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新型コロナウイルスに関するお知らせ
令和４年６月10日時点の情報です

新型コロナワクチン全般の
最新情報はこちら▶

コロナ禍での熱中症予防

問保健管理課　　086-803-1307ワクチンの４回目接種について
　市では４回目接種を進めています。ご自身が４回目接種の対象者かどうか必ずご確認ください。

接種券　発送スケジュール 接種券について

３回目接種時期

令和４年１月31日まで
令和４年２月１日～15日
令和４年２月16日～28日

３回目接種を受けた人には全員、４回目接種券が届きま
すが、４回目接種の対象外の人は、接種が受けられませ

んのでご注意ください。現時点では対象でない人も今後、
対象者となる場合がありますので、届いた接種券は捨て

ずに大切に保管してください。　

接種の予約
①インターネット予約（県共通予約システム）
※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
③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）

発送時期

⇒　　発送済み
⇒　　令和４年７月15日
⇒　　令和４年７月29日

対     象　　　３回目接種から５カ月が経過した下記のいずれかに当てはまる人
　　　　　　（A）60歳以上の人
　　　　　　（B）18歳～59歳で基礎疾患をお持ちの人、その他重症化リスクが高いと医師が認める人
ワクチン　　　ファイザー社　または　武田／モデルナ社

　マスクの着用は基本的感染対策として重要ですが、気温・湿度ともに高くなるこれからの季節は、熱中症への対策も
　必要になります。

のどが渇いていなくて
も小まめに水分補給し
ましょう。

熱中症は自宅でも発生し
ます。室内を涼しく保ち、
エアコン使用中も、小ま
めに換気をしましょう。

屋外で人が密集していない
場所や、会話をほとんどし
ない場合は、適宜マスクを
外して涼みましょう。

各種支援・相談窓口

市民の皆さんへ
各種支援・相談情報はこちら　▶

事業者の皆さんへ
各種支援・相談情報はこちら　▶

NPO法人向け
支援情報はこちら　　　　　　▶

各種支援・相談窓口

市民の皆さんへ
各種支援・相談情報はこちら　▶

市民の皆さんへ
各種手続き関係はこちら　　　▶

事業者の皆さんへ
各種支援・相談情報はこちら　▶

その他ご相談
差別、偏見、いじめや家庭・
職場内暴力、不審な電話など
でお悩みの人

採用情報
（会計年度任用職員）

NPO法人向け
支援情報はこちら　　　　　　▶

集団接種会場

会　場

イオンモール岡山５階　　　　⇒　　  ７月１日～９日
岡山コンベンションセンター　⇒　　  ７月21日～27日

[時間変更]７月から13時～18時で接種

※７月21・22日は３階。23～27日は１階

期　間

 FAX
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問救急課　　086-234-9967

問被災者支援本部（危機管理室内）　　086-803-1082

コロナ禍ならではの熱中症にも注意
マスクを着用していると熱がこもりやすく、体温が上昇す
るなど身体に負担がかかることがあります。

屋外で人と十分な距離（２ｍ以上）が取れる場合は、マス
クを外しましょう。
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平成30年７月豪雨の被災者の皆さんへのお知らせ

　平成30年７月に発生した西日本豪雨の被災者の皆さんに心よりお見舞い申し上げます。市で行っている支援の状況に
ついてお知らせします。
　まだ申請手続きをされていない人は、お早めに手続きをお願いします。また、個々の事情に応じた相談については、
各担当窓口までお問い合わせください。

※各区役所へは代表電話（☎086-803-1000）からおつなぎします。
支援内容 申請期限など 窓口 電話番号

り
災
証
明

手
数
料
免
除

事業用（店舗・工場・事務所等の建物や
設備、資材、商品等）　※住宅を除く
農水産業用の施設（ハウス、倉庫等）、
機械等

住民票の写し・印鑑登録証明書手数料の
免除

り災証明書は、被災に対する各種の支援を受
けるときに必要です。各支援制度には期限が
ありますので、利用を検討されている人は、
お早めにり災証明書を申請してください。

☎086-803-1325

18ページ下段参照

☎086-803-1166

☎086-803-1033

各区役所農林水産振興課※
各支所産業建設課

税制課

産業振興・雇用推進課

区政推進課

市税証明手数料の免除 当分の間継続

当分の間継続

温度や湿度が高い中で、体内の水分
や塩分のバランスが崩れ、体温の調
節機能が働かなくなり、さまざまな
障害を起こします。
熱中症は命に関わる大変恐ろしい病
気ですが、「予防」できる病気です。

喉が渇いていなくても、
小まめに水分を摂ろう!

