
分野 詳細 種別 要件等 種別 概要

岡山市交通安全

母の会連絡協議

会

①地域活動をすす

めるために

市内の各交通安全母の会の連携を図り、交

通安全対策について研究協議することによ

り、交通事故のない明るい平和なまちづく

りに寄与する

②ボラン

ティアグ

ループ等

任意の非

営利組織

地区・学区交通安全母の会 ⑥その他 ■団体の活動に対し助成金を交付

■定期的な研修会・勉強会の開催や交通安全啓発グッズなど

の物品の配布

通年 生活安全課交通安全防犯室

電話：086-803-1106

地区・学区交通

安全対策協議会

助成金

①地域活動をすす

めるために

地区・学区の総合的な交通安全の推進を図

る

②ボラン

ティアグ

ループ等

任意の非

営利組織

地区・学区交通安全対策協議会 ⑥その他 ■交通安全啓発、交通安全教育等の事業に要する経費に対し

助成

■交通安全活動に必要な物品の配布

毎年６月３

０日まで

岡山市交通安全対策協議会

電話：086-803-1106

市民活動保険 ①地域活動をすす

めるために

市民活動中の活動者等の事故について障害

保険、賠償保険制度で支援

⑦その他 市民により自主的に組織され、岡山

市内に活動の本拠地を置いて計画的

に市民活動を行う市民活動団体等に

属し、活動を行う方（ボランティア

活動などを行う団体の指導者・ス

タッフ、または、清掃活動等の奉仕

性のある活動を直接的に実践する参

加者）、賠償責任については団体自

体も対象（※市民活動団体であって

も対象とならない事業があります）

⑥その他 ■傷害保険　入院１日3,000円　通院１日2,000円

　　　　　　　死亡300万円　後遺障害9万円～300万円

　

■賠償保険　身体賠償　１名につき１億円１事故２億円まで

　　　　　　　財物賠償　１事故１億円まで

　　　　　　　（免責5,000円）

事前申込不

要

（事故発生

後１か月以

内に申請）

市民協働企画総務課市民活動支援室

電話：086-803-1061

http://www.city

.okayama.jp/ne

twork/network_

00243.html

ＥＳＤ・市民協

働推進センター

①地域活動をすす

めるために

多様な主体が協働して課題解決をすすめる

ことができるよう、協働のコーディネート

等を行う

⑦その他 多様な主体 ④相談・

情報提

供・人材

紹介

市役所本庁舎２階市民協働企画総務課内に設置した協働コー

ディネートセンター。行政との協働をはじめ各種協働事業実

施についての相談に応じる。また、課題解決のためのワーク

ショップやリーダー養成講座などを開催している。

随時 市民協働企画総務課市民活動支援室

「ＥＳＤ・市民協働推進センター」

電話：086-803-1062

http://www.oka

yama-

tbox.jp/kyoudo

u/pages/7673

あっ晴れ！もも

太郎体操普及・

啓発事業

（介護予防セン

ター事業）

①地域活動をすす

めるために

体操の普及による身近な場所での継続した

介護予防活動の推進

⑦その他 週1回以上体操をする意欲のある5名

以上の高齢者のグループ

⑥その他 ■体操DVDの無償提供

■介護予防センター専門職による当初4回の指導、次年度以

降は年2回のオプション支援（体力測定・講話等）の実施

■フォーラムや交流会を開催し、意欲向上を図る

随時 地域包括ケア推進課

電話：086-803-1256

http://www.ci

ty.okayama.jp

/hofuku/tiikih

oukatsu/tiikih

oukatsu_0003

0.html

生活支援サービ

ス体制整備事業

①地域活動をすす

めるために

高齢者が住み慣れた自宅・地域で暮らして

いけるよう、支え合いの地域づくりを目指

し、見守りや通いの場、困りごと支援等の

活動創出、継続を支援する。

⑦その他 支え合いの地域づくりに関心のある

市民、組織、団体

⑥その他 地域での支え合いの取組みを支援する。

■シンポジウムや交流会などの開催

■支え合いの地域づくりに向けた話し合いの場づくり、情報

提供、ネットワークづくりのサポート

■地域概況などの情報提供、地域の取組み状況などの事例紹

介等

随時 地域包括ケア推進課

電話：086-803-1286

http://www.ci

ty.okayama.jp

/hofuku/tiikih

oukatsu/tiikih

oukatsu_0000

7.html
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生活・介護支援

サポーター養成

事業

①地域活動をすす

めるために

地域で高齢者への生活支援を行うための基

本的な知識を学ぶための講座を開講し、担

い手を養成する

⑦その他 地域での見守りやサロン活動等の支

え合い活動に興味を持たれている方

⑤研修

会・講習

会の開催

■フォーラム等の開催

■概ね10時間程度の研修講座を6福祉区公民館単位での実施

■フォローアップ講座の実施

広報誌等で

募集

地域包括ケア推進課

電話：086-803-1256

http://www.ci

ty.okayama.jp

/hofuku/tiikih

oukatsu/tiikih

oukatsu_0002

7.html
郷土民踊普及事

業

①地域活動をすす

めるために

郷土民踊の普及と育成をはかり、市民のレ

クリエーション活動やコミュニティ活動に

寄与し、地域の福祉文化の向上を図る

⑦その他 岡山市内の20人以上の団体 ⑥その他 郷土民踊講師の派遣、指導料の負担をする。 6月～8月 観光振興課

電話：086-803-1332

防災出前講座 ②防犯・防災 市民の防災意識の高揚を図る ⑦その他 防災に関する出前講座を希望する市

内の各種団体（町内会、小中学校、

企業）

③人材派

遣（出前

講座等）

市民の防災意識の高揚を図ることを目的として、市が実施し

ている各種の防災対策や個人、家庭での防災対策の重要性を

岡山市防災マニュアル等の配付により説明する。

随時 危機管理室

電話　086‐803‐1082

自主防災組織等

育成事業

②防犯・防災 市民の防災意識を高め、災害に備えて身近

な地域で共に助け合う「共助」を推進する

ため、自主防災組織の育成強化を図る。

①町内会

等地縁組

織

自主防災組織結成の届出をしている

こと

①補助

金・助成

金の支給

■避難活動準備助成金（2019年度限り）

対　象：自主防災組織（単位町内会）

助成額：【新規結成】「10万円+（世帯数×500円）」上限

　　　  　 【既存団体】「世帯数×500円」上限

■学区(地区)防災連絡調整助成金（2019年度限り）

対　象：連合町内会が結成する防災組織

助成額：上限30万円

■活動運営費助成金

対　象：自主防災組織（単位町内会）、連合町内会が結成する防災

組織

助成額：防災訓練または防災学習会の開催を条件として　上限2万

円/年

■地域防災マップ作成助成金

対　象：自主防災組織（単位町内会）、連合町内会が結成する防災

組織

助成額：上限3万円/3年に１回

随時 危機管理室

電話　086‐803‐1082

http://www.city

.okayama.jp/so

umu/bousai/bo

usai_00046.htm

l

防犯ボランティ

ア支援事業

②防犯・防災 防犯ボランティアの活性化及び地域の防犯

意識の向上

①町内会

等地縁組

織

防犯ボランティア団体等 ③人材派

遣（出前

講座等）

地域における自主防犯活動についてのアドバイスや出前講座

などを行う。

通年 生活安全課交通安全防犯室

電話　086-803-1106
http://www.city

.okayama.jp/shi

min/seikatsu/s

eikatsu_00289.

