
■不登校児童生徒数の推移（岡山県）
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■児童生徒が平日にゲームやインターネットなどで
　費やす時間（岡山県）

資料：「青少年の意識等に関する調査」（岡山県）

岡山県知事 

　子ども・若者は社会の宝であり、就任以
来、教育再生を重点施策の柱に位置づけ
全力で取り組んでまいりました。その結
果、令和3年度（2021年度）の全国学力・
学習状況調査の平均正答率が全国と同等
となり、非行率が知事就任時に比べ4分の
1以下に低下するなど、成果が着実に表れて
います。一方で、子ども・若者が抱える問題
は、いじめや不登校、ひきこもり、虐待など
多岐にわたり、また一人がいくつもの問題
を抱えるなど複雑な状況となっています。
　こうした中、すべての子ども・若者が健
やかに成長し、持てる能力を活かして自
立・活躍できる社会の実現に向け、今後も
一人一人の主体性を尊重しながら、さまざ
まな立場の皆さまと力を合わせて全力で
取り組んでまいります。

岡山県広報紙　晴れの国 おかやま ｜ 令和4年8月号 1

01 現状と課題File

県人口〈岡山県毎月流動人口調査〉／1,865,152人（男896,728人／女968,424人） ※令和4年（2022年）6月1日現在
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岡山県マスコット「ももっち・うらっちと仲間たち」
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　私たちは、貧困や孤立といった、さまざまな悩みを抱える子どもたちに寄り添
い続けるため、学生時代から子どもの居場所活動を運営しています。具体的な
活動としては、まず、親が夜勤などで家を空け、夜一人で過ごさなくてはならな
い子どもたちと、一緒にご飯を食べ、会話して、安心できる居場所「倉敷トワイ
ライトホーム」を運営しています。子どもの悩みを聞いて、セーフティネットにな
れるよう動いています。また、倉敷駅周辺で中高生限定無料カフェ「MUSUBI」
を開き、夜間に出歩いている中高生にほっと一息ついてもらうため声掛けをし
ています。そこでスタッフが子どもたちの声を聞き、状況に応じて専門機関へ橋
渡しを行います。時代と共に子どもを取り巻く環境は変わるので、現代にフィッ
トした支援を続けていきたいです。

▶悩みを抱える子どもたちのよりどころを目指して

一般社団法人
子どもソーシャルワークセンター

つばさ　代表理事

紀 奈那さん

Inter
view

 

子ども・若者を取り巻く社会環境と子ども・若者の状況
　本格的な人口減少社会の到来や、Society5.0への対応、グローバル化の進展、新型コロナ
ウイルス感染症の影響など、子ども・若者を取り巻く環境は大きく変化しています。

さまざまな困難を有する子ども・若者
　子ども・若者が抱える問題は、いじめや不登校、ひきこもり、貧困、虐待など、多岐にわたり、
一人が複数の問題を抱えるなど、複雑で多様な状況となっています。

子ども・若者を取り巻く家庭・地域環境
　子どもがゲームやスマートフォンに費やす時間の増加などによる家庭でのコミュニケーション
不足や、地域の人々のつながりの希薄化、インターネット上の誹謗中傷やSNSに起因する犯罪
被害の発生などが懸念される状況となっています。

これまでの取り組みや課題を踏まえ、

第3次岡山県子ども・若者育成支援計画を策定しました！
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（オンラインゲームを含む）

をする時間

ゲーム以外で

スマホや

インターネット、

SNSをする時間

※国立・公立・私立計

資料：「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

　　 （文部科学省、岡山県教育委員会）
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19．119．1 12．412．4 14．014．0 27．927．9 11．511．5 13．613．6 1．41．4

