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岡山市岡山市注目注目 岡山市岡山市岡山市岡山市岡山市岡山市岡山市岡山市岡山市注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目注目︕︕
問おかやまマラソン実行委員会事務局
　086-226-7904
　4 月 6 日㈬から、マラソン（42.195km）への
岡山市民県民優先枠などを募集します。

◆参加資格　2004(平成16)年４月１日以前に生まれた
人で、制限時間（６時間）以内に完走できる人
◆申込種別　個人・ペア（2人１組）
◆申込方法　インターネットLAWSON DO
SPORTSまたはコンビニエンスストア（ロー
ソン、ミニストップ）の店頭端末
※コンビ二での申し込みは「個人」のみ
◆その他
※感染防止対策を講じ、皆さんが安心して参加できる
大会とします。
※申込者数が定員（12,000人）を超えた場合は抽選
※ファンランは休止
※メディカルランナー枠（50人）は、ランナーへの応
急手当を行える県内在住の医師・看護師などが対象
※参加料・申し込み方法などの詳細は、３月25日以降、
大会ＨＰをご確認ください



問申生涯学習課　　086-803-1606

問消防企画総務課　　086-234-9970

問庭園都市推進課　　086-803-1395

11月13日㈰開催

「おかやまマラソン2022」
ランナー募集スタート!

南消防署が南区役所のとなりに
新築移転します!

岡山市夜間教室受講生募集!

岡山西部総合公園（仮称）の
公園と管理棟の名称が決まりました!

募集区分

対象

申込期間

岡山市民県民優先枠
メディカルランナー枠 一般枠

県内在住の人 国内在住の人

４月６日㈬～13日㈬ ４月14日㈭～５月16日㈪

　４月１日から南消防署が南区浦安南町地内に新築
移転します。同消防署は、耐震構造や津波などによ
る浸水対策を完備した庁舎です。隣接する南区役所
との連携をさらに強化し、南海トラフ地震など大規
模災害時には防災拠点施設として活躍します。
　また、水難救助隊を配備し、児島湖沿岸や周辺河
川へ迅速に出動できるようになります。地域のあら
ゆる災害に対応し、市民の皆さんの「災害に強く安
全・安心なまちづくり」に取り組みます。

　十分に教育を受けられなかった人が、小・中学校
の国語、算数（数学）を中心に学ぶ教室です。
◆対象 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
◆申し込み　　で

教室

笹が瀬教室
毎月第１・３
金曜

18時～
20時30分

トラングル一宮
（北区一宮855-２） 15人

百間教室 毎月第１・３
火曜

18時～
20時30分

あおぞら操山
（中区国富三丁目９-12）15人

場所時間開講日 定員

　多くの皆さんから応募いただいた岡山西部総合公
園（仮称）の公園と管理棟の名称が決まりました。
◆公園名称
「北長瀬未来ふれあい総合公園」（野上蒼真さん（岡山市））
◆管理棟名称
「みはらしプラザ」（森田和城さん（大阪市））
　公園の名称には「これからの未来、公園にたくさ
んの人が集い、ふれあってほしい」という素敵な思
いが込められています。詳細はHPをご確認ください。
　公園全体は令和５年３月に完成予定ですが、管理
棟や一部園地は利用できます。ぜひお越しください !!
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岡山市緊急告知ラジオを
販売します！
問危機管理室　　086-803-1639（５月31日まで）

◆販売価格　一般価格　9,000円
　　　　　　軽減価格　2,000円
◆条件　　　住民票記載の世帯員全員が65歳以上の世帯
　　　　　　または避難行動要支援者※証明書類の提出
　　　　　　不要。条件などの詳細は同室まで
◆販売台数　2,000台（応募多数の場合は抽選）
◆申込期間　４月１日～20日
◆受取期間　５月10日～31日　
◆申し込み方法

