機会が少なくなった昨今です。友人との再会だけでなく、み
んなで集うことができる成人式を大切にして欲しいと思います。
おなじ時代におなじ街で、共に成人を迎える仲間…。この偶然に込
められた奇跡を信じ、今後も人と人との繋がりを大切にすることが
できたらいいですね。今回、事情により成人式に参加できなかった
という方も含め、自分の道を信じて、新たな一歩を踏み出しましょ
う。
▲令和３年度実行委員会

2022.1月号
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１

新型コロナワクチン
３回目接種について

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

岡山市 ワクチン

概要

ワクチン接種について

検索

問 保健管理課

 086-803-1307

２回目接種を完了した18歳以上の人に対し、２回目接
種日から起算して８カ月に到達する前の月に、予診票
などを発送します。届いた時点で予約と接種が可能で
す。３回目接種では、予診票が接種券を兼ねています。
市から送付する書類（様式が変わっています）

発送時期の目安表
２回目の
接種月

発送時期

令和３年 →
令和４年
６月
１月17日㈪頃

氏名、接種券番号が
あらかじめ印字され
ています。

令和４年
令和３年
→
２月15日㈫頃
７月
令和４年
令和３年
→
３月15日㈫頃
８月
令和４年
令和３年
→
４月15日㈮頃
９月
令和４年
令和３年
→
10月
５月16日㈪頃

▲３回目ワクチンのシール台紙

▲接種券一体型予診票

※この２枚は接種会場に必ず持参してください

令和３年
令和４年
→
11月
６月15日㈬頃
※令和３年12月８日時点の予定です。

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
https://v-yoyaku.jp/330001-okayama
※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
②医療機関に直接申し込み
※手元に予診票などが届く前に、医療機関に電話しても予約できません

接種場所

市内約350の医療機関で接種が可能で、集団接種会場は１月下旬以降、開設予定です。

接種可能な医療機関リスト、予約方法の詳細については、１月中旬以降、
案内チラシを市内全戸に配布します。
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Q＆A

３回目接種に関する、よくある質問 （厚労省ウェブサイトより）

Ｑ なぜ追加接種が必要なの？
A ワクチンの効果が徐々に低下するからです。
高い発症予防や高齢者の重症化予防など、ワク
チンの効果は初回（１・２回目）接種後、徐々
に低下するとされています。このことから、感
染拡大防止の観点に立ち、初回接種完了者全員
に追加接種の機会を提供します。

Ｑ 追加接種では、
どのワクチンが使用されるの？
A 当面は、ファイザー社製を使用します。
今後予定されている交互接種（初回接種と異な
るワクチンを使うこと）においても、抗体価の
上昇は良好とされているほか、副反応に関して
も初回接種と同程度であると報告されています。

Ｑ 副反応は？

Ｑ 優先すべき対象者はいる？

A 初回接種後とおおむね同様です。

A ２回接種を完了した全員が受けられますが、
特に下記の人は接種をお勧めします。

ファイザー社製の場合、起こる副反応の傾向は、
初回接種後とおおむね同様ですが、初回に比べ、
リンパ節の腫れの発現割合が高い傾向にありま
す。なお、ほとんどの場合が軽度であり、短期
間で治まっています。

接種証明書に関するお知らせ
マイナンバーカードで
電子版の接種証明書が取得できます
スマートフォン上で専用アプリ
から申請・取得し、表示が可能で
す。紙の証明書同様の内容が、ス
マホの画面で確認できますので、
ご活用ください。

お願い

氏名

接種証明
生年月日

1991年02月05日
最終接種日

2021年09月22日

▶重症化リスクが高い人
▶重症化リスクが高い人との接触が多い人
▶職業上の理由などでウイルスにさらされるリ
スクが高い人

重要
接種時にお渡しした「予防接種済証」または
「接種記録書」（医療従事者などの人向け）は、
どちらもワクチン接種の事実を示す書類です。
これらをお持ちの人は原則、接種証明書の申請
の必要はありません。
※紛失したなどの理由により、予防接種済証が
必要な人は、岡山市コールセンターにお問い合
わせください。

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

感染者は減少傾向で推移していますが、散発的にクラスターが発生するなど、
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。会食などの
機会が増える年末・年始は、引き続き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。

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

体調の異変を感じたら
▶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
 086-803-1360（ FAX 086-803-1337）

平日９時～21時（土・日曜、祝日９時～17時）
2022.1月号
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２