html

岡山市少年婦人

防火委員会

②防犯・防災 幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び婦人

防火クラブの運営指導について研究し、助

言し、クラブの健全な育成発展と組織の拡

大強化を推進することによって、市民の防

火思想の高揚及び家庭を中心とした地域社

会全般にわたる防火防災体制と救急救護体

制の一層の充実に資するため支援する。

①町内会

等地縁組

織

市民により自主的に組織され、岡山

市内に活動の本拠地を置いて計画的

に市民活動を行う市民活動団体等

⑥その他 補助金の交付

　幼年消防ｸﾗﾌﾞ（結成時のみ）　　　補助率５０/１００

限度額２万円

　少年消防ｸﾗﾌﾞ、婦人防火ｸﾗﾌﾞ　　補助率１００/１００

限度額５千円

研修会・講習会等を開催

随時 消防局　消防総務部　予防課

電話086-234-1199
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岡山市連合防火

委員会

②防犯・防災 学（地）区防火委員会相互の連絡を図り、

岡山市における火災防止対策を強力に推進

することとともに、救急救護の啓発普及を

図り市民生活の安定向上を期するため支援

する

①町内会

等地縁組

織

学（地）区防火委員会の代表者及び

岡山市連合婦人会の会長、副会長

⑥その他 ■補助金の交付

　補助率５０/１００　限度額３０万円

随時 消防局　消防総務部　予防課

電話086-234-1199

岡山市防火安全

協会

②防犯・防災 火災及び危険物事故等の災害防止と災害に

因る被害の軽減を図るため、消防機関の指

導・連携のもとに、自衛消防上必要な知識

と技術の研修を行い、防火思想の普及啓発

及び危険物施設の安全管理並びに自主防火

管理体制の強化を促進し、防火対象物及び

危険物施設の事業所の発展と社会公共の安

全及び福祉の増進に寄与するとともに会員

相互の融和親睦を図るため支援する

⑤企業そ

の他事業

者

協会の目的に賛同し入会を希望する

もの

⑥その他 ■補助金の交付

　補助率５０/１００　限度額２０万円

■研修会・講習会等を開催

随時 消防局　消防総務部　予防課

電話086-234-1199

雨水貯留タンク

設置事業

②防犯・防災 住宅などに降った雨をといから一時的に貯

めるためのタンクを購入費用を助成を行う

事業

⑥個人

⑤企業そ

の他事業

者

市内に土地の所有者また使用者で80

リットル以上の雨水貯留タンクを設

置する方

①補助

金・助成

金の支給

雨水貯留タンク本体及び付属品の費用 随時 下水道保全課

086-803-1491

申請窓口は、下水道保全課、瀬戸下

水道事務所、北部下水道事務所

http://www.ci

ty.okayama.jp

/gesui/hukyu

ukanri/hukyu

ukanri_00003.

html

浄化槽（10人槽

以下）改造事

業、浄化槽（10

人槽超）改造事

業

②防犯・防災 供用開始区域において、下水道への切り替

えに伴い、不要となった浄化槽を改造して

雨水流出抑制施設に転用に必要な費用を助

成する事業

⑥個人

⑤企業そ

の他事業

者

1)浄化槽(10人槽以下)改造事業

 　・不要となった10人槽以　下の

既設浄化槽を雨水流出抑制施設に改

造する事業。

 

2)浄化槽（10人槽超）改造事業

 　・不要となった10人槽超の既設

浄化槽を雨水流出抑制施設に改造す

る事業。

 　・1ヘクタール当たり300立方

メートル以上の貯留能力を有するこ

と。

①補助

金・助成

金の支給

不要となった浄化槽の改造費用 随時 下水道保全課

086-803-1491

申請窓口は、下水道保全課、瀬戸下

水道事務所、北部下水道事務所

http://www.ci

ty.okayama.jp

/gesui/hukyu

ukanri/hukyu

ukanri_00003.

html

雨水流出抑制施

設新設事業

②防犯・防災 3,000m2以上の開発行為、2,000m2建築行為

に伴う雨水流出抑制施設設置に対する助成

事業

⑤企業そ

の他事業

者

・敷地等の面積が3,000平方メート

ルを超える開発行為等を行う場合

に、雨水流出抑制施設を新規に設置

する事業

・1ヘクタール当たりの貯留能力

が、開発行為は300立方メートル、

建築行為等は200立方メートルを有

すること。

①補助

金・助成

金の支給

雨水流出抑制施設等設置に係る費用 随時 下水道保全課

086-803-1491

申請窓口は、下水道保全課、瀬戸下

水道事務所、北部下水道事務所

http://www.ci

ty.okayama.jp

/gesui/hukyu

ukanri/hukyu

ukanri_00003.

html
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止水板設置助成

事業

②防犯・防災 個人の浸水被害の防止、軽減を目的とし

て、止水板の設置費用を助成を行う事業

⑥個人

⑤企業そ

の他事業

者

浸水被害の恐れがある建物等の所有

者、または使用者

①補助

金・助成

金の支給

止水板及び止水板の設置に関連する工事 随時 下水道河川計画課計画係

086-803-1499

申請窓口は、下水道河川計画課

http://www.ci

ty.okayama.jp

/gesui/hukyu

ukanri/hukyu

ukanri_00003.

