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　４月17日に外環状線の一部となる市道藤田浦安南町線が開通

しました。当日は、爽やかな快晴の下、新たに架けられた「笹

ヶ瀬令和橋」のたもとでテープカットなどが行われました。

（11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　　086-803-1251

新型コロナウイルスに関するお知らせ

ワクチンの４回目接種について

３回目接種の間隔短縮について

＜４回目接種対象者＞ 左記の対象者以外の人も
届いた接種券などは捨てずに保管を！

●

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

感染拡大を防ぐために

相談窓口について●

　３回目接種から５カ月が経過した18歳以上の人全員に、順次、接種券を発送します。

令和４年５月12日時点の情報です

下記のいずれかに該当する人が対象です。
□60歳以上の人
□18歳以上60歳未満で基礎疾患をお持ちの人や
　その他重症化リスクが高いと医師が認める人

　今後、厚生労働省が示す対象者の範囲が拡大した
場合などに対象者となることがあります。市から届
く接種券など封筒一式の書類は捨てずに大切に保管
してください。

　３回目接種までの間隔が１カ月短縮され、５カ
月となりました。これに伴い、接種券などの発送
時期を前倒しています。

２回目接種時期

令和３年11月16日～12月31日

令和４年１月１日～15日

令和４年１月16日～31日

令和４年５月31日

令和４年６月15日

令和４年６月30日

接種券発送時期

岡山市  ワクチン 検索月～土曜８時30分～17時30分（日曜、祝日を除く）

　発症や重症化を防ぐため、ワクチンの接種をお勧めします。
　また、ワクチン接種の有無にかかわらず、マスクの着用や小まめな手指消毒、「３密」の回避など、
基本的な感染予防対策の継続をお願いします。

▶ まずは、かかりつけ医に電話相談の上、受診

▶ かかりつけ医がいない場合
 　県ＨＰの「発熱外来」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

　0120-780-910　　086-803-1775 FAX

（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

最新情報●
　ワクチン接種場所などの最新情報は、市ＨＰを
随時更新しています。こちらからご確認ください。
　　https://www.city.okayama.jp/
　　0000027711.html

ＨＰ

ＨＰ

岡山市新型コロナワクチン接種コールセンター

！

FAX



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、固定資産税などの納付相談

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

32022.6月号2022.6月号



６月は雨の季節です
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新型コロナウイルス感染症が収束しない
状況でも災害の危険が迫ったら!

避難について

命を守る「もしもの備え」

避難のタイミング【 警戒レベル４までに必ず避難!】

住民が災害発生の危険性の高まりに応じてとるべき行
動を直感的に理解できるよう、防災情報を５段階の警
戒レベルにより提供しています。

いのちを守る最善の行動をとってください。すでに安全な避難ができず命が危険な
状態です。緊急安全確保の発令を待ってはいけません!

危険な場所から全員避難してください。

高齢者や避難に時間がかかる人は、危険な場所から避難を開始してください。その他の
人は、避難の準備をし、自発的に避難してください。

避難に備え、避難先や避難経路、避難のタイミングなどを再確認してください。

最新の気象情報に注意し、災害への心構えを高めてください。

緊急時には
早めの避難を 

警戒レベル 緊急安全確保

避難指示

高齢者等避難

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁発表）

早期注意情報
（気象庁発表）

警戒レベル

警戒レベル

警戒レベル

警戒レベル

５

４

３

２

１

５

４

３

２

１

!!

住んでいる場所の確認をしましょう
お住まいの地域の危険や避難所情報、土砂災害警戒区域の情報を
ハザードマップや市ホームページなどで事前に確認しましょう。

調理不要、簡易な調理でできるもの。缶詰、ドライフー
ズ、インスタントラーメン、切り餅、チョコレート、キ
ャラメル、レトルト食品、アルファ化米など

飲料水は大人１人当たり１日３リットルが目安。生活用
水は風呂の水を残しておくと利用できます。水の配給を
受けるためのポリ容器などもあると便利。

食料品

水

カセットコンロ、ガスボンベ、固形燃料など

毛布、洗面用具、トイレットペーパー、使い捨てカイロ、
ビニール袋、古新聞紙、キッチン用ラップ、簡易トイレ、
鍋、バケツ、ブルーシート、紙オムツなど

燃料・工具類

生活用品

手洗いや
咳エチケット

を守って

マスクや
消毒液の

持参

避難所での新型コロナウイルス感染防止のためにご協力ください。
　▶親戚や知人宅などへの避難もご検討ください。
　▶マスクや除菌シート、体温計の持参にご協力ください。
　▶各自で、手洗い・咳エチケットなどの基本的な感染予防対策の徹底に努めてください。