生活支援／経済支援

子育て世帯への臨時特別給付金

問申 給付金コールセンター

 0120-084-592

（土・日曜、祝日、12/29～１/３を除く
８時30分～17時）

コロナ禍で18歳以下の子どもを養育する子育て世帯を支援するために一時金を支給します。

対象

平成15年４月２日～令和４年３月31

日に生まれた子どもを養育している人で、令
和２年の所得が下記所得制限限度額未満の人
※児童手当で特例給付に該当している人、
または所得制限限度額以上の人は対象外

所得制限限度額表（単位：万円）
扶養親族等の数

622
660
698
736
774
812

岡山市から令和３年９月分の児童手当が振り込ま
れているかどうかで、申請の要不要が異なります。
岡山市から令和３年
９月分の児童手当が
振り込まれている

833.3
875.6
917.8
960.0
1002.1
1042.1

支給金額 子ども１人当たり５万円
※なお残る５万円相当については、詳細が決
まり次第ＨＰや広報紙でお知らせします。

・平成15年４月２日～平成18年４月１日、または令和３年
９月１日～令和４年３月31日生まれの子どもがいる人
・児童手当の現況届を提出していない人
・まだ児童手当が認定されていない人
・公務員で児童手当を職場から受給している人 など

世帯内に児童がいる人は岡
山市から案内が郵送される
（12月末から順次）
※12月末に子育て世帯への
臨時特別給付金の振り込み
を受けた人は除く

申請必要
期限までに
必要書類を添えて
申請書を提出

収入基準額表
収入基準額

緩和後の収入基準額

090-2002-7731、090-2003-1299
単身世帯
（土・日曜、祝日、12/29～１/３を除く９時～17時）

8.4万円+家賃月額
（上限3.7万円）

10.4万円+家賃月額
（上限3.7万円）

離職や休業などにより住居を失った、または失う恐れ

２人世帯

13万円+家賃月額
（上限4.4万円）

15万円+家賃月額
（上限4.4万円）

３人世帯

17.2万円+家賃月額
（上限4.8万円）

19.2万円+家賃月額
（上限4.8万円）

問 岡山市寄り添いサポートセンター

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。

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

6

録口座へ振り込み予
定

岡山市から令和３年９月分の児童手当が振り
込まれていない人の例

住居確保給付金の要件を緩和して
市独自の支援を拡充


申請不要
Yes 12月末に児童手当登

No

所得制限限度額 収入額の目安

０人
１人
２人
３人
４人
５人

今後の流れ

市民のひろば おかやま

世帯人数

※受給が終了した人も要件を満たせば再支給申請が
できます。
申請期限は、令和４年３月31日まで
詳細は同センターまでお問い合わせください。

３

各種支援などの連絡先
●収納課

市税・保険料などの相談

市税の納税相談

個人市県民税・固定資産税など納税のご相談

各種料金の納付相談

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、
●料金課
認可保育園保育料、認定こども園利用料、下水道事業
086-803-1641 ～ 1644
負担金などの納付相談

市営住宅家賃の納付相談

市営住宅の家賃支払いが困難な人のご相談

各保険料の減免など

収入減少による国民健康保険料、介護保険料、後期高 ●岡山市保険料減免等コールセンター
齢者医療保険料の減免や、傷病手当金の申請を受け付 （土・日曜、祝日を除く。
９時～17時15分）
けています。詳細は、市ＨＰをご確認いただくか、右
086-897-1126

記コールセンターまでご相談ください。

086-803-1186

●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

●ねんきん加入者ダイヤル
国民年金保険料免除など

国民年金保険料免除などの特例措置についてのご相談

0570-003-004

●ねんきんダイヤル
0570-05-1165

心の健康などの相談

人権への配慮

感染した人やそのご家族、医療従事者などに対しての ●みんなの人権110番
不当な差別・偏見・いじめ・誹謗中傷でお悩みの人 （全国共通人権相談ダイヤル）
0570-003-110
インターネット人権相談受付窓口もあり

がいこく ご じんけんそうだん

●外国語人権相談
0570-090-911

採用

相談ほっとライン

配偶者などによる暴力や、家庭・職場などでお悩みの人 ●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）
①月～土曜の各日10時～19時30分
（火曜は除く）
086-803-3366
②日曜、祝日の各日10時～16時30分

消費生活相談

不審な電話やメールなど消費生活に関するトラブルで
086-803-1109（相談専用電話）
お悩みの人（土・日曜、祝日を除く。９時～16時）
消費者ホットライン188（いやや!）も利用可

緊急雇用
（会計年度任用職員）

応援金

農林漁業者向け
岡山市コロナ対応事業者応援金

融資

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

その他相談

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）

●消費生活センター

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 ●人事課
集を行います。
 086-803-1086
新型コロナで売り上げ減少した市内事業者に対する応援
●農林水産課
金の支給対象に、農業を営む会社法人等を追加しました。
 086-803-1344、1346
※申請は令和４年２月28日までに
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。