外出のときは、
涼しい服装と、帽子
などの日よけ対策を!

室内でも我慢せず、
エアコンや扇風機を
上手に使おう!

症状 対応

めまい・立ちくらみ
こむら返り・手足のしびれ

すぐに救急車要請
（119）

頭痛・吐き気・脱力
集中力や判断力の低下

意識障害（会話がおかしい）
けいれん・運動障害

＋
119

熱中症を予防するためには？
熱中症ってどんな病気？

熱中症になってしまったら？

改善しなければ
病院を受診

涼しい場所へ移動
・安静
・体を冷やす
・水分と塩分補給

×

涼しい場所へ移動
・安静
・体を冷やす
水分と塩分補給
誤って肺に入る危険性が
あるため

低

危
険
度

危
険
度

↑

↓

↑

↓
高



ウエルカムコンサート出演者募集

「支えあう・響きあう・一つになる」のキャッチコピーのもと、コロナ禍においても、岡山発
信の多様なジャンルの音楽で、市民に明日への活力を届ける岡山ならではのオリジナリティあ
ふれる音楽祭です。共にイベントを盛り上げませんか？

問岡山文化芸術創造　　086-224-1950（北区表町1-5-1 岡山シンフォニーホール）

エンターテイメントチャレンジプラス
出場者募集
問山陽新聞社広告本部「エンターテイメントチャレンジプラス」　　086-803-8015（北区柳町二丁目1-1）

岡山中心部であなたの演奏を披露するチャンス!

　岡山発のミュージシャンを発掘する、アマチュアミュージシャン公開コンテスト。音楽祭実行委
員会が優勝者の今後の音楽活動を応援します。
　多くの聴衆、そしてレコード会社など審査員の前で歌や演奏を披露するチャンスです!

対象　　　個人またはグループ（音楽のジャンルは問いません）
１次審査　９月中旬頃に、書類・デモ音源・映像による審査
決勝　　　10月１日㈯
　　　　　山陽新聞社さん太ホール（北区柳町二丁目）で開催
申し込み　応募用紙に写真、歌詞、デモ音源（ＣＤまたはＭＤ）、
　　　　　デモ映像を添えて８月22日までに

◆チャレンジ部門　　　日時　９月24日㈯12時～（予定）　
　　　　　　　　　　　場所　岡山駅エキチカひろば

◆ライブ・スター部門　日時　９月25日㈰11時～（予定）　
　　　　　　　　　　　場所　岡山駅東口駅前広場　

対象は県内在住者で、個人または15人以下のグループ
応募資格・演奏時間・ジャンルなどの詳細はＨＰをご確認ください。

音楽大好き市民が奏でる
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今年の夏はＤＣを楽しもう！
ＤＣ（デスティネーションキャンペーン）は、ＪＲグループと県内市町村などで開催する大型観光キャンペー
ンです。７～９月は岡山県が舞台。市内でもさまざまなイベントが開催されます。

全体問い合わせ　観光振興課（℡086-803-1332）　イベントの詳細はそれぞれのホームページなどでご確認ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イベント開始後にページが公開されるものもあります）　　