家族の役割分担、連絡方法、避難方法、避難場所（地域の指定避難所、
安全な親戚知人宅、福祉避難所など）を話し合っておきましょう。

家具の固定、出入り口や通路には物を置かないなど、日頃から家の
中の安全対策を進めましょう。

両手の自由が利くリュックサックや燃えにくい袋などに入れて、
すぐに持ち出せる場所に置いておきましょう。

災害発生から３日（できれば１週間）分を用意。家族構成に合っ
たものを準備し、一人一人が災害への備えを万全にしましょう。

避難の際は各自必要なもの（水・食料など）を持参してください

家族との話し合い

家の中の安全確認

非常時持ち出し品

家庭内備蓄



情報の取得方法
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市から発信する「避難情報」や
「避難所の情報」などを見るこ
とができます。

「おかやま防災ポータル」の情報

NHK総合にチャンネルを合わせ、
デジタルテレビのリモコン「ｄ
ボタン」を押してください。

テレビ

スマートフォン・インターネットなど

停電時やインターネットがつなが
りにくい場合、最も情報を得やす
いのがラジオです。

ラジオ 緊急速報メール（エリアメール）

▶岡山市メール配信サービス（岡山市防災メール）

▶おかやま防災ポータル[岡山県]

▶おかやま防災情報メール

▶公式LINE　▶Facebook　▶Twitter

▶避難所混雑状況配信システム（バカン）

避難情報・気象情報などを配信しています。
日本語のほか12カ国語に対応しています。

県内の気象情報（注意報・警報、気象レーダーなど）、雨量情
報、土砂災害危険度情報、河川水位情報、河川カメラ情報など
をリアルタイムで確認することができます。避難指示などの防
災情報も発信します。

警報や河川水位・雨量などをリアルタイムで配信しています。

①ＱＲコードから利用者登録をする
②返信された登録用メールの案内に
　従って配信希望項目を登録

㈱バカンのＨＰから地図上で避難所の開設状況
や混雑状況について閲覧できます。

① ＱＲコードから空メール送信
② 返信された登録用メールの案内
　 に従って配信希望項目を返信

対応する携帯電話やスマートフォ
ンへ、特定エリアごとに直接、緊
急地震速報や災害・避難情報など
を一斉配信します。

NHK総合岡山１
［防災・生活情報］

岡山市からの情報発信

岡山県からの情報発信

登録方法

登録方法

（日本語版）

災害時には

「情報」が大切です

桃太郎のまち

岡山県 防災

検索

検索

最新の
防災情報が
手に入る

地域ごとの
最新情報を

発信 

検索サイトで検索

台風接近・大雨の予報

情報を収集する

立ち退き避難以外も避難です!

避難の流れ
台風・大雨のとき 

立ち退き避難

▼

▼

大雨注意報 
氾濫注意情報

大雨警報
氾濫警戒情報

 土砂災害警戒情報
氾濫危険情報

大雨特別警報
氾濫発生情報

最大級の
警戒を!

災害が起こる恐れが
ある場合、注意を促
すために発表

テレビや携帯電話などで気象情報や避難情報を小ま
めに収集し、災害発生の危険性が高まる前に、安全
な場所へ早めに避難を!

重大な災害が起こる
恐れがある場合、警
戒を促すために発表

浸水想定区域や土砂災害
警戒区域外にある避難場
所へ速やかに避難をしま
しょう。

屋内安全確保（垂直避難など）

例えばこんなとき

土砂災害や水害の恐れがある場合、
立ち退き避難が基本ですが、避難
場所に行くのが危険な場合は、２
階以上の山側から離れたところな
ど少しでも安全な場所に避難しま
しょう。

▶夜間で視界が悪いとき
▶自宅周辺がすでに浸水しているとき
▶豪雨で屋外移動するとさらに危険なとき など
屋外の状況や時間帯で判断し、適切な行動を!

避難指示などが発令さ
れていない場合でも、
地域によっては危険が
迫っている場合があり
ます。発令を待たずと
も、自主的な避難を心
掛けてください。

利用方法

防災気象情報（一例）

!!