html

ブロック塀等撤

去事業

②防犯・防災 地震時におけるブロック塀等の倒壊による

被害及び倒壊後の通行の妨げを防止するた

め、ブロック塀等の撤去費用の一部を補助

する

⑥個人 ブロック塀等の所有者 ①補助

金・助成

金の支給

補助対象：市が指定する通学路等に面している民間所有の危

険なブロック塀等

補助金額：補助率３分の２　上限１５万円

平成31年4

月15日～平

成31年12月

13日予定

建築指導課建築安全推進係

電話番号

086-803-1445

http://www.ci

ty.okayama.jp

/toshi/kenchi

kusidou/kenc

hikusidou_003
木造住宅耐震改

修等事業

②防犯・防災 地震時における住宅倒壊等の被害から市民

の生命及び財産を守り、市域の減災を図る

ため、木造住宅の耐震改修等費用の一部を

補助する

⑥個人 木造戸建て住宅の所有者 ①補助

金・助成

金の支給

■耐震診断・補強計画

補助対象：木造戸建て住宅で昭和56年5月31日以前に着工し

たもの

補助金額：補助率定額　上限６万円（自己負担１万円）

■耐震改修等

補助対象：同上

補助金額：補助率２分の１　上限８０万円（全体改修の場

合）

平成31年4

月15日～平

成31年12月

13日予定

建築指導課建築安全推進係

電話番号

086-803-1445

http://www.ci

ty.okayama.jp

/toshi/kenchi

kusidou/kenc

hikusidou_000

17.html

防犯カメラ設置

支援事業

②防犯・防災 地域における自主的な防犯活動に対する取

り組みを支援する

①町内会

等地縁組

織

新たに防犯カメラを設置する町内会

等・自治会・商店街組合その他地域

的な共同活動を行う団体

①補助

金・助成

金の支給

防犯カメラの購入（賃借を含む）及び設置工事等に要する経

費のうち、３分の２以内を補助する。補助金額の上限は１台

につき２０万円で、台数の上限は１団体につき３台。

6月10日～7

月12日（予

定）

生活安全課交通安全防犯室

電話：086-803-1106

http://www.ci

ty.okayama.jp

/shimin/seika

tsu/seikatsu_t

00116.html

市有施設内への

事務所の使用許

可

③地域福祉(高齢者

支援等）

地域福祉の向上を図る活動を行う団体の市

有施設内への入居を許可する

⑦その他 社会福祉法人岡山市社会福祉協議会

ほか既に市有施設に入居をしている

団体

②物品・

場所等の

無償貸

与、使用

料の減免

福祉援護課が所管する市有施設（ふれあいセンター、ウェル

ポートなださき）内に事務所の設置を許可し、使用料を免除

する。

前年度２～3

月

福祉援護課

電話：086-803-1216

あっ晴れ！もも

太郎体操サポー

ター等人材育成

事業

③地域福祉(高齢者

支援等）

あっ晴れ！もも太郎体操を普及したり、継

続していけるよう支援したり、活動立ち上

げにかかわるなど、担い手を育成する

⑦その他 講座終了後、地域でボランティア活

動ができる方

⑤研修

会・講習

会の開催

■養成講座の開催（全6回、2時間/回）

■フォローアップ講座の開催

■定例会（年2回）の開催

秋ごろ 地域包括ケア推進課

電話：086-803-1256 http://www.ci

ty.okayama.jp

/hofuku/tiikih

oukatsu/tiikih

oukatsu_0003

0.html

http://www.city.okayama.jp/gesui/hukyuukanri/hukyuukanri_00003.html
http://www.city.okayama.jp/gesui/hukyuukanri/hukyuukanri_00003.html
http://www.city.okayama.jp/gesui/hukyuukanri/hukyuukanri_00003.html
http://www.city.okayama.jp/gesui/hukyuukanri/hukyuukanri_00003.html
http://www.city.okayama.jp/gesui/hukyuukanri/hukyuukanri_00003.html
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http://www.city.okayama.jp/toshi/kenchikusidou/kenchikusidou_00311.html
http://www.city.okayama.jp/toshi/kenchikusidou/kenchikusidou_00311.html
http://www.city.okayama.jp/toshi/kenchikusidou/kenchikusidou_00311.html
http://www.city.okayama.jp/toshi/kenchikusidou/kenchikusidou_00311.html
http://www.city.okayama.jp/shimin/seikatsu/seikatsu_t00116.html
http://www.city.okayama.jp/shimin/seikatsu/seikatsu_t00116.html
http://www.city.okayama.jp/shimin/seikatsu/seikatsu_t00116.html
http://www.city.okayama.jp/shimin/seikatsu/seikatsu_t00116.html
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http://www.city.okayama.jp/hofuku/tiikihoukatsu/tiikihoukatsu_00030.html
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分野 詳細 種別 要件等 種別 概要

