
岡山市役所

新型コロナウイルスに関するお知らせ✓
✓ 令和３年度　市民意識調査

〒700-8544 北区大供一丁目1-1
代表電話　086-803-1000

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。

まちとつながる

2次元
コード

岡山市役所

公式LINE

幸町図書館

市民のひろば
おかやま

　幸町図書館で開催された「赤ちゃん 絵本読み聞かせ体験」終

了後のひとコマです。絵本をうれしそうに見つめる赤ちゃん。

本好きになってくれるといいなぁ。（６ページ、26ページに関

連記事）
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問保健管理課　　086-803-1307

問保健管理課　　086-803-1307

問保健管理課　　086-803-1251

岡山市  ワクチン 検索

新型コロナウイルスに関するお知らせ
ワクチンの３回目接種について

５～11歳のワクチン接種について

ワクチン接種には保護者の同意と立ち合いが必要です●

集団接種会場●

接種の相談

発熱などの症状がある場合は
受診の前に医療機関に電話で相談を

●

オミクロン株の再流行にも注意を■

体調に異変を感じたら■

12～17歳の人は、ご注意ください!

　２回目接種から６カ月が経過した人に、順次、接種券を発送しています。届いた時点で、予約と接種が可能
です。接種希望者は予約および接種をお願いします。

　12～17歳の３回目接種は、１・２回目で接種したワクチンにかかわらず、ファイザー社製ワクチンのみの
接種となります。お気を付けください。

◎ワクチン接種当日は、必ず親子手帳（母子健康手帳）を持参してください。
◎ワクチンについての疑問や不安があるときは、かかりつけ医などにご相談ください。

※平日限定で夜間接種を行っています。平日は17時～21時。土・日曜、祝日は13時～18時。

　ワクチンを受ける際には、効果とリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者
の意思に基づいて接種をご判断ください。保護者の同意なく、接種が行われることはありません。周りの
人に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

岡山市新型コロナワクチン接種コールセンター
　0120-780-910　　086-803-1775
[月～土曜８時30分～17時30分（日曜、祝日を除く）]

　今後、オミクロン株や変異株の流行動向にも注意が必要です。ワクチン接種の有無にかかわらず、感染
予防策の徹底が不可欠ですので、引き続き基本的な感染予防対策の継続をお願いします。

▶かかりつけ医に電話相談の上、受診する
▶ホームページで医療機関を探す
▶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　　086-803-1337　（平日９時～21時。土・日曜、祝日９時～17時）

接種の予約●
①インターネット予約（県共通予約システム）
　　https://v-yoyaku.jp/330001-okayama
　※ネット予約対応の医療機関のみ
②医療機関に直接申し込み

イオンモール岡山５階
おかやま未来ホール

１日 １日10日 20日

岡山高島屋８階
催会場

会場
５月 ６月
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生活困窮者向け短期集中型就職支援プログラム

　新型コロナの影響などによって仕事が減るなどで、生活が苦しくなった人の就職活動を市が
㈱パソナに委託して短期集中でサポートします。詳細はＨＰをご確認ください。

次のどちらも該当する人
①市内在住で、３カ月以内の就労を目指して熱心に活動できること。
②離職した日、もしくは事業を廃止した日から２年以内であること。
　または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であること。

㈱パソナ（土・日曜、祝日除く。９時～17時）
大供オフィス３階（北区大供二丁目１-１　HASPALIビル）
　086-230-4510　　s-career02@pasona.co.jp

本プログラムに参加して就労が決定した人には、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…２万円
　▶就労決定後３カ月の継続勤務…３万円

対象者

問い
合わせ

その他

住民税非課税世帯等への臨時特別給付金

次のいずれかに該当する世帯
①住民税非課税世帯…令和３年12月10日時点で、市に住民登録があり、世帯全員の令和３年
度分の住民税が非課税
※住民税が非課税となる世帯にはこちらから書類を発送しています。
②家計急変世帯…①以外で、申請時に市に住民登録があり、新型コロナの影響を受けて令和
３年１月以降に家計が急変し、世帯全員が住民税非課税の世帯と同様の事情にあると認めら
れる世帯
対象外…住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯

１世帯当たり10万円

▶①…対象世帯に送付している書類に必要事項を記入し、必要な書類を添えて返送。
　　　または、オンラインでの手続き。
▶②…郵便、または特設窓口（市保健福祉会館１階／北区鹿田町一丁目）での申請。

①５月10日までに　②９月30日までに

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

支給対象

給付額

手続方法

受付期間

市民活動支援金

新型コロナの影響により、地域で増加することが考えられる福祉・教育・子育てなどの地域
課題に対して取り組み、困難を抱える市民を支援する市民団体

支給対象

12月28日までに（要事前相談）

市民協働企画総務課　　　086-803-1061　　086-803-1872
　kyoudou@city.okayama.lg.jp

問い
合わせ

申請期間

問い
合わせ
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新型コロナウイルスに関するお知らせ

個人向け
市税・保険料など

市税の納税相談

各種料金の納付相談

市営住宅家賃の納付相談

傷病手当金の支給

国民年金保険料免除など

種別 内容 問い合わせ

個人市県民税、固定資産税などのご相談

国民健康保険の場合　　　086-803-1134
後期高齢者医療の場合　　086-803-1217

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
市営住宅の家賃支払いが困難な人のご相談
（日曜、祝日を除く。８時30分～17時15分）

国民健康保険、後期高齢者医療の傷病手当金支給についてのご相談

国民年金保険料免除などの特例措置のご相談

その他相談

人権への配慮

労働相談

相談ほっとライン

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
不等な差別・偏見・いじめ・誹謗中傷でお悩みの人

職場で不当な扱いや差別などを受けた人
（土・日曜、祝日を除く。９時30分～17時）

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）

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

その他相談

セーフティネット保証の
認定・経営相談等窓口

雇用調整助成金の
相談窓口

ＮＰＯ法人向けの
支援相談

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）

国・県・市の各種融資を利用する際に必要なセーフテ
ィネット保証の認定申請を受け付け中

ＮＰＯ法人向けの支援情報をＨＰ「つながる協働ひろ
ば」に掲載

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国から
支給される雇用調整助成金の相談窓口

融資

新型コロナ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事業者に３年間実質無
利子の融資制度があります。

市の新型コロナ関連の融資制度を含めた融資全般

緊急雇用
（会計年度任用職員）

運転資金などの融資制度

融資制度全般

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、祝日を除く。８時30分～17時15分）

種別 内容 問い合わせ

種別 内容 問い合わせ

種別 内容 問い合わせ

問収納課　　086-803-1186

問料金課　　086-803-1641～1644

問岡山市営住宅管理センター 　086-206-5560





問ねんきん加入者ダイヤル　　0570-003-004
問ねんきんダイヤル　　　　　0570-05-1165





問みんなの人権110番　　　　 0570-003-110
（全国共通人権相談ダイヤル）　
問外国語人権相談　　　　　　0570-090-911

問岡山労働局雇用環境・均等室　　086-225-2017







問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

問消費生活センター（相談専用電話）　
　086-803-1109
※消費者ホットライン  　188（いやや!）も利用可




問人事課　　086-803-1086

問日本政策金融公庫
　　▶国民生活事業　　0570-076-541
　　▶中小企業事業　　086-222-7666





問産業振興・雇用推進課　　086-803-1325

問産業振興・雇用推進課　　086-803-1325

問岡山商工会議所　　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　・　・　）



問ハローワーク岡山（管轄＝北・中・南区）
　086-241-3222
問ハローワーク西大寺（管轄＝東区）　　　
　086-942-3212





問市民協働企画総務課　　086-803-1061

インターネット
人権相談受付窓口

FAXHP 

種別 内容 問い合わせ

企業など向け
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未来へ躍動するまちづくりにあなたの声を

令和３年度市民意識調査
問政策企画課統計調査室　　086-803-1051

　市民意識調査は、昭和59年から実施しており、今回で19回目となります。令和３年度は、住民基本台帳から、15歳以
上の10,000人を無作為に選んでアンケートを送付し、5,108人から有効な回答をいただきました。ご協力いただいた皆さ
ん、ありがとうございました。
　ここでは調査結果の一部をお知らせします。詳細な調査結果は市ＨＰをご確認ください。
　調査結果は、今後の市政運営と都市づくりを進める上での基礎資料として活用します。 岡山市市民意識調査 検索