●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）

国・県・市の各種融資を利用する際に必要なセーフティ
●産業振興・雇用推進課
ネット保証および危機関連保証の認定申請を受付中で
086-803-1325
す。

●岡山商工会議所 086-232-2266
無利子・無担保等「融資」、休業に係る「雇用調整助
※各商工会でも同様の相談窓口あり
成金」、販路開拓・ものづくり等「補助金」などの相
※原則予約制
談受付窓口
（岡山商工会議所ＨＰ・・FAX）

雇用調整助成金の相談窓口

新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化し ●ハローワーク岡山 ( 管轄＝北・中・南区 )
た際、従業員を一時的に休業させるなどにより雇用を 086-241-3222
維持し、一定要件を満たした場合に雇用調整助成金が ●ハローワーク西大寺 ( 管轄＝東区 )
国から支給されます。
086-942-3212

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。

●市民協働企画総務課
市民活動支援室
086-803-1061

●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）
2022.1月号
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各区からのお知らせや
魅力・取り組みなどを紹介します。

※人口は住民基本台帳による数（令和３年11月30日現在）
人口：295,157人

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)

面積：450.70㎢

寒い日の運転に注意しましょう

●区役所の位置

市内でも冬場は最低気温が氷点下

凍結した道路では、制動距離が伸

になることが多々あります。特に市

びたり、スリップして滑ってしまい

北部は市南部に比べ、２度以上低く

コントロールが利かなくなったり、

なるというデータもあり、より冷え

非常に危険です。少しでも危険を避

込みが厳しくなります。そのような

けるため、気象情報を確認し凍結の

地域では、雨や雪が降った後、夜か

恐れがあるときは、安全対策を図っ

ら朝にかけ気温が低下し、路面が凍

た上で「ゆるやか」「ゆっくり」の

結して、滑りやすくなります。また

運転を心掛け、余裕を持って行動し

気温の上昇により氷が溶け始める際

ましょう。また、通勤や子どもの送

・高松・津高）管内の道路の維持・
管理を行っている北区役所土木農林
分室では、気温や天候を確認しなが
ら、凍結防止剤を幹線道路などに散
布しています。

も滑りやすくなり、注意が必要です。 り迎えなどで自転車を利用している
路面の凍結が発生しやすく注意が

人も、スリップして転倒すると危険

必要な場所は、道路橋、トンネルの

なため、自転車ではなく公共交通機

出入り口などの吹きさらしの場所や、 関や徒歩などの代替手段を確認して
日中に陽が当たらない場所などが挙

おきましょう。

げられます。

人口：147,946人

中区

北区各地域センター（足守・一宮

●問い合わせ
北区役所土木農林分室
086-286-9070

■中区役所 〒703-8544 中区浜三丁目7-15

面積：51.24㎢

後楽園風致地区
～都市の中で自然の風景を守るために～

●区役所の位置

中区役所の南側の道路沿いに、古

然の景観を守り維持するために、

ての面影や、街道沿いとして栄えた

い石の柱が建っているのをご存じで

「風致地区」を定めることができる

しょうか。そこには「後楽園風致地

こととなっています。後楽園周辺と

当時の街並みが残されています。長

「後楽園風致地区」として昭和15年

を今に伝えているのは、都市化が進

区」と刻まれています。

操山周辺を含めた約200haの範囲が、 い歴史の中で築かれてきた都市景観
に定められ、その北東端が中区役所
の近くにある石柱です。
中区役所

市民のひろば おかやま

岡山城

県庁通り
県庁

53

岡山市役所

旭川

水や緑などの自然環境や、良好な自

後楽園

桃太郎通り

城下筋

計画法」では、都市の中に残された

市役所筋

むきや味わいを意味します。「都市

西川緑道公園筋・枝川筋

岡山
駅

風致とは、自然の風景などのおも
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この風致地区内では、城下町とし

風致地区

む中、風致地区として人々の努力に
より大切に守られてきたからこそで
はないでしょうか。四季折々で素晴
らしい景色を見せてくれる後楽園か
ら、少しだけ周辺にも目を向けて散
策してみてはいかがですか。
●問い合わせ
道路予防保全課
086-901-1629