令和元年度市民活動支援事業一覧

事業名

目的 支援対象 支援内容
募集

時期

問合せ先

（課室名・電話番号）

ＵＲＬ

介護予防教室 ③地域福祉(高齢者

支援等）

市内の全中学校区ごとに月に1回公民館等で

実施している。介護予防センターの職員

が、継続した介護予防活動に取組むための

介護予防プログラムの提供や動機づけを行

う

⑥個人 おおむね65歳以上の高齢者 ⑥その他 介護予防に関する講話をしたり、介護予防センターが開発し

た「あっ晴れ！もも太郎体操」を実施したりして、教室だけ

でなく、身近な地域でも自主的に継続して介護予防活動に取

組めるよう支援する。

■教室内容（例）

・運動、営為用、口腔、認知機能低下予防等のプログラム実

施

・身近な活動の場でもできるレクレーションの体験

・困りごとなどについてみんなで話し合う機会を持つ

・社会資源や生活に役立つ様々な情報の共有

随時 地域包括ケア推進課

電話：086-803-1256
http://www.ci

ty.okayama.jp

/hofuku/tiikih

oukatsu/tiikih

oukatsu_0003

0.html

認知症サポー

ター養成講座

③地域福祉(高齢者

支援等）

認知症についての地域住民への普及啓発と

して、キャラバン・メイトが「認知症サ

ポーター養成講座」を開催し、認知症の人

や家族を見守る認知症サポーターを１人で

も多く増やし、認知症になっても安心して

暮らせる地域づくりを推進する

⑦その他 岡山市民

（おおむね10名以上の方を対象に開

催）

⑤研修

会・講習

会の開催

地域や職場学校などで、認知症の基礎知識について、またサ

ポータとしてできることを学ぶ講座を開催する。（原則90分

程度の講座になります。）

随時（開催

希望の約1月

以上前に申

請）

高齢者福祉課

電話：086-803-1230
http://www.ci

ty.okayama.jp

/hofuku/kour

ei/kourei_002

03.html

認知症サポート

リーダー養成講

座

③地域福祉(高齢者

支援等）

認知症の人やその家族への適切なサポート

や、地域住民に対する啓発活動およびネッ

トワーク活動の実践ができる人材を養成す

る

⑥個人 認知症サポーター養成講座を受講し

た方

⑤研修

会・講習

会の開催

地域で認知症の方を支える認知症サポートリーダー養成講座

を開催する。講座終了後は岡山市のイベント協力や、リー

ダー同士の交流等を実施する。

平成30年度

募集

春～夏頃

高齢者福祉課

電話：086-803-1230

キャラバン・メ

イト養成研修

③地域福祉(高齢者

支援等）

認知症サポーター養成講座の講師役を養成

する

⑥個人 全国キャラバン・メイト連絡協議会

並びに岡山市が定める一定の要件を

満たした者

⑤研修

会・講習

会の開催

講座内容についての知識や、講座を行っていくためのワーク

ショップ等を行う。

平成30年度

募集

未定

高齢者福祉課

電話：086-803-1230

岡山市地域型認

知症カフェ運営

補助金

③地域福祉(高齢者

支援等）

認知症の人とその家族、地域住民、専門職

等の誰もが参加し集うことができるカフェ

の開設・運営を支援し、認知症の人やその

家族が地域の中で孤立することを防ぎ、家

族の負担軽減につながることを目指す

⑦その他 専門職、キャラバン・メイト、認知

症サポートリーダのうちいずれか1

人以上を含む団体等

①補助

金・助成

金の支給

認知症カフェの開設・運営に対して年額30,000円を上限に補

助する。

平成30年

度：4～8月

申請

高齢者福祉課

電話：086-803-1230

生活困窮者就労

訓練事業者支援

事業

③地域福祉(高齢者

支援等）

生活困窮者の自立を促進するため、生活困

窮者の状況に応じて支援付きの就労の機会

を提供している事業者を支援する

⑦その他 法人格を有すること等 ④相談・

情報提

供・人材

紹介

■就労訓練開始後も事業者に任せっきりにするのではなく、

自立相談支援機関がフォローする

■認定就労訓練事業を開始する際に必要となる備品及び消耗

品の購入ならびに印刷製本に係る経費について、定員の数に

応じ10～15万円を限度として補助金を交付する

随時 生活保護・自立支援課

電話：086－803－1349

http://www.ci

ty.okayama.jp

/hofuku/seiho

jiritsu/seihojir

itsu_00043.ht

ml
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分野 詳細 種別 要件等 種別 概要

令和元年度市民活動支援事業一覧

事業名

目的 支援対象 支援内容
募集

時期

問合せ先

（課室名・電話番号）

ＵＲＬ

地域猫活動支援

事業

④環境美化・環境

保全

所有者のいない猫を原因とする生活環境の

悪化を地域の問題とし地域ぐるみで理解

し、これらの猫の不妊去勢手術を施し、給

餌、給水、排泄物の処理や周辺清掃等の管

理を継続的に行い、徐々に被害を減らす

⑦その他 ・同一世帯でない２名以上の管理者

で構成された活動団体で活動地域に

半数以上が居住していること

・活動地域が明確で、その地域の町

内会長が活動の了解をしているこ

と。

・岡山市猫の適正飼養ガイドライン

に準拠した活動であること　等

①補助

金・助成

金の支給

活動団体が所有者がいないと確認した猫で、地域猫台帳で申

請している猫の不妊去勢手術代の額のうち、1匹について上

限10,000円を助成する。

■助成対象期間：助成金の交付決定を最初に受けた年度及び

次年度

■助成対象匹数：1回の申請は10匹以内とし、期間内20匹以

下

１次募集：4

月1日～12

日

1次募集終了

後随時（予

算額以内）

保健所衛生課動物衛生係

電話：086-803-1259

http://www.city

.okayama.jp/ho

fuku/eisei/eisei

_00815.html

環境パートナー

シップ事業（ア

ダプトプログラ

ム部門）

④環境美化・環境

保全

一定の市域内で実施する清掃や緑化、自然

保護活動等の自主的な環境づくり活動を支

援する

②ボラン

ティアグ

ループ等

任意の非

営利組織

市民団体や事業所等が、年３回以上

取り組む下記の環境づくり活動

ア　道路、河川、水路、公園、緑

地、遊園地等の清掃・美化・除草等

に関すること

イ　野生生物の保護・増殖及びそれ

らの生息・生育環境の保全・維持活

動等に関すること(但し、地域固有

の生態系に配慮していること)

ウ　生活排水対策実践活動やアイド

リング・ストップ活動等の都市・生

活型公害対策に関すること

エ　街路樹、並木、生垣、花壇、プ

ランター等の緑や草花等の育成・管

理に関すること

オ　公共緑地への特色ある緑の植栽

に関すること

カ　伝統的な町並み景観の保全や歴

史的な文化遺産の保全活動等に関す

ること

②物品・

場所等の

無償貸

与、使用

料の減免

活動に際して必要となる資材（軍手、ほうき、火ばさみ等）

を貸与する。

随時 環境保全課

電話:086-803-1284

Fax:086-803-1887

http://www.ci

ty.okayama.jp

/kankyou/kan

kyouhozen/ka

nkyouhozen_0

0116.html

身近な生きもの

の里事業

④環境美化・環境

保全

市内の身近な野生生物をシンボルとした環

境保全活動を市民と行政が協働で推進する

ことを通じて、それぞれの地域の特性に応

じた、身近な自然を大切にする地域づくり

を図ることを目的とする

②ボラン

ティアグ

ループ等

任意の非

営利組織

活動する地域の住民団体等であっ

て、地域の代表者（町内会長等）の

推薦のあるもの

※原則として、同一地域（おおむね

小学校区単位）に一団体とする

②物品・

場所等の

無償貸

与、使用

料の減免

■保全活動に必要な資材等の提供

■学習会の開催等に必要な経費（謝礼金等）の一部助成　等

随時 環境保全課

電話:086-803-1284

Fax:086-803-1887

http://www.ci

ty.okayama.jp

/kankyou/kan

kyouhozen/ka

nkyouhozen_0

0357.html
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分野 詳細 種別 要件等 種別 概要