郵便 または 市電子申請システムから
申し込みください。

郵便番号・住所、氏名、生年月日、電話番号、販売価格
（どちらかを明記）、受け取り希望場所（Ａ：保健福祉
会館１階、Ｂ：お住まいの区の区役所（※１）、Ｃ：郵
送着払い（送料800円程度））を記入してください。
※１北区在住者は、A：保健福祉会館１階
※２当選者・落選者ともに５月９日までに書面でお知らせします。

◆郵便申し込みの場合
　　〒700-8546
　　　岡山市北区鹿田町一丁目１-１　危機管理室 宛



あなたの家で浸水対策してみませんか？雨に関する補助制度のご案内

　市販の止水板・雨水貯留タンクを設置する人を対象に、費用の一部を助成します。助成には条件がありますので、
詳細は事前にお問い合わせください。※すでに設置・購入済みは助成対象外

▶止水板設置補助制度
問申下水道河川計画課　 
　086-803-1499
◆対象　市内で浸水被害の恐れ
がある建物などの所有者・使用
者。ただし市税などの滞納がな
い人
◆助成対象　
止水板（既製品）設置のための
費用　
◆補助率　　
止水板設置に要する費用の
１/２（上限50万円）
◆申し込み　　　で



▶雨水流出抑制施設設置補助制度
問申下水道保全課　　086-803-1491
◆対象　市内の土地の所有者または使用者
で、雨水貯留タンクを設置する人。ただし
市税などの滞納がない人　
◆助成対象　
製品代（雨水貯留タンク、
付属品。タンク容量は80ℓ
以上）
＊運送・設置費は助成対象外　
◆補助率　
製品代の２/３
（上限３万円）
◆申し込み　　　で



日まで）

歳以上の世帯
　　　　　　または避難行動要支援者※証明書類の提出

郵便番号・住所、氏名、生年月日、電話番号、販売価格
（どちらかを明記）、受け取り希望場所（Ａ：保健福祉
会館１階、Ｂ：お住まいの区の区役所（※１）、Ｃ：郵

※２当選者・落選者ともに５月９日までに書面でお知らせします。

◆申し込み　　　で

あなたのマンションは大丈夫！？
マンション管理に関する制度のご案内
問申住宅課　　086-803-1466

　お住まいのマンションは適切な管理がで
きていますか？管理組合の運営、経理、長
期修繕計画などが適正かどうかチェックリ
ストで確認してみましょう。

▶マンション管理士を派遣します
　管理組合運営や維持管理に問題を抱える
管理組合へマンション管理士を派遣します。
　なお、居住者間トラブルや修繕内容の
検討、業者の紹介などは相談できません。
◆派遣時間／回数　１回２時間以内／年度内２回まで
◆対象　市内の分譲マンション管理組合など
◆費用　無料
◆申し込み　４月20日～申請受付
（予算の限度に達した場合は
受付終了）
※管理組合を組織していない場合は、
複数の区分所有者による共同申請可能。詳細はＨＰを
ご確認ください。

▶マンション管理計画認定制度
　管理組合が定めたマンションの管理に関
する計画（管理計画）が一定の基準に適合
する場合、適切な管理が行われているマン
ションとして認定します。
　申請前に、マンション管理士の事前確認を受けるこ
とで、よりスムーズに手続きできます。また、事前確
認を利用する場合は、マンション管理適正評価制度や
マンション管理適正化診断サービスと合わせての申請
も可能です。詳細はＨＰをご確認ください。

（税込）

（電子申請システム）

　緊急告知ラジオは大雨警報や洪水警報などに基づいて
発令される避難情報や地震、津波、弾道ミサイルなど市
内全域に関係する緊急情報を受信し、電源を切っていて
も自動で起動し、最大音量で放送します。
　緊急速報メールを受信できない人でも災害情報を即座
に受け取ることができます。
　なお、ご自宅でレディオＭＯＭＯ（ＦＭ79.0MHz）を
受信できる環境が必要です。

窓口 窓口

（チェックリスト）
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岡山市は、自転車利用環境の総合的な向上に努めます