6 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま

- 平和への思いを次世代に -

６月 29 日は 岡山市平和の日

問福祉援護課　　086-803-1218　　086-803-1870
問岡山空襲展示室　　086-253-7070

岡山空襲について
　昭和20年６月29日未明、米軍の爆撃機Ｂ-29が岡山市街地
を空襲しました。約１時間半にもおよんだ空襲では、138機
のＢ-29がおよそ890トン、９万５千発もの焼夷弾を投下し、
岡山市は大火災となり、市街地の約63％を焼失しました。こ
の空襲により、1,700人を超える多くの尊い命が失われました。
　市では、恒久平和を願い、６月29日を「岡山市平和の日」
と定め、戦没者追悼式の挙行をはじめ、平和を祈念するさま
ざまな取り組みを行っています。

岡山空襲に関連する戦災資料を収集しています

　寄贈いただけるものがあれば岡山空襲展示室へお知らせ
ください。
収集品例

岡山空襲で投下された焼夷弾、空襲前後の市内の写真、死亡
診断書・り災証明書など当時の書類、空襲による高熱で変
形・変色した被災資料、防空ずきん・防毒マスクなどの防空
用品、戦時中の日常生活に関するもの（岡山空襲に直接関係
のない軍事用品などは、お断わりする場合があります）

◆岡山空襲展示室について

　岡山空襲に関する資料、空襲後のまちの様子や戦後の復
興の様子などがわかる写真パネルのほか、戦災にあった人
の体験談や動画を見ることができます。また、岡山市平和
の日にあわせて、特別展も毎年開催しています。入場は無
料です。

第45回 岡山戦災の記録と写真展

岡山空襲展示室開設10周年記念　

今、見つめなおす戦争・空襲・平和
日６月３日㈮～６月30日㈭（月曜は休館）
   各日10時～18時（入館は17時30分まで）　
場岡山シティミュージアム４階企画展示室（北区駅元町）
費入場無料

記念講演会

「戦争・空襲を継承する取り組みの現状と課題」
日６月18日㈯13時30分～15時30分　
場岡山シティミュージアム４階講義室　
定先着40人（無料）

第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付
支給内容第11回特別弔慰金として250,000円（年50,000円５
年償還）の記名国債　
要件令和２年４月１日に戦没者等の死亡に関する年金給付
の受給権者がいないこと　
対象者戦没者等の死亡当時の遺族で請求は戦没者等1人に
つき１人のみ
受付窓口各区役所市民保険年金課、各支所総務民生課、各
地域センター　
請求期間令和５年３月31日まで

※参加費用（実費）の目安は、海外地域の場合はおおよそ
200,000円～350,000円、硫黄島の場合はおおよそ20,000円～
30,000円です。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、展覧会・イ
ベントの中止、会期・内容の変更を行う場合があります。

戦没者慰霊巡拝（厚生労働省主催）
問申岡山県保健福祉課　　086-226-7320
　募集内容は下表のとおりです。実施時期や期間などは変
更になることがあります。旅費は国からの補助があります。

戦災死者名簿の公開および情報提供のお願い
　名簿は福祉援護課で閲覧できます。引き続き名簿の整備を
進めていますので、親族や知人に岡山空襲に関する戦災死者
がいる場合は、情報提供をお願いします。

 FAX




現在の県庁付近から西を見る

実施地域名

ビスマーク諸島

インド

トラック諸島

ミャンマー

硫黄島（１次）

フィリピン（１班）

フィリピン（２班）

フィリピン（３班）

硫黄島（２次）

10月８日㈯～10月15日㈯

10月20日㈭～10月26日㈬

10月21日㈮～10月26日㈬

11月10日㈭～11月18日㈮

11月８日㈫～11月９日㈬

２月16日㈭～２月23日㈷

２月28日㈫～３月１日㈬

６月10日㈮

６月17日㈮

６月21日㈫

６月22日㈬

７月15日㈮

９月14日㈬

10月25日㈫

実施予定時期 申込期限
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～個性を認め　みんなでつくろう　あしたの社会～～個性を認め　みんなでつくろう　あしたの社会～

　「性別等にかかわらず市民一人ひとりの個性が輝く“住みよいまち　住みたいまち”」（＝男女共同参画社会）の実現に
向け、６月21日～27日をさんかくウイークとしています。さまざまなイベントを開催しますので、ぜひご参加ください。