Ｑ
今後岡山市に住みつづけること
についてどのようにお考えです
か。

岡山市への
定住性 Ｑ

日常生活で、①感染症流行前と
比べて増えた行動、②収束後も
継続したい行動はありますか。
（複数回答）

Ｑ
岡山市がどの分野でデジタル化
の取り組みを特に進めるべきだ
と思いますか。（複数回答）

※Ｎ＝回答者数
※回答割合は少数第２位を四捨五入しているため、合計が100.0％にならない場合があります。複数回答では合計が100.0％を超えています。

Ｑ
日ごろから災害への備えをして
いますか。（複数回答）  

住みつづけたい
79.3％

（N＝5,108）

住みたくない
3.4％

無回答および無効回答
0.8％どちらともいえない

16.5％
「住みつづけたい」が

約８割
〇感染症流行前と比べて増えた行動

「マスク着用」「手洗いや手指消毒」が９割を超え、
「キャッシュレス決済」「テイクアウト」「インター
ネット通販」なども増加

「行政手続き」「医療・健康・
福祉」が４割を超える

「避難先・行き先を 考えている」が 47.7％
次いで「自宅に食糧などを備蓄している」が
 37.9％に増加

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

公共交通

子育て・教育

防災

医療・健康・福祉

行政手続き 43.5 37.2
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17.0 （Ｎ＝5,108）

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

無回答および無効回答

何もしていない

近所で避難の声掛けを
するようにしている

防災メールや防災アプリなどに
登録している

近所の災害危険場所を
確認している

自宅に食糧などを
備蓄している

避難先・行き先を
考えている

令和元年度（Ｎ＝5.224）

令和３年度（Ｎ＝5.108）

令和元年度（Ｎ＝5.224）

令和３年度（Ｎ＝5.108）

感染症流行前と比べて増えた行動（Ｎ＝5.108）

収束後も継続したい行動（Ｎ＝5.108）

住みつづけたい

住みたくない

住みつづけたい

住みたくない

※回答割合の高い項目から上位５位までを抜粋

※回答割合の高い項目から上位10位までを抜粋
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

オンラインでの習い事

オンラインでの飲み会や食事会
電子書籍の利用

飲食店の宅配サービス

動画配信サービス

インターネット通販

飲食店のテイクアウト

店頭でのキャッシュレス決済

手洗いや手指消毒

外出時のマスク着用

0％
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60％
70％
80％
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71.0

8.3
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76.4
71.0

77.6 78.6 80.0 77.4 77.9 79.2 79.4 79.0 79.3

コロナ禍で
の行動変容

デジタル化
の推進

防災対策



　６月１日は、岡山市の市制施行日です（明治22年６月１日施行）。平成24年に、６月１日を「岡山市民の日」と定めまし

た。市内ではさまざまな関連行事を開催します。また、市内小・中学校の給食では、ままかりやすずき、千両なす、ねぎ、

たけのこ（水煮）など地元食材を活用した「地産地消の日」を実施します。

６月１日は「岡山市民の日」
市民一人一人が岡山のまちを愛し、誇りに思い、盛り上げていきましょう
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問市民協働企画総務課　086-803-1031