放置自転車のないきれいなまちに

「空き家」を放置していませんか？

空き家に関する支援制度

●下記の駅周辺は自転車等放置禁止区域です。
駐輪場をご利用ください。

●レンタサイクルをご利用ください

▶除却補助
　法律に基づく特定空家等の除却費用の一部を補助します。

▶リフォーム補助

▶診断補助

　空家等のリフォーム費用の一部を補助します。

　空き家診断の費用の一部を補助します。

※４　昭和56年５月31日以前に着工された木造住宅

※１　地域活性化のために、町内会やＮＰＯ法人などが跡地を
　　　10年間管理すること
※２　応急措置を実施する場合は10万円

※３　地域活性化のために、町内会やＮＰＯ法人などがリ
　　　フォーム後の住宅などを10年間管理すること

空き家の適正管理を支援するための補助制度

　市では、岡山駅など11駅の周辺を自転車等放置禁止区
域に指定しています。これらの場所では、警告札を貼り
付け後、３時間以上放置されたままの自転車と原付バイ
ク（50cc以下）が撤去の対象です。
※指定区域外でも警告札を貼り付けた後、７日間以上、
放置が継続したものは撤去の対象です。
◆放置自転車などの保管場所
駅元町自転車等保管場所（　086-256-9030　７時～19
時）※保管期間は１カ月で返還時には手数料（自転車
1,570円、原付バイク3,140円）が必要です。

　市では、空き家に関する各支援制度や空き家の管理方
法・除却・利活用のご相談などについて、ワンストップ
で対応する空家等総合相談窓口を設けています。
　また、町内会などを対象に出前講座なども実施してい
ますので、希望する団体は電話でお申し込みください。

　次のとおり補助制度があります。要件などの詳細はお
問い合わせください。
◆申し込み　４月11日～12月16日の間に
（予算の限度に達した場合は受け付け終了）
※各補助事業は、交付決定後でなければ着手できません。
※年度内に各補助事業が完了する必要があります。

　岡山駅東口地下自転車等駐車場では、岡山駅から通
勤・通学する人を対象にレンタサイクルを用意してい
ます。申し込みは同駐車場（　086-801-0884）へ。
◆利用料金（６カ月定期 ※駐輪場利用料金込み）
　一般14,140円  学生9,420円

　市中心部（岡山駅周辺および北区表町周辺）の
市営有料駐輪場や民営の路上駐輪場は、全て駐輪
後２時間以内は無料でご利用できます。駐輪場の
場所や料金については、ＨＰをご確認ください。





所管

北区役所

中区役所

東区役所

南区役所

瀬戸支所

岡山駅周辺

大元駅周辺
北長瀬駅周辺

庭瀬駅周辺

高島駅周辺

東岡山駅周辺
西大寺駅周辺
大多羅駅周辺

妹尾駅周辺

万富駅周辺
瀬戸駅周辺

岡山駅東口地下自転車等駐車場
岡山駅西口地下自転車駐車場
駅元町北自転車駐車場
大元駅前自転車等駐車場
北長瀬駅南口自転車等駐車場
庭瀬駅第１自転車等駐車場 
庭瀬駅第２・第３自転車駐車場 
庭瀬駅南口自転車等駐車場
高島駅前自転車等駐車場 
高島駅第２・第３自転車等駐車場 
東岡山駅前自転車等駐車場 
西大寺駅前自転車等駐車場 
大多羅駅前自転車等駐車場 
妹尾駅前自転車等駐車場 
妹尾駅南口自転車駐車場
万富駅前自転車等駐車場
市営駐輪場はありません。民間の駐輪場をご利用ください

駅名 施設名 電話番号

☎086-801-0884
☎086-252-4225
☎086-254-4700
☎086-241-0181
☎086-245-6260

☎086-293-3736

☎086-275-2190
☎086-270-0551
☎086-279-3598
☎086-944-1807
☎086-942-0421

☎086-282-5334

☎086-227-9271 詳細は で

問各区役所地域整備課・支所産業建設課
北区　086-803-1685 中区　086-901-1633
東区　086-944-5048 南区　086-902-3527
瀬戸支所　086-952-1115