　　さんかくウイーク2022　実行委員会事務局
女性が輝くまちづくり推進課　086-803-1115 086-803-1845 　danjo@city.okayama.lg.jp
男女共同参画社会推進センター「さんかく岡山」（火曜休館）　086-803-3355 086-803-3344 　sankaku@city.okayama.lg.jp

申問

さんかくウイーク2022

実行委員長からの
メッセージ

佐々木 さくらさん

　みなさんの「個性」はどんなところですか？今年の
さんかくウィークでは男女共同参画社会についてはも
ちろんのこと、一人ひとりが自分自身のことについて
改めて考え直し、自分と向き合うことができるような
展示や企画も行います。委員たちが意見を出し合って
考え抜いたものばかりです。
　この機会にぜひイベントにお越しください。みなさ
んとお会いできることを楽しみにしています!

記念イベント

◆講演会　
教えて天達さん!
「気象と防災のおはなし」
～男女共同参画の視点を交えて

◆セレモニー 
　事業者表彰ほか

時間／13時30分～15時30分
場所／市民文化ホール（中区小橋町）
講師／天達 武史さん
定員／250人
※６月15日㈬までに申し込み要
託児あり（要予約）
要約筆記・手話通訳あり

※記載のない催しの会場はさんかく岡山（北区表町三丁目）です。

さんかく応援マルシェ
６月18日㈯10時～15時（売り切れ次第終了）
場所／さんかく岡山前

書道パフォーマンス　by岡山南高等学校
6月18日㈯11時～11時30分

本音でジェンダーを語りませんか（シンポジウム）
6月26日㈰13時30分～15時（要申し込み）

サイエンス×クッキング!～卵の変身を見てみよう～
7月２日㈯10時～13時（要申し込み）
対象／小学生とその保護者
場所／中国短期大学

大切な子どもを育むために知っておきたい基礎知識
～性の健康教育編～
６月23日㈭10時～12時（要申し込み）
安心できるパートナーと紡ぐ妊娠・出産・子育て
～妊娠編～
６月26日㈰10時～12時（要申し込み）

Ｚ世代に考えて欲しい　新・恋愛ルール
６月18日㈯13時30分～15時（要申し込み）
対象／18～30歳を中心に
　
私が「ホームヘルパー国家賠償訴訟」を起こした理由
７月２日㈯14時～16時（要申し込み）

『My Body,My Choice,My Happiness!』
私たちが一生元気で楽しく生きていくための
リプロって？対馬ルリ子先生と一緒に考える、
女性の身体とセクシュアリティ
７月３日㈰13時30分～15時（要申し込み）

絵本からみえるジェンダー
６月11日㈯・12日㈰
読み聞かせ：11時～、12時～、13時～、14時～、15時～
３択クイズで学ぶジェンダー問題
６月13日㈪～７月４日㈪
みんなの夢を描くパネル展示～In the Future～
６月13日㈪～７月４日㈪

開催イベント

講 演 会

展 示
ワークショップ

ポスター・イラスト応募作品展　
６月１日㈬・２日㈭　場所／市役所１階市民ホール
６月４日㈯～７月７日㈭　場所／さんかく岡山

※公民館や図書館での行事も複数あります。
　詳細は施設ガイド（P24）をご覧ください。

６19
㈰
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この一票　私にできる　国づくり

７月10日㈰は参議院議員通常選挙の投票日

▶年齢＝平成16年７月11日までに生まれた人
▶住所＝３月21日までに岡山市に転入し、引き続き居住している人選挙権のある人

投票について

▶投票時間…７時～20時

■代理投票
　身体の障害などにより、自分で投票用紙に候補者の氏名を記載
することができない場合には、投票事務従事者（市職員）の代筆
による投票ができます。投票所受付へ申し出てください。