令和元年度市民活動支援事業一覧

事業名

目的 支援対象 支援内容
募集

時期

問合せ先

（課室名・電話番号）

ＵＲＬ

出前講座

（ごみゼロ啓

発・食品ロス削

減のための講

座・環境ごみス

クール・環境学

習エコブン）

④環境美化・環境

保全

市民の皆さんのリクエストに応じて、皆さ

んのお手元へ、市の職員が出向き、行政の

取り組み、事業、施策などのお話を、職員

の専門知識を活かしてお届けするもの

①町内会

等地縁組

織

岡山市内在住・在勤・在学の概ね10

人以上で構成された団体・グループ

など

⑤研修

会・講習

会の開催

■ごみゼロ啓発講座

・岡山市のごみの減量化・資源化推進の状況、取り組みにつ

いて

 ・ごみの出し方・分け方・リサイクルについて

 ・食品ロス削減のための講座

■環境ごみスクール（小学生向け）

・岡山市のごみ減量化・資源化の状況とごみの出し方・分け

方・リサイクルについて

■環境学習エコブン

　（保育園、幼稚園の園児向け）

・岡山市のごみ減量化・資源化の状況とごみの出し方・分け

方・リサイクルについて

随時 環境事業課資源循環推進室

電話：086-803-1321

http://www.city

.okayama.jp/ka

nkyou/kankyouj

igyou/kankyouji

gyou_00145.ht

ml

美しく快適なま

ちづくり推進員

④環境美化・環境

保全

美しく快適なまちづくりを市内全域で進

め、市民一人ひとりのマナー意識の向上を

図る

⑦その他 個人：自宅周辺の道路、公園などの

清掃活動を自主的に年6回以上

事業者及び団体：事業所周辺や地域

の道路・公園などの清掃活動を年4

回以上

②物品・

場所等の

無償貸

与、使用

料の減免

軍手、火ばさみ、ほうきを年１回支給する。 随時 環境事業課資源循環推進室

電話：086-803-1321
http://www.ci

ty.okayama.jp

/kankyou/kan

kyousoumu/k

ankyousoumu

_00012.html

家庭用生ごみ処

理容器購入費補

助金

④環境美化・環境

保全

自主的に生ごみ処理器の購入を行おうとす

る一般家庭に対し、補助金を交付すること

により、家庭から排出される生ごみの再利

用を図り、あわせてごみの減量を促進する

⑥個人 ・市内に住所を有し、かつ、居住し

ている世帯主であること

・ 市税の滞納がないこと

・ 申請者又は同一世帯の方が過去5

年以内に市の補助を受けて生ごみ処

理容器を購入していないこと（1世

帯の補助台数に満たない場合を除

く）

①補助

金・助成

金の支給

■電気式生ごみ処理容器

１世帯につき1台まで

補助金の額は購入費（税込み）の半額とし、補助限度額は3

万円

■コンポスト容器又はぼかし等の容器

１世帯につき2台まで

補助金の額は購入費（税込み）の半額とし、補助限度額は3

千円

随時 環境事業課

電話：086-803-1298 http://www.city

.okayama.jp/ka

nkyou/kankyouj

igyou/kankyouji

gyou_00027.ht

ml

資源回収用物置

設置費補助金

④環境美化・環境

保全

資源回収団体に対し物置設置費補助金を交

付することにより、資源回収団体の活動を

推進する

⑦その他 資源回収推進団体 ①補助

金・助成

金の支給

■資源回収用物置の施設整備に要する工事費（補助限度額は

15万円）

随時 環境事業課

電話：086-803-1298

http://www.city

.okayama.jp/ka

nkyou/kankyouj

igyou/kankyouji

gyou_00029.ht

ml
資源回収推進団

体報奨金

④環境美化・環境

保全

自主的に資源回収活動を実施するPTA、町

内会、子供会等市民団体（以下「団体」と

いう。）に対して報奨金等

を交付することにより、活動を奨励し、

もって資源の再利用及びごみの減量を図る

⑦その他 次の各号のいずれにも該当する団体

とする。

(1)  地域住民で構成する団体である

こと

(2)  回収を年４回以上実施する団体

であること

(3)  営業を目的としない団体である

こと

①補助

金・助成

金の支給

■古紙類、 繊維類、ビン類、金属類、その他有価物の回収

の、実施回数分の回収量（ｋｇ）×5円

10月

3月

環境事業課

電話：086-803-1298
http://www.ci

ty.okayama.jp

/kankyou/kan

kyoujigyou/ka

nkyoujigyou_0

0143.html

http://www.city.okayama.jp/kankyou/kankyousoumu/kankyousoumu_00012.html
http://www.city.okayama.jp/kankyou/kankyousoumu/kankyousoumu_00012.html
http://www.city.okayama.jp/kankyou/kankyousoumu/kankyousoumu_00012.html
http://www.city.okayama.jp/kankyou/kankyousoumu/kankyousoumu_00012.html
http://www.city.okayama.jp/kankyou/kankyousoumu/kankyousoumu_00012.html
http://www.city.okayama.jp/kankyou/kankyousoumu/kankyousoumu_00012.html
http://www.city.okayama.jp/kankyou/kankyoujigyou/kankyoujigyou_00143.html
http://www.city.okayama.jp/kankyou/kankyoujigyou/kankyoujigyou_00143.html
http://www.city.okayama.jp/kankyou/kankyoujigyou/kankyoujigyou_00143.html
http://www.city.okayama.jp/kankyou/kankyoujigyou/kankyoujigyou_00143.html
http://www.city.okayama.jp/kankyou/kankyoujigyou/kankyoujigyou_00143.html
http://www.city.okayama.jp/kankyou/kankyoujigyou/kankyoujigyou_00143.html


分野 詳細 種別 要件等 種別 概要

令和元年度市民活動支援事業一覧

事業名

目的 支援対象 支援内容
募集

時期

問合せ先

（課室名・電話番号）

ＵＲＬ

からす等防護

ネットの貸与

④環境美化・環境

保全

からす等によるごみの散乱を防止し，もっ

て生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図

る

⑦その他 町内会等のごみステーション管理者 ②物品・

場所等の

無償貸

与、使用

料の減免

大（3メートル×4メートル）小（2メートル×3メートル）2

種類のネットをごみステーションの状況に合わせて貸与す

る。

随時 環境事業課

電話：086-803-1298

http://www.city

.okayama.jp/ka

nkyou/kankyouj

igyou/kankyouji

gyou_00028.ht

ml

おやこクラブ ⑤子育て支援・子

どもの健全育成

市内に居住する親と子の健康の保持増進を

図るとともに、親と子の仲間作りを行うこ

とにより、地域の子育て機能の活性化を図

るため、各地区おやこクラブの活動を支援

する

⑦その他 就園前の乳幼児とその保護者からな

る組織

⑥その他 ①組織の育成・継続への支援

②健康や育児の話、仲間作りへの支援

随時 北区中央保健センター

電話　086-803-1265

北区北保健センター

電話　086-251-6515

北区北保健センター御津・建部分室

電話　086-722-1114

中区保健センター

電話　086-274-5164

東区保健センター

電話　086-943-3210

南区西保健センター

電話　086-281-9625

南区南保健センター

電話　086-261-7051

健康づくり課　母子歯科保健係

電話　086-803-1264

http://www.ci

ty.okayama.jp

/hofuku/kenk

oudukuri/ken

koudukuri_00

056.html

青少年健全育成

地域教育懇談会

事業補助金

⑤子育て支援・子

どもの健全育成

青少年の健全育成・非行防止のために、町

単位の懇談会を開催し、各地域での実践活

動の中心となる保護者や地域住民に、青少

年の健全育成・非行防止の意識の高揚およ

び啓発促進を図る教育懇談会事業を奨励・

援助する

①町内会

等地縁組

織

市立中学校区を単位とする地区青少

年育成協議会（３６地区）

①補助

金・助成

金の支給

地区青少年育成協議会が、青少年の健全育成・非行防止のた

めに、保護者や地域住民等を対象として、町単位の懇談会を

実施するために補助金を交付する。

■補助金額　基礎額＋（過去3年間最大参加者数）×160円±

（調整）

４月 岡山市青少年育成協議会事務局

電話086-801-9455

岡山市子ども会

運営助成金

⑤子育て支援・子

どもの健全育成

地域子ども会の適切な活動を促進する ①町内会

等地縁組

織

岡山市教育委員会が定める運営基準

を満たしている地域子ども会

①補助

金・助成

金の支給

地域子ども会の運営に要する経費及び当該地域子ども会の実

施事業に要する経費を助成する。

■助成金額　基礎額＋（単位子ども会の会員数）×50円

4月～5月 岡山市子ども会育成連絡協議会事務

局

電話086-232-3422

外遊び体験推進

事業

⑤子育て支援・子

どもの健全育成

外遊びを通じた児童健全育成と地域ぐるみ

での子育ての気運を高める。

②ボラン

ティアグ

ループ等

任意の非

営利組織

岡山市プレーパーク普及事業プレー

リーダー養成講座を受講し、同講座

の修了証の交付を受けた者を３名以

上含む団体

①補助

金・助成

金の支給

外遊び体験推進事業を実施する際、補助金を交付する。

■補助金額　１団体５万円（上限）

随時 地域子育て支援課

電話：086-803-1224

http://www.city

.okayama.jp/ok

ayamakko/tiikik

osodate/tiikikos

odate_00048.ht

ml

http://www.city.okayama.jp/hofuku/kenkoudukuri/kenkoudukuri_00056.html
http://www.city.okayama.jp/hofuku/kenkoudukuri/kenkoudukuri_00056.html
http://www.city.okayama.jp/hofuku/kenkoudukuri/kenkoudukuri_00056.html
http://www.city.okayama.jp/hofuku/kenkoudukuri/kenkoudukuri_00056.html
http://www.city.okayama.jp/hofuku/kenkoudukuri/kenkoudukuri_00056.html
http://www.city.okayama.jp/hofuku/kenkoudukuri/kenkoudukuri_00056.html


分野 詳細 種別 要件等 種別 概要

令和元年度市民活動支援事業一覧

事業名

目的 支援対象 支援内容
募集

時期

問合せ先

（課室名・電話番号）

ＵＲＬ

子どもの居場所

づくり相談窓口

⑤子育て支援・子

どもの健全育成

貧困が世代を超えて連鎖することがないよ

う、子ども食堂や学習支援などの子どもの

居場所づくりを支援します。

⑦その他 子どもの居場所をつくりたい団体や

個人

子どもの居場所を支援したい団体や

個人

子どもの居場所を利用したい子ども

や個人

④相談・

情報提

供・人材

紹介

子ども食堂や学習支援など子どもの居場所に関する情報提

供、子どもの居場所づくりのアドバイス他。

通年 岡山市社会福祉協議会

北区中央事務所（086-225-4051）

北区北事務所（086-250-2007）

中区事務所（086-238-9200）

東区事務所（086-942-3260）

南区南事務所（086-263-0012）

南区西事務所（086-281-0027)