12．812．8 16．616．6 17．417．4 26．626．6 11．611．6 13．613．6 1．41．4

19．719．7 19．919．9 15．715．7 22．622．6 8．08．0 12．512．5 1．71．7

21．221．2 20．220．2 16．216．2 20．020．0 7．07．0 13．813．8 1．71．7

27．527．5 18．818．8 17．117．1 20．720．7 5．85．8 8．18．1 1．81．8

39．839．8 17．717．7 13．713．7 17．217．2 4．24．2 5．65．6 1．71．7

第３次岡山県子ども・若者育成
支援計画を策定しました

すべての子ども・若者の
健やかな成長と

自立・活躍に向けて

※計画の対象は、30歳未満の方としていますが、就労支援などの施策では40歳未満の方も対象としています。

オンラインで行われた「県庁☆子ども参観日」



●郷土や国の伝統・文化と異文化をともに大切にする心を持ち、豊かなコミュニケーション
能力などを身につけた人材の育成に取り組みます。

●Society5.0に向け、他者と協働しながら新たな価値を創造する
人材を育成するため、子どもたちの優れた能力、才能、個性を
伸ばす教育を推進します。

岡山県青少年総合相談センター ハートフルおかやま110

LINEで気軽に相談できます SNS相談@ハートフルおかやま110

岡山県広報紙　晴れの国 おかやま ｜ 令和4年8月号2

《お問い合わせ》 男女共同参画青少年課　TEL.086‐226‐0557

02 第3次岡山県子ども・若者育成支援計画  令和4（2022）年度～令和6（2024）年度File

すべての子ども・若者の健やかな成長と自立に向けた支援基本目標Ⅰ 困難を有する子ども・若者やその家族への支援基本目標Ⅱ

創造的な未来を切り拓く子ども・若者の応援基本目標Ⅲ 子ども・若者とともに育つ地域・社会づくり基本目標Ⅳ

新型コロナ感染症への取り組み
発熱などの症状が出た場合は、かかりつけ医や受診相談センターに電話相談の上、
必ず予約して受診してください。
問受診相談センター：各保健所（平日のみ）、または一般相談窓口（24時間対応）TEL.086-226-7877　FAX.086-226-7817

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

　「＃おかやまJKnote」は、高校生が自主的に集まり、地域活性化や課題の発
見、その達成への道筋を探ることなど、さまざまな活動を企画・実践する団体で
す。「高校生がやりたいことと、社会のニーズを組み合わせる」ことがコンセプ
ト。たとえば3年前から、「18サミット」というイベントを毎年主催しています。こ
れは、18歳成人について岡山から考えていくもので、主に法教育・消費者教育・
主権者教育というテーマのもと、同世代の来場者と共に学び合っています。今
年は模擬裁判や、模擬選挙などを行いました。また、エンディングで披露したバ
ンド演奏も忘れられない思い出です。こうした活動を通して、岡山のことを考え
る機会が増えましたし、実際にアクションを起こしていく行動力が身につきまし
た。これからも地域のために、できることから取り組んでいきたいです。

▶地域の課題に挑戦！高校生がアクション

＃おかやまJKnote

前代表 黒田 琉介さん（右）

代表 堀 亜季奈さん（左）

Inter
view

 

厚生労働省HP
新型コロナ
ワクチンQ＆A

岡山県HP
新型コロナワクチン
接種に関する情報提供

自分を守り、家族や友人を守るために、
1日も早いワクチン接種をお願いします。

数値
目標例

「人が困っているときは進んで助けている」と回答した児童生徒の割合
◆小学校6年生 ………［令和2年］44.7％

◆中学校3年生 ………［令和2年］43.4％

➡［令和6年］50.0％

➡［令和6年］50.0％

数値
目標例

「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがある」と回答した児童生徒の割合
◆小学校6年生 ………［令和2年］51.5％

◆中学校3年生 ………［令和2年］45.4％

◆県立高校生   ………［令和3年］67.6％

➡［令和6年］60.0％

➡［令和6年］50.0％

➡［令和6年］80.0％

数値
目標例

「子ども・若者支援地域協議会」など困難を有する
子ども・若者を支援する連携体制を整備している市町村数
◆［令和3年］4市町村 ➡［令和6年］10市町村

数値
目標例

おかやま子育て応援宣言企業のうち、従業員の仕事と家庭の
両立支援に積極的な「アドバンス企業」認定数
◆［令和2年］43社 ➡［令和6年］150社

※秘密は守ります。
※アクセス集中時は相談員の

応対が遅れることがあります。
※LINEのID・プロフィール写真

は相談員には見えません。

接種のご予約は、インターネットで簡単にできます！
　接種券に記載されている接種券番号（合計16桁）と接種される方のパスワード

（生年月日）を入力して「岡山県共通予約システム」からご予約ください。

　新型コロナワクチンの効果や副反応についての詳細な情報は、厚生労働省HP、
岡山県HPなどをご確認ください。

TEL.086-224-7110
（８：３０～２１：３０ 年末年始を除き年中無休）

■電話相談窓口《相談無料》
■面接相談（要予約）
■メール相談／sodan110@po1.oninet.ne.jp
■Ｆax／０８６-２３９-０８４５

　青少年や保護者の皆さんからのご相談にお答えします。青少年に関するどんな悩
みでも受け付けています。必要に応じて適切な相談窓口の紹介、公認心理師や高校中
退者などを支援する青少年ケアコーディネーターによる面接相談を行っています。