■投票所来場カード
　来場カードは投票所出口に備え付けてありますので、希望者は
お持ち帰りください。

▶期日前投票期間

▶期日前投票所／対象者

※イオンモール岡山１階未来スクエア（北区下石井一丁目）
　７月１日㈮～３日㈰の各日10時～20時

　「投票所入場券」を世帯ごとにまとめて封書で郵送します。
入場券を紛失したり、持参し忘れたときは、投票所で本人確認
後、再発行します。

期日前投票
　新型コロナウイルスの感染を予防し、密を避けるためにも、
積極的にご利用ください。

（注）期日前投票所ごとの対象者以外は投票できません。
令和３年10月の衆議院議員総選挙時から変わった場所

不在者投票
◆不在者投票指定施設の病院や老人ホームなどに入っている
　人は、施設の管理者に申し出ると施設で投票できます。
◆一定の要件に該当する身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持
　っている人、介護保険の要介護区分が「要介護５」の人は、
　郵便などによる不在者投票ができます。（新型コロナウイ
　ルス感染症療養中の人も、郵便での不在者投票が可能）
◆他の市区町村に滞在していて投票日に投票所に行けない人
　は、滞在先の選挙管理委員会で投票できます。
◆電子申請サービスを利用して投票用紙を請求できます。

　（建部地区の５投票区、犬島投票区は18時まで）
６月23日㈭～７月９日㈯の各日８時30分～20時　

▶投票所…入場券に記載されている投票所
令和３年10月の衆議院議員総選挙時から変わった場所

投票所（期日前投票所を含む）での
新型コロナウイルス感染症対策について
　記載台や机、いすなどの消毒、換気を適宜実施し、投票事務
従事者はマスクおよびフェイスシールドを着用します。

◆ご来場の際は、マスクの着用をお願いします
◆新品の簡易鉛筆をお渡しします。鉛筆やシャープペンシル
　持参でも構いません。
◆消毒用アルコールを設置しますので、ご利用ください。アレ
　ルギーなどで消毒困難な人は、係員までお申し出ください。
◆投票所内では、一定の間隔を空けて、他の有権者との距離を
　確保しますので、ご協力お願いします。

投票所の混雑見込時間を市ＨＰに掲載します。期日前投票も積極的にご利用ください。

区

北区

東区

投票区

大元第１

福渡第１

西大寺第１

大宮

瀬戸第４

大元小学校 図工室

福渡小学校 屋内体操場
西大寺ふれあいセンター
２階ふれあいホール
旧大宮幼稚園

瀬戸町江尻レストパーク
管理棟

大元幼稚園

建部町Ｂ＆Ｇ海洋センター

西大寺小学校

大宮コミュニティハウス

江西小学校

イオンモール岡山 ※

各区役所

岡山ふれあいセンター（中区桑野）

御津支所

建部町公民館

瀬戸支所

灘崎支所

富山、福浜を除く各地域センター

瀬戸支所（東区瀬戸町瀬戸45）

上道地域センター（東区東平島191）

興除地域センター（南区中畦593）

瀬戸公民館（東区瀬戸町瀬戸54-1）

上道地域センター（東区楢原466）

中区

東区

南区

全区役所管内の人

各区役所管内の人

中区役所管内の人

御津支所管内の人

建部支所管内の人

瀬戸支所管内の人

灘崎支所管内の人

各地域センター管内の人

今回の投票所 前回の投票所 期日前投票所

区 今回の期日前投票所 前回の期日前投票所

対象者

岡山ふれあいセンター２階
ボランティアコーナー

興除地域センター仮庁舎
（南区中畦589-１）

岡山ふれあいセンター２階
第１研修室

北区 一宮地域センター（北区一宮638-1）一宮地域センター（北区一宮553-1）



 

 

問市選挙管理委員会事務局　　　086-803-1545　　086-224-1390
　各区選挙管理委員会事務局　北区　　086-803-1655　 中区　　086-901-1601　
　　　　　　　　　　　　　　東区　　086-944-5006 　南区　　086-902-3500

FAX

（　　　　　　　　　　　　）



ファジアーノ岡山
086-948-5654

子どもたちに夢を

2021-22シーズンも応援ありがとうございました

岡山シーガルズ

2022年度 日本代表チーム・火の鳥NIPPON 選出!!

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
丹羽孝希選手と谷垣佑真選手の契約がまとまりました。

■丹羽 孝希（にわ こうき）選手
　東京五輪メダリストの丹羽
孝希選手が岡山リベッツに２
シーズンぶりに復帰。
　実力とともに独創的なプ
レーで人気の高い選手で、パ
リ五輪も見据えて複数年契約
での基本合意です。

■谷垣 佑真（たにがき ゆうま）選手
　パリ五輪の代表を狙う谷垣
佑真選手が2022-2023シーズン
もリベッツでプレーします。
　テンポの速いバックハンド
攻撃を得意とし、次世代のプ
レースタイルで2021年はイン
ターハイ３冠を達成しました。

!