子どもの居場所

立ち上げ支援補

助金

⑤子育て支援・子

どもの健全育成

貧困が世代を超えて連鎖することがないよ

う、子ども食堂や学習支援などの子どもの

居場所を新たに立ち上げるたための経費の

一部を助成します。

⑦その他 岡山市内に本拠地のある非営利団

体・グループ（法人格の有無は問い

ません。個人での申請はできませ

ん）

①補助

金・助成

金の支給 子どもの貧困対策として実施するものです。

子ども食堂や学習支援など子どもの居場所を新たに立ち上げ

るための経費の一部を補助します。平成３１年度中に新たに

立ち上げる事業を対象とし、既存の事業は対象となりませ

ん。詳細は募集要項をご覧ください。

（１）対象事業要件（抜粋）

〇食事の提供や学習支援、社会体験などの事業を含む子ども

の居場所づくり

〇年間を通じて、月１日以上又は年１２日以上、１日２時間

程度実施する子どもの居場所

〇常駐できる責任者とスタッフ１名以上いること

〇１８歳未満の子どもの利用が概ね１０人程度見込めること

〇実施について地域住民の理解と協力が得られること

〇概ね３年程度の事業の継続が見込めること

（２）補助金額　対象経費の１０/１０以内　上限２０万円

一時募集：

６月２８日

締切

二次募集：

未定

こども福祉課（086-803-1221）又は

上記の子どもの居場所づくり相談窓

口

学生イノベー

ションチャレン

ジ推進プロジェ

クト

⑥地域活性化 大学生からのアイデアの提案・実践による

地域課題の解決や、起業へのチャレンジの

支援を通じて、人材育成と若者の地域定着

を目指す

④大学・

学校等

市内の大学及び短期大学並びに岡山

市と包括連携協定を締結している市

外の大学及び短期大学（以下、大学

等）の学生で構成される団体。以下

2部門。

＜学生ソログループ部門＞単一の大

学等の学生3名以上で構成されてい

る団体

＜学生ジョイントグループ部門＞複

数の大学等の学生で構成されている

団体

①補助

金・助成

金の支給

（１）活動費の補助

■補助金額　補助率10/10以内

○学生ソログループ部門：上限30万円/1団体あたり

○学生ジョイントグループ部門：上限60万円/1団体あたり

（２）コーディネーターによる支援や相談対応

（３）民間企業・NPO等による支援

4月～5月予

定

政策企画課

電話:086-803-1043

http://www.ci

ty.okayama.jp

/kikaku/kikak

u_00426.html

http://www.city.okayama.jp/kikaku/kikaku_00426.html
http://www.city.okayama.jp/kikaku/kikaku_00426.html
http://www.city.okayama.jp/kikaku/kikaku_00426.html
http://www.city.okayama.jp/kikaku/kikaku_00426.html