GG ライフを楽しむための健康チェック

■日時　６月15日㈬13時～15時

■場所　イオンモール岡山１階（北区下石井一丁目）

■内容　健康チェック（握力測定・体脂肪測定）

問健康づくり課　　086-803-1263

おかやま

フォト　  日 記 撮影にご協力いただき、ありがとうございます。
ここでは、市の出来事などを紹介します。

に
っ
き

３月24日㈭　幸町図書館

▲▼読み聞かせの様子

赤ちゃん　絵本読み聞かせ体験
３月14日㈪　市長室

We Love東区♥おみやげ
開発プロジェクト

高校生たちによる約１年にわたる、おみやげ作りのプ
ロジェクト。令和３年度グランプリに輝いた西大寺高
校の皆さんが市長を訪ねて来てくれました。

令和３年度グランプリ
「夏目（ニャつめ）サンド」▶

ファジアーノ岡山「岡山市サンクスマッチ」

クラブフラッグベアラーの募集

　６月18日㈯の試合開始前に、選手の後

ろでファジアーノフラッグを掲揚するク

ラブフラッグベアラーを募集します。

■対象　市内在住の小学生

■定員　10人（応募多数の場合は抽選）

■申請　　  で５月18日までにHP

問申スポーツ振興課　　086-803-1616

令和４年度　岡山市小・中学校音楽鑑賞教室

～オーケストラ入門コンサート無料招待～

■日時　６月16日㈭14時開演　

■申込　住所、氏名（ふりがな）、電話番号、参加人数

　　　　（１通２人まで）を普通はがきで、同楽団事務

　　　　局担当宛へ５月23日までに

問申シンフォニーホール楽団事務局　　086-234-7177

ゴールデンフェスタ岡山2022

　えりすぐりの豪華賞品が抽選で12人に当たるお買い上げ

プレゼントキャンペーンや、恒例ワゴンセール、パ

フォーマンスイベントなど、コロナ対策を施しながら、

多彩なイベントを開催します。

■期間　５月３日㈷～５日㈷

■場所　表町・岡山駅前・奉

　　　　還町商店街、商店会

　　　　連合会加盟大型商業

　　　　施設

オリエント美術館　館蔵品展・小企画展の入館料無料
（北区天神町　　086-232-3636）

さんかくウイーク2022 　記念イベント

■日時　６月19日㈰13時30分～15時30分

■場所　岡山市民文化ホール（中区小橋町一丁目）

■内容　セレモニー（事業者表彰ほか）、天達武史さん

　　　　講演会

※Ｐ24参照

問女性が輝くまちづくり推進課　　086-803-1115

問産業振興・雇用推進課　　086-803-1323



たけべ八幡温泉　日帰り温泉入浴料割引
（北区建部町建部上　　086-722-2500）

大人　660円→410円　小人　400円→310円

６月１日㈬は次の料金が当日に限り無料または割引になります
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問消費生活センター　　086-803-1105

　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、市内に気象などに関する
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。
◆配布日程　
　  第１回　５月24日㈫
　  第２回　６月18日㈯
　  第３回　７月14日㈭
     第４回　８月７日㈰ 
     第５回　９月６日㈫
（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・南区会場は、待ち時間が長くなる可能性があります。 

各日９時～15時

◆配布場所
北区・南区は前回から会場が変更になっています。

（町内会向け）防災備蓄土でいざというときの準備を  
　必要な時にいつでも防災用の土のうを作成できるよう、単位町内会などに、土と袋の配布も行っています。配布を希望す
る単位町内会などの代表者は、各区役所総務・地域振興課または各支所総務民生課へ申請してください。
　土と袋の保管場所は、原則、単位町内会などで確保してもらいますが、土と袋の搬入のためにダンプトラックが通行可能
な進入路が必要です。配布数量は、１町内当たり土２㎥、袋200枚を上限としますが、連合町内会としてまとめて申請され
る場合は、別途ご相談ください。
　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。
　上記の市民向け土のう配布の日程以外でも対応していますので、ぜひご活用ください。

岡山市消費生活センター
公式LINEのご紹介
　消費生活センターに寄せられている最新の
悪質商法の手口、消費生活に関するイベント
など、ホットな情報を配信しています。右の
ＱＲコードを読み取り、「岡山市消費生活セ
ンター」を友だち追加してください。

消費生活出前講座のご案内
　契約トラブルなどを防ぐために、専門的知識や経
験をもった相談員が、悪質業者の手口などをお話し
します。
人数　おおむね５人以上のグループ
時間　30分～２時間程度
内容　再現ドラマＤＶＤ、契約クイズ、断り方、ロ
ールプレイングほか
申し込み　同センターへ　で
※エシカル消費（環境や人、社会に配慮した消費）
や、食品表示、洗濯表示、製品安全などの講座の実
施も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。