■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。

人口：93,655人

東区

市役所代表

086-803-1000

■東区役所 〒704-8555 東区西大寺南一丁目2-4

面積：160.53㎢

吉井川第一緑地テニスコート
４月にリニューアルオープン！

●区役所の位置

東区西大寺射越にある吉井川第一

ーアルされることになりました。現

を感じながら錦織圭選手や、大坂な

緑地は、テニスをはじめ野球やサッ

在、４月のオープンを目指して改修

おみ選手になった気分でテニスを楽

カー、ジョギングなどの各種スポー

工事が行われています。

しんでみてはいかがでしょうか。

ツが楽しめる施設が整備され、さま

リニューアル後のテニスコートは、

西大寺駅

ざまなスポーツを楽しむ人や、観戦

世界４大国際大会の１つである全米

をする多くの人でにぎわっている施

オープンテニスの舞台と同じブルー

37

のハードコートになります。吉井川

西大寺
観音院

設です。
このたび、この吉井川第一緑地の

沿いの爽やかなロケーションと相

テニスコートが約40年ぶりにリニュ

まって最高のテニス体験ができるか
と思いますのでご期待ください。
テニスコートの利用料金は無料で
すが、利用に当たっては予約が必要
です。予約は問い合わせ先の西大寺
武道館にお願いします。

▲吉井川第一緑地（テニスコート工事中）

人口：168,113人

南区

新しいテニスコートで、春の訪れ

面積：127.48㎢

224

向州公園

東区役所

吉井川

28

吉井川
第 1 緑地

豊小

●問い合わせ
東区役所地域整備課
086-944-5048
西大寺武道館
086-942-9980

■南区役所 〒702-8544 南区浦安南町495-5

妹尾地域 の「ふなめし祭」
～岡山県南部に伝わる冬の郷土料理～

●区役所の位置

「ふなめし」は岡山県南部、特に

ます。地元の食文化を後世に残すた

児島湖周辺や高梁川下流域に伝わる

め、平成15年から妹尾で「ふなめし

冬の郷土料理です。冬に脂の乗った

祭」が始まりました。残念ながら、

寒ブナを使います。寒ブナを包丁で

今年１月のお祭りは新型コロナウイ

トントコたたいて（このことから

ルス感染症の影響により中止となり

「トントコ飯」とも言われます）ミ

ましたが、次に開催した際にはぜひ

ンチ状にしたものを炒め、ダイコン、 ご賞味ください。
ゴボウなどの野菜や油揚げと一緒に

「ふなめし」は南区だけでも、妹

醬油味で煮込んだ汁をあつあつのご

尾地域、灘崎地域、興除地域、藤田

飯にかけて食べる料理です。

地域でそれぞれ地元の味があり、各

以前は、干拓地や農業用水路が整

地域で「ふなめし」のイベントが開

備された地域では、フナがたくさん

かれています。各地域の「ふなめ

捕れ、冬の貴重なタンパク源として

し」を食べ比べてみるのも楽しいか

よく食べられていました。しかし最

もしれませんね。

▲妹尾のふなめし祭（平成30年）

●問い合わせ
妹尾ふなめし同好会 佐藤さん
086-281-2559

近では、食卓に上る機会が減ってい

2022.1月号
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4 区のニュースを月替わりでお伝えします

北区 まちづくりレポート

体験しながら巡る北区の里山魅力発見ツアーを開催しました
問 北区役所総務・地域振興課

086-803-1657

令和３年10月24日に抽選で選ばれた22人と「体験し
ながら巡る北区の里山魅力発見ツアー」を行いました。
ツアーでは、建部・御津・牧山の各地区をバスで
巡り、地元で活躍している人のお話を聴きながらさ
まざまな体験をしていただきました。
建部地区では、八幡温泉郷にて地元で焙煎された
豆を使ったおいしい珈琲の入れ方講座やストロー
アートの観賞、ジビエレザー小物づくりを体験し、
屋外で「棒遣い」（県指定重要無形民俗文化財）も
鑑賞しました。御津地区では、河原邸（市指定重要
文化財）でそばを食べたあと、畑から自分で摘んだ
千日紅で花束を作り、最後は牧山クラインガルテン
で、芋ほりを体験しました。
参加者からは「地域の方々や地域おこし協力隊の
魅力的な活動が印象的だった」、「住んでいても知
らない地域の魅力があり、子どもに伝えていきた
い。」などの感想をいただきました。地元の人と触