分野 詳細 種別 要件等 種別 概要

令和元年度市民活動支援事業一覧

事業名

目的 支援対象 支援内容
募集

時期

問合せ先

（課室名・電話番号）

ＵＲＬ

地域の未来づく

り推進事業【30

年度新規】

⑥地域活性化 中山間・周辺地域の活性化を目的としたコ

ミュニティビジネス創出活動に対する支援

⑦その他 ①地域密着型団体：特定の地域の住

民、そこで活動する地域住民主体の

各種団体、ＮＰＯ法人、株式会社等

の法人格を有する団体が、組織化し

た団体（対象地域内において、原則

として、概ね小学区単位で組織化し

た１０人以上の団体）

②テーマ型団体：特定の地域に限ら

ず活動する、地域密着型団体以外の

ＮＰＯ法人、株式会社等の法人格を

有する団体※地域内の住民との協力

関係が必要

⑥その他 ・概要：中山間・周辺地域における持続可能な地域づくりを

目指し、コミュニティビジネスの創出など、様々な地域課題

の解決に取り組むための活動への補助

・対象経費：ソフト経費・ハード経費

・補助期間：３～５年間

・補助上限額（総額）：法人格あり：ソフト1000万円、ハー

ド1500万円

法人格なし：ソフト・ハード　各500万円

・補助率：地域密着型団体4/5以下、テーマ型団体2/3以下

①7.16～8.9

②2020.1.14

～2.7

事業政策課

電話086-803-1042

http://www.ci

ty.okayama.jp

/seisaku/soug

oukeikaku/so

ugoukeikaku_t

00018.html

: ⑥地域活性化 中山間・周辺地域の活性化を目的としたコ

ミュニティビジネス創出活動に対する支援

⑦その他 複数の個人又は団体からなる、構成

員が2人以上の団体

⑥その他 ・概要：地域の伝統文化や産品等を活用した事業の試作、試

行、ブラッシュアップへの補助

・対象経費：ソフト経費

・補助期間：翌年２月末日まで

・補助上限額（総額）：ソフト　４５万円

・補助率：ソフト　１０/１０以下

6.3～9.30 事業政策課

電話086-803-1042
http://www.ci

ty.okayama.jp

/seisaku/soug

oukeikaku/so

ugoukeikaku_t

00018.html

岡山市区づくり

推進事業

【地域交流部

門】

【地域活動部

門】

⑥地域活性化 区民が主体的に企画運営する地域活性化イ

ベント及び地域課題解決の取組を公募し支

援

⑦その他 10人以上の構成員で組織され、代表

者が実施区内に在住し、区内で活動

する団体

①補助

金・助成

金の支給

（1）地域交流部門

区民主体で企画・運営する区の特色を活かした地域交流イベ

ントを募集し、採択した事業の経費の一部を助成する。

■身近な交流部門（小学校区・地区で実施されるもの）

補助率1/2 上限40万円

■広域交流部門（２以上の小学校区・地区で実施されるも

の）

補助率1/2 上限200万円

（2）地域活動部門

地域住民組織を含む、NPO法人やボランティア団体等多様な

主体の協働を進め、地域課題を解決するための継続的な取組

を募集し、採択した事業の経費の一部を助成する。

■補助率1/2 上限200万円（※新規事業の立ち上げ年度に限

り補助率4/5）

平成31年度

2期募集：

6月

平成32年度

１期募集

：12月～1

月

北区総務・地域振興課

　電話　086-803-1656

中区総務・地域振興課

　電話　086-901-1602

東区総務・地域振興課

　電話　086-944-5038

南区総務・地域振興課

　電話　086-902-3502

市民協働企画総務課

（ESD・市民協働推進センター）

　電話  086-803-1062

http://www.city

.okayama.jp/ne

twork/network_

00287.html



分野 詳細 種別 要件等 種別 概要

令和元年度市民活動支援事業一覧

事業名

目的 支援対象 支援内容
募集

時期

問合せ先

（課室名・電話番号）

ＵＲＬ

同行通訳・翻訳

ボランティア

⑥地域活性化 市民レベルの自発的国際交流活動を促し、

市民一人ひとりの国際感覚の醸成とホスピ

タリティの向上を図ること。また、外国人

市民の方の日本での生活の手助けをするこ

と。

⑦その他 (1)国・地方公共団体とその関係機関

(2)国際交流・国際協力事業を行う公

共団体

(3)その他、岡山市国際交流協議会が

適当と認めた営利を目的としない団

体及び個人

③人材派

遣（出前

講座等）

同行通訳・翻訳の必要がある場合に、提供する。

（※同行通訳・翻訳は、原則的には無報酬。ただし、交通費

などの実費については当事者同士で相談。）

随時 国際課

TEL:086-803-1112

FAX： 086-225-5408

kokusaika@city.okayama.lg.jp

岡山市国際交流協議会事務局

友好交流サロン

TEL: 086-234-5882

FAX: 086-234-5878

Email:kokusaika_salon@city.okayam

a.lg.jp

http://www.ci

ty.okayama.jp

/shimin/koku

sai/index.htm

ホ－ムステイボ

ランティア

⑥地域活性化 来岡外国人に、生活習慣をはじめとする

様々な日本の文化を理解し、日本の家庭生

活を体験する機会を提供すること。

ホストファミリーに、多様な文化と直接触

れ合い、交流や理解を深める機会を提供す

ること。

⑦その他 (1)国・地方公共団体とその関係機関

(2)国際交流・国際協力事業を行う公

共団体

(3)その他、岡山市国際交流協議会が

適当と認めた営利を目的としない団

体

⑥その他 ホームステイを希望する来岡外国人に、岡山市内の国際交流

活動に理解と熱意のある家庭で、家族全員がホームステイボ

ランティアの趣旨に賛同している家庭を紹介する。

（※ホ－ムステイボランティアは、原則的には無報酬。ただ

し、食事代・交通費などの実費については当事者同士で相

談。）

随時 国際課

TEL:086-803-1112

FAX： 086-225-5408

kokusaika@city.okayama.lg..jp

岡山市国際交流協議会事務局

友好交流サロン

TEL: 086-234-5882

FAX: 086-234-5878

Email:kokusaika_salon@city.okayam

a.lg.jp

http://www.ci

ty.okayama.jp

/shimin/koku

sai/index.htm

文化紹介ボラン

ティア

⑥地域活性化 市民レベルの自発的国際交流活動を促し、

市民一人ひとりの国際感覚の醸成とホスピ

タリティの向上を図ること。また、日本と

外国の文化を広く紹介することで多文化共

生社会の推進を促進すること。

⑦その他 (1)国・地方公共団体とその関係機関

(2)国際交流・国際協力事業を行う公

共団体

(3)その他、岡山市国際交流協議会が

適当と認めた営利を目的としない団

体

③人材派

遣（出前

講座等）

華道、茶道、書道、着付等の日本文化紹介や日本語指導、外

国語絵本読み聞かせ、外国文化紹介等を行う。

（※文化紹介ボランティアは、原則的には無報酬。ただし、

交通費・材料費などの実費については当事者同士で相談。）

随時 国際課

TEL:086-803-1112

FAX： 086-225-5408

kokusaika@city.okayama.lg..jp

岡山市国際交流協議会事務局

友好交流サロン

TEL: 086-234-5882

FAX: 086-234-5878

Email:kokusaika_salon@city.okayam

a.lg.jp

http://www.ci

ty.okayama.jp

/shimin/koku

sai/index.htm

http://www.city.okayama.jp/shimin/kokusai/index.htm
http://www.city.okayama.jp/shimin/kokusai/index.htm
http://www.city.okayama.jp/shimin/kokusai/index.htm
http://www.city.okayama.jp/shimin/kokusai/index.htm
http://www.city.okayama.jp/shimin/kokusai/index.htm
http://www.city.okayama.jp/shimin/kokusai/index.htm
http://www.city.okayama.jp/shimin/kokusai/index.htm
http://www.city.okayama.jp/shimin/kokusai/index.htm
http://www.city.okayama.jp/shimin/kokusai/index.htm
http://www.city.okayama.jp/shimin/kokusai/index.htm
http://www.city.okayama.jp/shimin/kokusai/index.htm
http://www.city.okayama.jp/shimin/kokusai/index.htm


分野 詳細 種別 要件等 種別 概要

令和元年度市民活動支援事業一覧

事業名

目的 支援対象 支援内容
募集

時期

問合せ先

（課室名・電話番号）

ＵＲＬ

空家等適正管理

支援事業

⑥地域活性化 空き家の再生活用や、適正管理を促進する

ために、リフォーム又は除却費用の一部を

補助する

⑦その他 空き家の所有者又は所有者の承諾を

得た者

①補助

金・助成

金の支給

リフォーム後の建物又は除却後の跡地について、地域の活性

化に活用することを条件に（※最低でも10年間は活用するこ

と）費用の一部を補助する。

■リフォーム補助

補助対象：空家法第2条第1項に規定する空家等

補助金額：補助率2/3　上限150万円

■除却補助

補助対象：空家法第2条第2項に規定する特定空家等

補助金額：補助率4/5　上限200万円

平成31年5

月7日～平成

31年12月20

日予定

建築指導課　空家対策推進室

電話：086-803-1410

http://www.ci

ty.okayama.jp

/toshi/kenchi

kusidou/kenc

hikusidou_002

88.html

岡山市芸術祭企

画提案事業助成

⑦その他 文化芸術団体や市民グループ等が主体的に

取り組む意欲的で創造的な文化芸術事業に

対して、その事業費の一部を助成し、文化

芸術団体等と岡山市芸術祭実行委員会が協

働して事業を実施することにより、本芸術

祭の充実と発展を図り、岡山市全体の文化

芸術の振興に寄与する

⑦その他 岡山市内に活動拠点を置き、文化芸

術活動を行っている文化芸術団体等

で、次のいずれかに該当するもの

①一般社団法人、一般財団法人、公

益社団法人、公益財団法人（ただ

し、地方公共団体が基本金その他こ

れに準ずる資金を出資している法人

を除く）

②特定非営利活動法人

③法人格を有しないが、次の要件を

すべて充たしている団体

ア　定款に類する規約等を有するこ

と

イ　団体の意思を決定し、執行する

組織が確立されていること

ウ　自ら経理し、監査する等会系組

織を有すること

④複数の団体で構成される実行委員

会等で次の要件をすべて充たしてい

る団体

ア　応募時点で実行委員会等が設立

されていること

イ　構成団体の中から財政負担及び

運営を中心になって担う中核団体を

定め、当該中核団体が上記の①～③

①補助

金・助成

金の支給

岡山市芸術祭の期間中に岡山市内で各団体が企画実施する文

化芸術事業（イベント）に対し助成する。

■助成対象経費の3分の1以内（上限100万円）

平成32年度

募集：平成

32年2月

岡山市芸術祭実行委員会事務局（公

益財団法人岡山市スポーツ・文化振

興財団内）

電話　086-232-7811

http://www.city.okayama.jp/toshi/kenchikusidou/kenchikusidou_00288.html
http://www.city.okayama.jp/toshi/kenchikusidou/kenchikusidou_00288.html
http://www.city.okayama.jp/toshi/kenchikusidou/kenchikusidou_00288.html
http://www.city.okayama.jp/toshi/kenchikusidou/kenchikusidou_00288.html
http://www.city.okayama.jp/toshi/kenchikusidou/kenchikusidou_00288.html
http://www.city.okayama.jp/toshi/kenchikusidou/kenchikusidou_00288.html