５月は消費者月間

月間テーマ
「考えよう!大人になるとできること、
気を付けること～18歳から大人に～」



今月の

注目  岡山市！

問下水道河川計画課河川防災室　　086-803-1434

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

吉井川浄化センター
（東区西大寺新地）

旭川右岸河川敷（北区玉柏）
※旧玉柏自動車練習場

ＪＴ岡山流通基地
岡山倉庫横グラウンド
（浦安総合公園ＪＴ
倉庫横グラウンド）

消防教育訓練センター
（中区桑野）

岡山ブルーライン

岡山ブルーライン

県道 岡山牛窓線

県道 岡山牛窓線

県道 西大寺備前線

県道 西大寺備前線

西大寺浜西大寺浜

←←
会場

クリーン
センター
クリーン
センター

会場

浦安
総合公園
浦安
総合公園

広
域
農
道

広
域
農
道

県
道  

浦
安
豊
成
線

県
道  

浦
安
豊
成
線

←←

浦安
小学校
浦安
小学校

総合文化
体育館
総合文化
体育館

←
至
岡
南
大
橋

←
至
岡
南
大
橋

県
道  

岡
山
玉
野
線

県
道  

岡
山
玉
野
線

操明
小学校
操明
小学校

ふれあい
センター
ふれあい
センター

←←

コンビニコンビニ

会場

←←会場

旭川

玉柏駅
大原橋

　民法改正により、４月１日から成
年年齢が18歳に引き下げられ、若者
の積極的な社会参加が求められるよ
うになりました。18歳から親の同意
を得なくても、さまざまな契約がで
きるようになりましたが、社会経験の浅い若者が契約
トラブルに遭うことが懸念されています。
　消費生活センターでは、消費者月間記念イベントと
して、高校生の皆さんを対象に、若者が遭いやすい契
約トラブルや、クレジットカードの知識についての講
演会をオンラインで開催します。今後も引き続き高校
生をはじめ、市民の皆さんに啓発していきます。



8 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま

便利なメール配信サービスはこちらから

光化学
オキシダント

PM2.5

問環境保全課大気騒音係　　086-803-1280

ＰＭ2.5とは？
  大気中に漂う、2.5マイクロメートル（髪の毛の太さの
約１／30）以下の非常に小さい粒子です。吸い込むと肺
の奥深くまで入りやすく、健康への影響が心配されてい
ます。

ＰＭ2.5の注意喚起を行っています
　高濃度のＰＭ2.5が予測されるとき、県が注意喚起を行
います。おかやま防災情報メールに登録すると、注意喚
起情報などが受信できます。また、県ＨＰや電話自動音
声案内でも確認できます。

光化学オキシダントやＰＭ2.5が
高濃度の場合はご注意ください
✓ 外出を控える　　✓ 洗顔やうがいを行う
✓ 屋内でも換気や窓の開閉を必要最小限にする
✓ 呼吸器系や循環器系疾患のある人、子どもや高齢者
　 は体調に応じて行動を

５月10日～９月10日は大気汚染防止夏期対策期間

大気汚染対策についてお知らせします

「続!おかやまケンコー大作戦」
についてお知らせします

電話自動音声案内　県　050-3184-0290

電話自動音声案内　県　050-3184-0291

症状が続く場合、医療機関の受診を

問続!おかやまケンコー大作戦事務局（ＰＳ瀬戸内㈱内）　
　086-206-3222（土・日曜、祝日を除く10時～17時）
　okayamakenkoo＠gmail.com
　「おかやまケンコー大作戦」は令和３年度に終了しましたが、令和４年度はより多くの皆さんに参加して
いただけるよう対象年齢を18歳以上に拡大し、事前登録不要の「続!おかやまケンコー大作戦」を実施しま
す。年４回のウオークラリーのほか、毎月健康イベントや健康メルマガを実施します。コロナ禍の運動不足
解消に向けて、ぜひご参加ください♪





ぐるっとおかやまスマホdeウオークラリー第1シーズン「【春】史跡を訪ねる」
歩いてもらえる♪５/11～６/20開催!!
◆対象　　　市内在住・在勤・在学で、18歳以上の人
◆コース　　市内５コース（後楽園・岡山城周辺、吉備津神社周辺、
　　　　　　備前国総社宮周辺、安仁神社周辺、
　　　　　　妹尾まちなみ周辺（全20スポット）
◆参加方法　下記のＱＲコードをスマホで読み取る