リアル謎解きゲーム

宗治公からの挑戦状

たけべハピジェニックポイントラリー

おかやま旭川遊覧クルーズ

旭川キャッスルビューカヌー

旭川★星降る川辺の物語
岡山市と瀬戸内市を周遊するお得なツアーです。
詳細は℡086-224-8824（下電観光バス）

瀬戸内満喫周遊ツアー

巡って楽しむ!フルーツ王国
おかやま満喫クーポン

緒方洪庵ゆかりの地を歩く!
陣屋町足守めぐり

日本遺産「桃太郎伝説」の地を巡る

吉備ロマン無料循環バス

桃に恋した岡山カレー 
食べ歩きスタンプラリー

西川夏あかり

◆岡山カレーフェスティバル

詳細は、パンフレット「岡山ハレバレとりっぷ」（各区役所・支所・地域センター、公民館などで配布）またはＨＰをご確認ください。

陣屋町足守

備中国分寺・
こうもり塚古墳

龍泉寺

造山古墳

最上稲荷

高松城址公園

吉備津神社

吉備津彦神社

岡山駅西口
鬼ノ城バス乗り換え（有料）
（８～９月の指定日運行）

サンロード吉備路

予約不要の無料バスで、吉備王国ロマンや歴史の
町並みをダイレクトに結びます。
期７月16日～９月25日の土・日曜、祝日
場岡山駅西口発着、各停留所（乗降自由）

特典付きスタンプラリーで、
名物メロンジュースをゲット!
期７月16日㈯～９月25日㈰
場足守プラザなど足守地区

メロンジュースがもらえるよ!

桃のチャツネを使った「岡山カレー」
の店舗をハシゴしませんか。
期７月１日㈮～９月30日㈮
場市内約40店舗

カレーやフルーツの店が集う３日間の祭典です。
期９月17日㈯～19日㈷11時～20時（最終日17時まで)

家族で楽しめる謎解きゲームです。
期７月１日㈮～10月31日㈪　場高松城址公園

スマホを片手にポイントをめ
ぐり、建部の美しい風景と温
泉を楽しもう。
期７月16日㈯～９月30日㈮
場たけべ八幡温泉
　など建部地区

ＶＲで蘇る!備中高松城の戦い
パソコンやスマホから体験!
磯田道史さんの解説動画も必見です!

ＤＣ期間中は夕暮れクルーズも実施!　期毎日

初心者でも楽しめるカヌー体験　期土・日曜、祝日

石山公園一帯を「天の川」
をテーマに幻想的な光で彩
ります。
期７月20日㈬～11月27日㈰

◆飲食イベントも開催します。 
７月29日㈮・30日㈯、
８月５日㈮・６日㈯・13日㈯・14日㈰

西川緑道公園を、和の灯り
で染めます。夏の散歩を楽
しんで!
期７月20日㈬～８月31日㈬

３つの店舗で使える合計3,000円相当のクーポンを販売!
期７月１日㈮～９月30日㈮　費1,500円（購入はコンビニなど）
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８月１日から

家庭ごみ有料指定袋の減免申請
受け付けが始まります 環境事業課

086-803-1297、1298
Ｆ086-803-1876

問

FAX

　ごみ処理手数料減免対象者に、８月～令和５年７月分の有料指定ごみ袋を配布します。
　該当する人は減免申請してください。
※建部地区の人は、建部地区の指定ごみ袋を交付しますので、建部支所での申請をお願いします。

１　要件など　下表のとおり。２歳未満の乳幼児については、出生時または転入時の１回のみの交付となるの
　　で、すでに交付を受けている人は、対象となりません。
　　※小袋（20ℓ）を配布します。世帯状況などにより小さい袋を希望する人は申し出てください。同枚数の
　　　特小袋（10ℓ）を配布します。
　　（例…小袋150枚を特小袋150枚に交換）　
　　※受け取りの際には、マイバックの持参をお願いします。
２　配布方法　８月１日㈪から、各申請場所で受け付けを開始します。⑶低所得世帯の場合、申請の約２週間
　　後に審査結果を通知しますので、該当となった場合には通知書を窓口に持参してください。
　　　また、８月１日㈪～31日㈬（土・日曜、祝日を除く）の間、市役所１階多目的ルームに臨時受付場所を
　　設けますので、ご利用ください。ただし⑵生活保護世帯と⑷障害者で紙おむつの支給を受けている人は、
　　管轄の福祉事務所のみでの申請となります。
３　配布枚数　申請した月から令和５年７月末までの月数に応じた枚数の有料指定ごみ袋を交付します。
４　代理人による申請　⑶低所得世帯の人以外の場合、代理人による申請も可能です（持参品は下表参照）。
　　⑶低所得世帯の場合は、生活状況を確認する必要があるので、原則同一世帯員による申請が必要です。
５　重複申請　⑴～⑶の要件については、重複申請できません。⑷⑸の要件についても同様です。ただし、⑴
　　～⑶の要件のいずれかと⑷⑸の要件のいずれかとは、重複申請できます。