!

!

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

田中 雄大
【好きな食べ物】
豚丼
【今年やりたいこと】
試合に関わり続ける
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

①ユウダイ
②神奈川県
③1999年12月14日
④162cm／63kg

背番号

14 ＭＦ 佐野 航大
【好きな食べ物】
りんご
【今年やりたいこと 】
車の免許を取る
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

①こうだい
②岡山県
③2003年９月25日
④176cm／68kg

背番号

22 ＭＦ

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

　岡山シーガルズから３人が日本代表選手として選出されました!
　８月13日㈯・14日㈰には、ジップアリーナ岡山
にて「2022女子バレーボール世界選手権壮行試合
日本代表紅白戦　ミズノマッチ」が開催されます。
　皆さん、ぜひ会場へお越しください!

※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

６月４日㈯

試合開始 対戦相手 開催日

18:00 ツエーゲン金沢
試合開始 対戦相手

19:00 ＦＣ琉球６月18日㈯

スポーツ熱中
マスコット
キャラクター
ファジ丸
C 2004 F.O.S.C

!! !!

１年中バスケットが楽しめる　３ｘ３.EXE PREMIERリーグ開幕! !

92022.6月号2022.6月号

　トライフープ岡山は今月、5月28日に開幕した３ｘ３.EXE 
PREMIERリーグのレギュラーシー
ズン初戦を迎えます。今年はイオ
ンモール岡山での開催も予定して
いますのでお楽しみに!
　スケジュールなどの最新情報
は決定次第、随時公式ホーム
ページやＳＮＳにてお知らせい
たしますので、ぜひそちらもチ
ェックしてください!

　B3リーグ2021-22シーズンが
終了しました。新型コロナウイ
ルス感染症再拡大の影響で複数
の試合が中止され、これまでに
ないシーズンとなりましたが、
たくさんの応援に支えられ、最
後まで戦い抜く事ができました。
本当にありがとうございました。

公式ホームページは
こちら

たなか　 ゆうだい さ　の　 こうだい

宇
賀
神 

み
ず
き
・
初
選
出
！

金
田 

修
佳
・
初
選
出
！

宮
下 

遥
・

　年
連
続
選
出
！
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問岡山 みんなのおうちに太陽光事務局　　0120-623-100

■対象
　市内の住宅・事業所に設置を希望する人
　（太陽光パネルの設置容量10kw未満）

■募集期間
　8月31日㈬まで

■参加登録方法
　専用ＨＰ（　または「岡山 み
　んなのおうちに太陽光」と検索）から登録
　◆岡山市スマートエネルギー導入促進補助金と
　　併用可。
　◆詳細は専用ＨＰをご確認ください。

今月の

注目  岡山市！

　太陽光パネルや蓄電池の導入を検討している人を集
め、共同で一括発注することにより、お得に購入して
いただく事業です。参加登録から見積りまでは全て無
料で、最終見積りを確認して購入の判断ができますの
で、ぜひご参加ください。

太陽光パネル・蓄電池の共同購入事業の
参加者を募集します

　集中豪雨や長雨などの増加により、全国的に浸水のリ
スクが高まっています。平成30年7月豪雨では、河川に排
水しきれなくなった雨水が溢れだす「内水氾濫（ないす
いはんらん）」により、市内各地で浸水被害が発生しま
した。
　この内水氾濫による浸水が想定される地域の「浸水
（内水）ハザードマップ」について、市ＨＰでの公開と
窓口での配布を行っています。また、市ＨＰの地理情報
システム（ＧＩＳ）により周辺情報を確認することもで
きます。
　もしもの時に備え、浸水の
想定区域や避難場所などをご
確認いただき、被害軽減のた
めにご利用ください。
※本マップは、旭川など河川
堤防が決壊した場合を想定し
た洪水ハザードマップとは異
なります。
配布場所
　同課、各区役所・支所・地
域センター

一般ボランティア募集

■活動日
　11月11日㈮～13日㈰
■活動内容
　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、
　　　　ランナーサービス　
■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）をおかやまマラソンボ
ランティアセンター（実行委員会事務局内）へ郵送、ま
たは大会公式ＨＰにて以下の期間内に申し込んでくださ
い。（募集人数に達したら締め切り）
①５月９日㈪～７月31日㈰　②６月１日㈬～７月31日㈰