①サイトに
アクセス

②スポットへ
行く

③スタンプを
押す

（GPS機能利用）

④集める ⑤応募する

電子商品券500円

スタンプ４個
抽選3,500人

スタンプ８個
抽選700人

年間４シーズン開催で
各シーズン4,200人に
電子商品券500円が

当たる!!
参加無料

申込・アプリDL
不要

今月の注目　岡山市！

◆シングル賞

◆Ｗチャンス賞

✓
✓
✓
✓
✓

光化学オキシダントとは？
　光化学反応でできた酸化物質の総称です。気温が高
く、風が弱い日中に、自動車排ガスや工場の煙などに
含まれる大気汚染物質が強い紫外線を受けると、光化
学オキシダント濃度が高くなります。
どんな症状がでるの？
　 目がチカチカする、痛い
　 喉が痛い
　 せきが出る
　 頭が痛い
　 吐き気がする

情報・注意報などを発令します
　高濃度の光化学オキシダントが発生した場合、情報・
注意報などを発令します。光化学オキシダントメール
配信サービスに登録すると、発令情報が受信できます。
また、県ＨＰ、テレビ・ラジオ、交通情報板でも確認
できます。

（続!おかやまケンコー大作戦）
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マラソン（42.195ｋｍ）ランナー募集中

問申おかやまマラソン実行委員会事務局
〒703-8293 中区小橋町一丁目１-25 岡山県庁小橋町庁舎１階
　086-226-7904、7905　
【ランナー募集】　0570-010-610
【ボランティア募集】　086-226-7908

　岡山の夏の風物詩「うらじゃ」の３年ぶりの開催
を予定しています。

　市を取り巻くさまざまな情勢の変化を踏まえて、
より効率的、効果的な組織づくりに取り組んでいます。

◆市民生活局
　岡山北斎場の供用開始に伴い、生活安全課の「斎
場整備推進室」を廃止しました。また、墓地の維持
修繕や岡山北斎場の周辺整備などの業務を担う「維
持係」を設置するとともに、業務内容の整理に伴い、
「墓地管理係」を「墓地・斎場係」に名称変更しま
した。
　東京2020オリンピック、パラリンピックの終了に
よる業務の縮小に伴い、スポーツ振興課の「スポー
ツ誘致推進室」を廃止しました。
◆北区役所
　業務の民間委託に伴い、地域整備課の「水路清掃
事業所」を廃止しました。
◆保健福祉局
　指定管理者による施設運営への移行に伴い、市組
織としての「友楽園」を廃止しました。
◆環境局
　「岡南環境センター」の敷地に可燃ごみ広域処理
施設を整備するため、同センターを廃止しました。
可燃ごみ広域処理施設整備事業を着実に推進するた
め、環境施設課内に「可燃ごみ広域処理施設整備室」
を設置しました。

　インターネットの専
用サイトなどから、５
月16日までに申し込ん
でください。

◆活動日／活動内容　
11月11日㈮／ランナー配布物封入作業
　　12日㈯／ランナー受付、会場誘導など
　　13日㈰／会場誘導、手荷物預かり・返却、フィ
　　　　　　ニッシュ後のランナーサービスなど
◆募集区分／申込単位／募集人数　
①団体／１団体につき６人以上／4,000人程度
②個人／1人またはグループ(２～５人)／500人程度
◆申し込み
　申込書（各区役所などで配布）を同事務局ボラン
　ティアセンター（実行委員会事務局内）へ　、ま
　たは大会公式ＨＰで（募集人数に達したら締切）