分野 詳細 種別 要件等 種別 概要

令和元年度市民活動支援事業一覧

事業名

目的 支援対象 支援内容
募集

時期

問合せ先

（課室名・電話番号）

ＵＲＬ

消費生活出前講

座

⑦その他 市民に、消費生活センターに多く寄せられ

ている相談内容や悪質業者の手口を知って

いただき、悪質商法の被害にあわないため

の知識を習得していただくことを目的とす

る。

⑦その他 岡山市内在住の方で概ね5人以上の

グループ・団体

③人材派

遣（出前

講座等）

悪質商法等に関する情報をお知らせし、被害を未然に防止す

るため「出前講座」を行なう。

テーマ：「だまされないぞ悪質商法」「契約トラブルにあわ

ないために」「知らないと損をするだましの手口」など要望

に応じて

講座内容：悪質商法の手口紹介、再現ドラマＤＶＤ、契約ク

イズ、心理チェック、断り方の練習、受講者参加のロールプ

レイングなど

通年 生活安全課消費生活センター

電話　086‐803‐1105

http://www.city

.okayama.jp/shi

min/seikatsu/s

eikatsu_00046.

html

市民協働推進モ

デル事業補助金

⑦その他 市との協働でより効果的に課題解決が進む

事業を公募し助成

⑦その他 岡山市内で活動する10名以上で構成

するNPO法人等の市民団体

①補助

金・助成

金の支給

市民と行政の協働により、より効果的に課題解決が進む事業

を公募し、採択した事業の経費の一部を助成し、一般行政施

策化のモデルとして岡山市と協働で実施する。市の関係課と

事前協議の上、協働提案することが必要。

■NPO提案型：NPO法人等市民団体が解決を目指したい社

会課題の解決のための事業を補助

補助金額：補助率4/5以内（※上限200万）

■行政提案型：市の担当課から提示した課題について解決の

ための事業を補助補助金額

補助率：5/5以内（※上限200万円）

平成32年度

募集：10月

～1月頃

市民協働企画総務課

（ESD・市民協働推進センター）

　電話　086-803-1062

http://www.oka

yama-

tbox.jp/kyoudo

u/pages/2430

岡山ESDプロ

ジェクト活動支

援助成金

⑦その他 環境、国際理解、防災、福祉、地域活性化

など、様々な分野におけるESD活動を支援

し、活動の充実・拡大を図る

⑦その他 岡山ESDプロジェクト参加団体また

は新たに登録を希望する団体（ただ

し、国・県・市及びそれぞれの外郭

団体は除く）が実施するESD事業

①補助

金・助成

金の支給

■新たに協議会に登録する団体及び、平成28年４月1日以降

に参加登録した団体

　助成金額：上限15万円

　補助率：申請する総事業費の5/5以内

■協議会への登録が平成28年３月31日以前の団体で、本助成

金への申請が、今回で３回以内の団体

　助成金額：上限10万円

　補助率：申請する総事業費の4/5以内

■本助成金を３回以上受けた団体または、事業

　助成金額：上限５万円

　補助率：申請する総事業費の4/5以内

4月 岡山ESD推進協議会事務局

（ESD推進課内）

086-803-1354

http://www.city

.okayama.jp/es

d/top.html

http://www.city.okayama.jp/esd/top.html
http://www.city.okayama.jp/esd/top.html
http://www.city.okayama.jp/esd/top.html


分野 詳細 種別 要件等 種別 概要

令和元年度市民活動支援事業一覧

事業名

目的 支援対象 支援内容
募集

時期

問合せ先

（課室名・電話番号）

ＵＲＬ

人権啓発活動補

助金

⑦その他 人権意識の高揚を目的とした団体が行う事

業を公募し助成

③ＮＰＯ

法人等公

益法人

自発的かつ自主的に行う営利を目的

としない公益活動に該当し、かつ広

く市民の間に人権尊重の理念を普及

させ、及びそれに対する市民の理解

を深めることを目的とする全市的な

講演会又は集会の開催等

①補助

金・助成

金の支給

活動に要した費用の２分の１の範囲内で１００万円を上限と

して助成する。

前期募集

4～5月頃

後期募集

9月頃

人権推進課

電話:086-803-1070
http://www.city

.okayama.jp/shi

min/jinken/jink

en_00016.html

市民協働事業

（市民企画事

業）

⑦その他 市との協働でより効果的に女性が輝くまち

づくりの推進及び男女共同参画社会の形成

が促進する事業を公募し、基準で定められ

た経費を市が負担

⑦その他 「さんかく岡山」の登録団体又は女

性が輝くまちづくりの推進及び男女

共同参画に理解のある市内市民団

体・グループ

⑥その他 市民と行政の協働により、より効果的に女性が輝くまちづく

りの推進及び男女共同参画社会の形成が促進する事業を公募

し、審査会において採択された事業の経費の全部又は一部を

市が負担する。（※募集期間内に「さんかく岡山」へ企画提

案をしていただく必要有、事前相談可）

前期：2～3

月

後期：7～8

月

岡山市男女共同参画社会推進セン

ター「さんかく岡山」

電話：086-803-3355
http://www.city

.okayama.jp/shi

min/danjo/danj

o_00071.html

ＥＳＤコーディ

ネーター養成講

座

⑦その他 ＥＳＤの視点と企画のノウハウを学ぶこと

を通じて、持続可能な社会づくりに向けた

講座や企画を行える人材育成を行う

⑥個人  岡山地域において、地域コミュニ

ティ、市民活動、公民館、学校、学

習施設、企業などで、持続可能な社

会づくりに向けた地域や地球の課題

に関する学習の企画や活動を行って

いる方、また、これから行おうとし

ている方で１８歳以上の方

⑥その他 ■研修の実施（３回+相談会） 9月 岡山ESD推進協議会事務局

（ESD推進課内）

086-803-1354 http://www.oka

yama-

tbox.jp/esd/

岡山ＥＳＤプロ

ジェクト参加団

体への登録

⑦その他 岡山地域と地球の未来について、共に学

び、考え、行動する人が集う岡山地域を実

現するために、様々団体・組織が連携して

いく

⑦その他 岡山地域で、持続可能な社会づくり

の取組を進めている各種団体等（市

民団体、企業、教育機関などを含

む）

③④⑤

相談、学

習会の開

催

■岡山ＥＳＤプロジェクト参加団体（2019/3月現在２87団

体・組織）のネットワークを活かした情報提供

■「おかやまＥＳＤなび」ＨＰや岡山ＥＳＤ推進協議会行事

での活動紹介の機会提供

■学習会や国内外のＥＳＤ活動の交流行事の開催

団体登録は

随時

岡山ESD推進協議会事務局

（ESD推進課内）

086-803-1354 http://www.oka

yama-

tbox.jp/esd/

おかやまＮＰ

Ｏ・ボランティ

アサイト「つな

がる協働ひろ

ば」

⑦その他 行政・民間に関係なく岡山のすべてのボラ

ンティア・ＮＰＯに関する情報を市民が簡

単・便利に継続的に入手できるようにする

とともに、市民参画のきっかけづくりや場

づくりを行い、活動を行う市民や団体、行

政、企業等を相互に連携させ、市民協働の

まちづくりを推進する

⑦その他 岡山のボランティア・ＮＰＯ活動を

行う市民や団体、行政、企業等

④相談・

情報提

供・人材

紹介

ボランティア・ＮＰＯに関するイベント、講座情報、ボラン

ティア募集情報、行政と市民との協働の取組紹介などの情報

を発信する。

随時 市民協働企画総務課

電話：086-803-1061

http://www.o

kayama-

tbox.jp/kyoud

ou/
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