要 件 最高配布枚数 申 請 受 付 場 所 持 参 が 必 要 な も の
 ● 環境事業課
 ● 各区役所ごみ対策班（東区
　役所は総務・地域振興課）、
　各支所・地域センター・福
　祉事務所

＜本人の場合＞
 ● 有効な手帳
＜代理人の場合＞
 ● 対象者本人の有効な手帳
 ● 代理人の身分証明書

 ● 世帯員全員の前年中の収入状況を確
　認できる書類（源泉徴収票、確定申
　告書（控）、年金支払通知書、雇用
　保険受給資格者証など）
 ● 家賃などを必要とする世帯について
　は、家賃が分かるもの（賃貸契約書
　など）

＜代理人の場合＞
 ● 代理人の身分証明書

＜本人の場合＞
 ● 有効な介護保険証
＜代理人の場合＞
 ● 対象者本人の有効な介護保険証
 ● 代理人の身分証明書
＜要介護３の場合＞
 ● 紙おむつを使用していることが確認
　できる書類（レシートなど）

 ● 環境事業課
 ● 各区役所ごみ対策班（東区
　役所は総務・地域振興課）、
　各支所・地域センター・福
　祉事務所

 ● 環境事業課
 ● 各区役所ごみ対策班（東区
　役所は総務・地域振興課）、
　各支所・地域センター・福
　祉事務所

 ● 管轄の福祉事務所

管轄の福祉事務所
※御津・灘崎・瀬戸・建部支
所管内は別途お知らせします。

⑶　低所得世帯
市が定めた基準（生活保護基準相
当額 ×1.05）より低所得の世帯
※世帯人員、年齢、家賃の額など
で異なるため、詳細はお問い合わ
せください。

⑴　重度の障害者
 ● 身体障害者手帳１級または２級
　の所持者で在宅の人
 ● 療育手帳Ａの所持者で在宅の人
 ● 精神障害者保健福祉手帳１級の
　所持者で在宅の人

⑷　障害者で紙おむつの支給
　　を受けている人
岡山市障害者日常生活用具給付事業に
基づき紙おむつの支給を受けている人

⑸　要介護者
 ・介護保険法で規定する要介護４
　または５で在宅の人
 ・介護保険法で規定する要介護３
　で紙おむつを使用している在宅
　の人

⑵　生活保護世帯

100枚

＜単身世帯＞
70枚

＜２人以上世帯＞

150枚

＜単身世帯＞
70枚

＜２人以上世帯＞

150枚

150枚

150枚

低所得世帯の基準例
※かっこ内は世帯員の年齢

世 帯 状 況 基 準 月 額
（68歳）
（78歳と72歳）
（33歳と29歳と４歳）

75,275円および家賃（上限あり）
117,852円および家賃（上限あり）
149,027円および家賃（上限あり）

高 齢 単 身 世 帯
高 齢 ２ 人 世 帯
子どものいる世帯

10 市民のひろば おかやま市民のひろば おかやま



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

岡山芸術創造劇場　-ハレノワのいま-

川辺の時間を日常風景に　‒旭川河畔-

ただいま岡山。
おかえり岡山城。

◆緞帳寄付者
　㈱天満屋 様  ㈱源吉兆庵ＨＤ 様

▲緞帳デザインの決定報告の様子

鶴見橋西詰の堤防上や
遊歩道で実施中!
12月25日まで。

11月３日にリニューアルオープンを控えた大規模改
修中の岡山城。完成が待ち遠しいです。

岡山城の新MVが公開されました。
過去の動画も合わせてご覧ください。

◆第３弾　新ＭＶ

▶

◆第２弾MV ◆第１弾MV

▲現在の岡山城の様子

土・日曜、祝日を
中心にキッチンカー出店

▼建設中のハレノワ

建設中のハレノワに行ってきまし
た。だんだんと完成に近づいてい
ることを実感しました。
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