◆参加資格　平成16年４月１日以前生まれで、６時間
　　　　　　　以内に完走できる国内在住の人など
◆定　　員　12,000人

新型コロナウイルス感染症対策については、
大会公式ＨＰをご確認ください。







11月13日㈰開催!
おかやまマラソン2022に関するお知らせ

問観光振興課 　086-803-1332 　086-803-1871

第21回おかやま桃太郎まつり「うらじゃ」は
８月20日㈯・21日㈰開催

より効率的で効果的に業務を進めるために

令和４年度機構改正についてお知らせします 

一般ボランティア募集

〒おかやまマラソン 検索

 問人事課　　086-803-1090　　086-803-1733FAX FAX

期／場８月20日㈯・21日㈰／市役所筋ほか
内うらじゃパレード、定置演舞ほか

うらじゃ踊り連を募集
　今年のテーマは「創」。皆さんの参加をお待ちし
ています。踊り連による演舞は全て事前エントリー
となりますのでご注意ください。
費踊り連登録料が必要。詳細は、第27回うらじゃ公
式ＨＰをご確認ください。
申第27回うらじゃ公式ＨＰで５月19日までに

うらじゃボランティア、各種協賛にご協力ください
　ボランティアスタッフ、企業協賛を募集します。
詳細は、第27回うらじゃ公式ＨＰをご確認ください。

！

今月の注目　岡山市！



ファジアーノ岡山
086-948-5654

子どもたちに夢を

リーグ戦最終戦、Ｂ２昇格決定戦へ

岡山シーガルズ

シーズンの集大成!令和４年度第70回黒鷲旗!

086-230-5572

夢に向かって心を一つに

トライフープ岡山
086-230-3886

岡山リベッツ
086-239-8824

卓球で岡山を世界一に

2022-2023シーズン　選手契約更新
森薗政崇選手と町飛鳥選手の契約がまとまりました。

■森薗  政崇（もりぞの まさたか）選手
　１stシーズンから岡山のエー
スとして活躍し、威力のあるチ
キータ攻撃と全力プレーで魅了
し続けています。
　昨シーズンはキャプテンも務
め、ダブルスではリーグ最多勝

利を挙げました。森薗選手の勝利でチームをけん引し悲願の
優勝を目指します。
■町  飛鳥（まち あすか）選手

　昨シーズンではダブルスで６
勝し、チームの勝利に貢献。ミ
スの少ないプレーとダイナミッ
クなドライブ攻撃で得点を重ね
ます。
　ダブルスの勝敗がチームの勝

利に大きく左右するため、来シーズンも町選手は優勝への重
要なキープレイヤーです。

!

!

!

バスケで岡山を熱くする!

新加入選手を紹介します !

①ニックネーム②出身地③生年月日④身長／体重

ステファン ムーク
【好きな食べ物】
ピザ
【今年やりたいこと】
Ｊ１昇格
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

①ステファン
②オーストラリア
③1995年10月12日
④174cm／64kg

背番号

８ ＭＦ ハン イグォン
【好きな食べ物】
納豆
【今年やりたいこと 】
読書を50冊すること
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

①イグォン
②大韓民国
③1994年６月30日
④180cm／72kg

背番号

９ FＷ

〇FAGIANO OKAYAMAC〇FAGIANO OKAYAMA〇FAGIANO OKAYAMA〇FAGIANO OKAYAMAC 〇FAGIANO OKAYAMAC〇FAGIANO OKAYAMA〇FAGIANO OKAYAMA〇FAGIANO OKAYAMAC

　B３リーグ2021-22シー
ズンのリーグ戦が5月1
日のアウェー戦、対ベル
テックス静岡で終了しま
す。
　今月、トライフープ岡
山と最終順位２位のチー
ムがB２昇格決定戦を行
い、勝利したチームがB２への昇格権を獲得します。昇格決定
戦は１試合のみ。簡単に勝てる相手ではありませんが、トラ
イフープ岡山らしい粘り強さとハードワークで勝利を掴み取
るべく全員で戦い抜きま
す!ぜひ皆さんの熱い応
援で選手たちの後押しを
よろしくお願いします!
　試合会場や開始時間な
どは公式ＳＮＳなどで随
時お知らせします。
※新型コロナ感染拡大防
止の観点から、内容が変更となる可能性があります。

　「令和４年度第70回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会」
（大阪市）が４月30日㈯～５月５日㈷の日程で開催されます。
　今大会は、シーズンを締めくくるトップカテゴリー最後の公式
戦であり、日本のバレーボール界が鎬を削る一大イベントです。
短期決戦のため各チーム持てる力を出し切って白熱した戦いにな
ることと思います。皆さんの応援をエネルギーとして、岡山シー
ガルズらしく緻密で粘り強い戦いをお見せします!