問建築指導課空家対策推進室　　086-803-1410









空き家情報バンク
　空き家の「売りたい・貸したい」
　の情報はこちらから→

区分 補助率 補助額（上限額）
一  般

地域活性化※１
除却工事などの費用の１/３
除却工事などの費用の４/５

50万円※２
200万円　　

区分 補助率 補助額（上限額）
一  般

地域活性化※３
リフォーム工事などの費用の１/３
リフォーム工事などの費用の２/３

50万円
150万円

区分 補助率 補助額（上限額）
旧耐震住宅※４

新耐震住宅
耐震診断と劣化診断の費用の一部

劣化診断の費用の一部
12万円～14.8万円

６万円

検索岡山市自転車等駐車場
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市役所来庁者駐車場を変更します

　新庁舎建設に伴い３月末で閉場する市営鹿田町駐車場に
代わり、「Ｄパーキング岡山市役所」が来庁者駐車場にな
ります。来庁者は、今までと同様に割引機で処理すると１
時間無料です。

４月は駐車場が大変混雑します。
来庁の際はできる限り公共交通機関をご利用ください。

問庁舎管理課　　086-803-1152

住民税非課税世帯等への臨時特別給付金（１世帯当たり10万円）

子育て世帯への臨時特別給付（支援給付金）

▶住民税非課税世帯への給付金

▶家計急変世帯への給付金
　住民税非課税世帯などを支援するための給付金
です。手続きがお済みでない人は、お早めの手続
きをお願いします。

　子育て世帯への臨時特別給付（一括給付金）の基準日から後の離婚などにより、現に児童を養育しているに
もかかわらず給付金を受給できていない人に対し、子育てを支援するために支給します。なお申請が必要です。

※詳細はＨＰをご確認ください。

対象者　基準日時点で対象ではなかった人で
　①令和４年３月分の児童手当を受給する人
　②令和４年２月28日時点で高校生などを養育
　　している人
　③その他これらに準ずる人
　　（ＤＶ特例・養子縁組や海外帰国者など）

※元養育者から給付金を受領している場合や児童
のために使われている場合はその額を控除した額

　基準日（令和３年12月10日）において、住民税
が非課税となる世帯には、書類を
お送りしています。必要書類の返
送もしくはオンラインでの手続き
をお願いします。

令和３年１月以降に新型コロナの影響で家計が急
変し、世帯全員が住民税非課税と同様と認められ
る世帯で、申請時に岡山市に住民票のある人
※左記の給付金対象世帯は対象外

◆申請方法　　または　　　　で
◆特設窓口　保健福祉会館１階
　　　　（鹿田町一丁目）

問申岡山市臨時特別給付金コールセンター　　0120-050-392（土・日曜、祝日を除く８時30分～17時）　

問申給付金コールセンター　　0120-084-592（土・日曜、祝日を除く８時30分～17時）

受付期限
５/10

児童1人当たり10万円まで

申請期限
９/30

申請期限
４/28

対
象

申請の流れ
　ホームページから申請書をダウンロード、
　もしくはコールセンターへ申請書の送付を依頼
　 　↓
　対象になる人は期限までに必要書類を添えて申
　請書を提出
　 　↓
　順次振り込み（１～２カ月後）

時間

７時30分
～18時30分

最初の
１時間310円
以降30分／100円

なし

夜間最大
400円

合計282台
身障者駐車枠６台

おもいやり　　
駐車枠２台

あり
１時間以内

無料

割引機での
処理が必要時間内最大

700円
最大料金は

土・日・祝の期間中、
入庫から24時間ごとに

繰り返し適用

60分／100円

60分／100円

30分／100円

18時30分
～翌７時30分

８時～20時

20時～翌８時

駐車料金 最大料金 駐車台数 来庁者割引
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岡山市役所

出口

出口
入口

入
口

割引機設置場所 本庁舎・分庁舎・保健福祉会館の１階

本庁舎