■期間／令和4年5/9（月）～9/29（木）《期間限定》
■時間／月曜8：45～12：45
　　　　木・土曜17：30～21：30
■相談できる人／岡山県内に在住、在学する子ども・若者

友だち追加は
こちらから

●安心して子育てをすることができるよう、社会全体で家庭教育を支援します。

家庭における教育力の向上1

●「地域の子ども・若者は地域で育てる」との観点に立ち、地域・学校・
家庭が連携して子ども・若者を育む関係づくりに取り組みます。

地域における教育力の向上2

●有害環境から子ども・若者を守るとともに、自らも危険を回避
する能力を身につけるよう支援します。

●長時間利用やネットいじめなど、スマホ・ネット問題の解決に取り組みます。

●男女共同参画社会の実現に向け、男女が共に家事・育児などに参画できる環境づくりに
取り組みます。　　　　　　　　　　

子ども・若者を取り巻く社会環境の整備3

●子どもたちが夢を育み、それに挑戦していく経験を通じて、意欲や自信などの「自分を
高める力」を育みます。

●郷土に愛着を持ち、持続可能な地域づくりに取り組むことができる人材を育成します。

次代の活力を生み出す人材の育成1

グローバル社会で活躍する人材の育成2

●ニートやひきこもり、障害、非行、いじめ、暴力行為、不登校問題、貧困など、困難を
有する子ども・若者の多様な背景に丁寧に向き合いながら、適切な支援を行います。

●子ども・若者自身やその家族の社会的孤立を防ぐため、相談窓口の充実や、関係機関・
団体の連携による一人一人に寄り添った支援に取り組みます。

困難な状況ごとの取り組み1

●子ども虐待の発生予防、早期発見・早期対応、自立支援までの
一貫した取り組みを行います。

●犯罪などの被害を受けた子ども・若者やその家族を支援します。

子ども・若者の被害防止と保護2

●規範意識や自尊感情、思いやりなど豊かな心を育むとともに、たくましく生きるための
健康づくりを進めます。

●子どもたちが落ち着いて学習できる環境の整備や、学力の向上に向けた取り組みを充実します。

子ども・若者の自己形成への支援1

●多様な体験活動の機会の提供や、より良い社会づくりに積極的
に参画していこうとする人材を育成します。

子ども・若者の自立を育む多様な交流2

●自分らしい生き方を実現できるよう、キャリア教育などに取り
組むとともに、就労支援を充実します。　

若者の職業的自立、就労支援3

子育て世帯生活支援特別給付金の支給について
　新型コロナウイルス感染症の影響や物価高に直面する、一定の所得額に達していない子育て世
帯に対し、児童1人あたり5万円の給付金が支給されます。多くの対象者には申請無しで既に支給
済みですが、次の条件に該当するのに給付金が支給されていない場合は、お住まいの市町村へ申
請の要否などについてお尋ねください。

岡山県飲食店感染防止対策第三者認証店「安全・安心 お得なクーポンキャンペーン」
　新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の基準をクリア
した第三者認証店でお得なクーポンキャンペーンを実施して
います。ぜひ、この機会にご利用ください。

問岡山県飲食店感染防止対策第三者認証事業 事務局　TEL.086-222-5611　受付9：00～17：00（平日）

■実施期間／令和4年（2022年）8/1（月）～31（水）
■クーポン取得方法・対象店舗／専用サイトをご覧ください。

問各市町村、または厚生労働省コールセンター　TEL.0120-400-903　受付9：00～18：00（平日）

■ひとり親世帯の方

■ひとり親世帯以外の方

／4月分の児童扶養手当受給者の方、公的年金の受給により児童扶養手当を受給
　出来ない方、家計が急変された方
／18歳未満の児童や20歳未満の障害のある児童を養育している住民税が非課税の方、
　家計が急変された方。なお、4月以降（2月末まで）に生まれたお子さんを含みます