■日時
　①６月21日㈫18時～20時
　②７月７日㈭18時～20時30分
■場所
　①石山公園（北区石関町）
　②山陽新聞社さん太ホール前広場
　　（北区柳町二丁目）ほか　
■内容
　キャンドルイベント、ミニコンサートほか

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。　

浸水（内水）ハザードマップ
を公表しています
問下水道河川計画課　　086-803-1499

　キャンペーン期間中（６月21日～７月７日）、岡山市
を含む周辺８市５町（岡山連携中枢都市圏）において、
可能な範囲での消灯を呼び掛けています。６月21日およ
び７月７日を特別実施日としており、20時から22時まで
の一斉消灯をお願いします。

一斉ライトダウンキャンペーン2022
問環境保全課　　086-803-1282

関連行事　①ライトダウンオープニングイベント
　　　　　②七夕ライトダウンinおかやま2022









問申おかやまマラソン実行委員会事務局
　086-226-7908（ボランティア募集）　

11月13日㈰開催
おかやまマラソン2022に関するお知らせ
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今月の注目　岡山市！

問事業政策課　　086-803-1042
　中山間・周辺地域を対象に、持続可能な地域づくり
を目的とした、コミュニティビジネスの創出など、さ
まざまな地域課題に取り組む活動を支援するための補
助金を交付します（対象地域があります）。 
補助金制度の概略
●地域の未来づくり推進事業補助金



問西部幹線道路建設課
　086-902-3523

　４月17日に外環状線の一部となる
市道藤田浦安南町線（南区藤田～南
区浦安南町1.6km区間）が開通しま
した。
　笹ヶ瀬川へ新たな橋梁が整備され
たことにより、南区役所から国道30
号までが短時間で結ばれ、国道30号
など周辺道路の渋滞緩和や藤田地区
などへの救助・救急活動の迅速化が
期待されます。

　新型コロナに関連する地域課題に取り組む
市民団体の活動に対して、支援金を交付しま
す（詳細はＨＰをご確認ください）。
■対象　　 おかやまＥＳＤプロジェクト参加
　　　　　 団体またはつながる協働ひろば団
　　　　　 体検索サイト登録団体など
■支援額　 上限10万円
■申請期間 12月28日までに（要事前相談）

■支給対象　住民税非課税世帯以外で、申請時に市に住民
　　　　　　登録があり、新型コロナウイルスの影響を受
　　　　　　けて令和４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
■給付額　　１世帯当たり10万円
■手続方法　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
■受付期間　９月30日までに



がんばる地域の皆さんを応援します
地域の未来づくり推進事業

外環状線の一部区間が開通しました!

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


市民活動支援金 家計急変世帯への臨時特別給付金

概要

対象事業

補助期間

補助上限額

補助率

事前確認
期間

申請期間

さまざまな地域課題の解決に向けた、地域の未来づくり
計画に位置付けた事業に対して補助を行います。

（法人格無）ソフト：500万円・ハード500万円
（法人格有）ソフト：1,000万円、ハード：1,500万円

（地域密着型団体）ソフト、ハード　４/５以下
（テーマ型団体）ソフト、ハード　２/３以下

上期：４月１日㈮～６月30日㈭ 
下期：10月３日㈪～12月28日㈬
※必要書類や記載内容、関係法令への適合について
　確認を行う期間です。

上期：７月27日㈬～８月10日㈬
下期：令和５年１月27日㈮～２月10日㈮
※事前確認期間に確認を終えていることが必要です。

ソフト経費、ハード経費
３年から最大５年間

●地域活力創出事業補助金

概要

対象経費

補助期間

補助上限額

補助率

申請期間

※いずれの補助金も詳細については、ＨＰをご確認いただくか、
同課までお問い合わせください。

地域の産品などを活用した事業の
試行などに対して補助を行います。

ソフト経費
補助決定日から令和５年３月末日

９月30日㈮まで受付中
※事前に相談が必要です。

ソフト：10/10以下

45万円

「地域の未来づくり計画」個別支援（要申し込み）

　市職員や地域での実践者、
専門家が計画作りをサポート
します。地域に直接伺うこと
も可能ですので、計画作成の
早い段階でお気軽にお問い合
わせください。

FAX


問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）
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