２月12日㈯のホームゲームにて
新・岡山城ＰＲイベントを行いました!
　コラボフェイスタオルのプレゼントや、岡
山忍者のパフォーマンスなど、会場が大いに
にぎわいました!

※会場はシティライトスタジアム（北区いずみ町） 

ホームゲーム日程
開催日

５月１日㈰
試合開始 対戦相手 開催日

13:00 東京ヴェルディ
試合開始 対戦相手

14:00 ザスパクサツ群馬５月15日㈰
18:00 大分トリニータ５月21日㈯５月４日㈷ 14:00 水戸ホーリーホック
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ホームページでも動画をご覧になれます。
 テレビ

●瀬戸内海放送（KSB）中村家の快適!おかやま生活
　「太陽光発電設備が共同購入でお得に!」
　５月８日㈰22時55分～、
　（再）５月12日㈭15時37分～、５月14日㈯５時45分～
●テレビせとうち（TSC）みらいリンリンおかやま
　「女性の視点を活かした防災ハンドブック」
　５月21日㈯20時54分～、（再）５月22日㈰15時55分～、
　５月23日㈪９時30分～、５月24日㈫25時～
● 山陽放送（RSK）桃太郎の岡山Cityかわら版!
　「岡山市役所が新しくなる!？」
　５月21日㈯18時50分～、
　５月23日㈪ライブ５時 いまドキッ!内、（再）５月25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　ＡＭ1494kHz
　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～

災害時に備え、備蓄倉庫の整備を計画的に進めています

　南海トラフ地震など大規模な災害が発生した場合
に備え、市では、生活必需品（水・食料・毛布など
）や避難生活の長期化に備えた簡易ベッド、パー
テーションなど生活環境を整えるために必要な物資
の備蓄を、計画的に進めています。
　市が整備する備蓄倉庫には、避難所となる小・中
学校などに整備している「分散備蓄倉庫」の他に、
多くの備蓄物資を保管する「集中備蓄倉庫」があり
ます。
　令和３年９月には、北長瀬未来ふれあい総合公園
の立体駐車場１階に、集中備蓄倉庫が完成しました。

災害時に避難所で物資が不足した場合には、この集
中備蓄倉庫を拠点に市職員などが各避難所へ物資を
搬送する計画です。

　災害時には、食料など生活必需品の物資も、思う
ように手に入らない可能性があるため、災害に備え
て準備が必要です。
各家庭でも、自分や家族の命を守る「自助」として、
・３日分（できれば７日分）の食料・飲料水の備蓄
・非常時に持ち出す物品の再確認
・メガネや持病の薬など各個人で必要なものの準備
など、災害への備えをお願いします。

問危機管理室　☎086-803-1082

テレビ
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《事例》
　ネットで見つけた百貨店の在庫処分セールの広告
で、大幅に値引きしたブランドバッグを見つけ、運
が良いと思い注文した。その後、ネットでこの百貨
店について調べると、偽通販サイトにアクセスして
いたことが分かった。
《アドバイス》
　百貨店が、高級ブランド品を80～90％オフなどの
大幅な割引価格で販売することは通常なく、偽通販
サイトの可能性があります。百貨店のロゴマークや
名称が表示されているからといって、本物だとは思
い込まず、サイト内にある販売業者の名称、住所、
電話番号などをよく確認しましょう。百貨店が注意
喚起している場合もあります。代金引換で支払って
商品を受け取ると、後で偽物だと分かっても返金は
困難です。注文後に偽通販サイトだと気付いたら、
代金を支払う前に、キャンセルの連絡や受け取り拒
否などをしましょう。
(独)国民生活センター発行「見守り新鮮情報第415号」参考

百貨店をかたる偽通販サイトにだまされないで

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

▲北長瀬未来ふれあい総合公園　立体駐車場（１階が備蓄倉庫）

▲倉庫内の様子 ▲備蓄物資（食料・パーテーション）

広 報 番 組

4 区のニュースを月替わりでお伝えします

活力と魅力

あふれる区づくり まちづくりレポートまちづくりレポート北区