れ合うことで、子どもから大人まで各地区の魅力を
充分に体感し、充実した時間を過ごしていただけた
のではないでしょうか。

消費生活豆知識

広 報 番 組

◀ジビエレザー小物づくり

ぼう つか

●成年年齢が引き下げられます!●
令和４年４月から、成年年齢が18歳になります。成
年に達すれば親権者の同意がなくても契約を結ぶこと
ができます。今まで未成年者であった18歳、19歳の若
者は、４月以降成人として扱われるため、契約を取り
消すことができなくなります。今後契約を結ぶ際には、
事前に契約内容をしっかり確認しましょう。
《事例》
ＳＮＳで知り合った人に「簡単にもうかる」と誘
われ、副業で高額収入を得るためのマニュアルを30
万円で契約した。内容はネット通販を利用し、転売
で利益を得るというものだった。しかし全くもうか
らない。消費者金融で融資を受け支払ったが、返済
が困難になっている。
《アドバイス》
問題勧誘があれば契約取り消しを申し出ることが
できます。しかし、このような事例は事業者が話し
合いに応じない場合が多く、多額の借金の返済に追
われることになります。うまいもうけ話は安易に契
約しないようにしましょう。
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
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▲花摘み体験
◀芋ほり体験

ＨＰは 里山魅力発見ツアー 検索

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
「たき火火災予防」
１月15日㈯20時54分～、（再）１月16日㈰15時55分～、
１月17日㈪９時30分～、１月18日㈫25時～
●岡山放送（OHK）おかやまももてなし調査団!
「新型コロナワクチン３回目接種について」
１月９日㈰11時45分～、
（再）１月10日㈷11時20分～、１月16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!
「岡山市のごみについて」
１月15日㈯18時50分～、
（再）１月17日㈪22時57分～、１月19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～

︕岡山市
注目
水道管の凍結にご注意を!
問 水道局電話受付センター

086-234-5959
水道管は寒さが苦手です。冬は凍結対策にご協力くださ
い。気温が－４℃以下になると、水道管の凍結や破裂が多
くなります。

自然に溶けるのを待つか、凍った
部分にタオルを巻きつけ、ゆっくり
とぬるま湯をかける
※熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂する危険あり!

水道管が破裂したら…
・メーターボックス内の止
水栓を閉めて漏水を止める

・「むき出し」になっている水道管
・家の北側など日陰にある水道管
・風が直接吹きつける場所の水道管

水道管を凍結させないために…
・蛇口や水道管に保温材を巻く
毛布や布を使用する場合は、ビ
ニールなどを巻いて濡れないよ
うに注意

スポーツほか

・破裂部分に布やテープを
巻くなどの応急処置をし、
修理を依頼する

※温水器の配管含む

修理の依頼は…
宅地内は指定給水装置工事事業者へ
（水道局ＨＰ「修繕対応事業者一覧」参照）

問 プロモーション・ＭＩＣＥ推進課

問 消防企画総務課

086-234-9970
消防職団員約850人、消防車両73台が参加して、新春恒
例の消防出初式を開催します。なお体育館で開催する式典
は、無観客開催のため観覧できません。

施設ガイド

086-803-1333
桃太郎伝説ゆかりの地を訪れ、ＬＩＮＥの指示に従い
ながら、謎解き冊子に書かれた謎を解いていく。謎が解
けた人には、限定ステッカーをプレゼント!

新春恒例!
令和４年岡山市消防出初式

相談

謎解きイベント
「謎の鬼ヶ島パーク出現!!の巻」

・温水器は購入先へ
・道路上（公道）の漏水は同センターへ

情報のひろば

・夜間、少量の水を流したままにしておく
流水は、バケツなどに溜め、洗濯などにお使いく
ださい

●日時

●実施期間

１月９日㈰９時～11時

令和４年３月31日㈭まで

●場所

●実施場所

六番川水の公園

吉備津彦神社、吉備津神社、
造山古墳

（東区升田614-64）
●屋外行事

健康

謎解きイベントＰＲ動画

注目

屋外で注意する場所

凍結して水が出なくなってしまったら…

①消防車ＱＲ動画ツアー
予防救急クイズラリ―

Ⓒさくまあきら
ⒸKonami Digital
Entertainment

「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番!～」とタイアップし
た謎解きイベントＰＲ動画を公開中。温羅の声には声優の大塚
芳忠さんを起用!
動画は、謎解きイベント特設サイトからご覧になれます。

ウラやまし～まだ知らない岡山市～
ウェブページ「ウラやまし～まだ知らない岡山市
～」で、よく知られている観光スポットの深掘記事
やまだあまり知られていないコンテンツを紹介!

消防ステージショー
救助隊による訓練展示など
②消防車両行進

注意事項
当日、新型コロナウイルス感染症まん延による「まん延
防止等重点措置」または「緊急事態宣言」が発令されてい
る場合は、中止します。
また、天候、グラウンドの状況により中止する場合があ
ります。

2022.1月号

11