専用サイトは
こちら

岡山県共通
予約システムは

こちらから



晴れ
の国 定検まやかお

知れば知るほど、

岡山県が

好きになる！

おかやま検定の答え【例題1】❷ 【例題2】❶

晴れの国おかやま検定

　カボチャは、蒸すことで甘みがぐっと増します。レンジだと簡単に蒸す
ことができ、加熱後に皮をとるとさらに簡単に作れます！カボチャは夏が
収穫時期で、ビタミンが豊富に含まれています。夏にぴったりのおいしい
おやつです。ぜひ作ってみてください。

問岡山県栄養改善協議会事務局（岡山県健康推進課内）  TEL.086-226-7328 

完全に固まる前に、空気を
含ませるように大きくかき混ぜてから

もう一度固めると、
よりなめらかに仕上がります！

●卵
●生クリーム

2個
200ml

●カボチャ
●きび糖(砂糖でも可)

200g（約1/6個）
60g

材料（4人分）

1人分の
栄養成分値

359ｋｃａｌ
4.9ｇ

25.3ｇ

エネルギー

たんぱく質

脂質

炭水化物

食塩相当量

26.9ｇ
0.2ｇ

①

②

③

カボチャは種と皮を取り除き、一口大に切って、耐熱容器に並
べる。ふんわりとラップをして600Wの電子レンジで5分程度
加熱して柔らかくする。
①のカボチャと砂糖、卵、生クリームをミキサーに入れて、なめ
らかになるまで混ぜる。
バットなどの容器に流し入れて冷凍庫で冷やし固める（約3時
間）。

作り方

総 社 市 栄 養 改 善 協 議 会

栄

養
委員おすすめ

　岡山城天守閣の大規模な改修を機に、岡山シティミュージアムでは、昨年度に

引き続き岡山城をテーマとする展覧会を開催しています。

　岡山城のリニューアルオープンを11月に控える今回は、岡山のまちを築いた

宇喜多直家、宇喜多秀家、小早川秀秋、池田光政、池田綱政の5人の人物に焦点を

当てています。この展覧会を通じて岡山城から

現在へ続く歴史の流れをたどり、まちの将来に

思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。

　また、展覧会に関連したミュージアム講座も開

催予定です。詳しくは、HPをご覧ください。

開催期間

10/2（日）まで岡山市

岡山シティミュージアム　TEL.086-898-3000問

県内各地の情報を発信！

●場　所／岡山シティミュージアム ５階展示室　
●時　間／10：00～18：00 ※入館は17：30まで。

●料　金／一般310円、高校生・大学生210円、
　　　　　中学生以下無料
●休館日／毎週月曜日 
　※月曜が祝日のときは開館し、翌日休館。 
　※ただし、8/22（月）、29（月）は開館。

横野和紙は古くからの伝統技法を受け継ぐ高級和紙で、金箔工芸には欠か

せない金箔を挟む「箔合紙」としても使用されている。この和紙が生産され

ている地域は次のうちどれか。

よこ の わ   し ふる でんとう う つ こうきゅう きんぱくこうげい かわ   しぎ ほう

ち いき つぎ

きんぱく はさ はくあい し し  よう わ  し せいさん

❶高梁市  ❷津山市  ❸真庭市  ❹新見市
たかはし し し し しつ やま ま  にわ にい  み

例題1 正答率45％

大粒のみずみずしい果肉と豊かな香りが

特徴で全国１位の生産量を誇るピオー

ネ。イタリア語で「開拓者」の意味を持つ

ピオーネだが、巨峰とある品種を交配し

て生まれた。その品種は次のうちどれか。

おおつぶ か にく ゆた かお

う ひんしゅ つぎ

ご かいたくしゃ

きょほう ひんしゅ こうはい

い   み も

とくちょう ぜんこく い せいさんりょう ほこ

❶カノンホール・マスカット  ❷シャインマスカット 

❸マスカット・オブ・アレキサンドリア  ❹瀬戸ジャイアンツ
せ  と
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例題2 正答率30％

岡山県観光連盟提供

岡山県議会事務局総務課　 TEL.086-226-7548    URL  https://www.pref.okayama.jp/site/gikai/問

県政に関する
大切な話題を
お届けしています

　岡山県が運営する結婚支援シ

ステム「おかやま縁むすびネット」

が今年の８月で５周年を迎えま

す。これまでに１８０組を超えるカッ

プルから、「結婚します」という幸

せな報告をいただいています。

　現在、５周年キャンペーンとし

て、８/３１（水）までに新規または

更新の登録をしていただいた方、

先着２００名様にクオカード５００円分をプレゼントしています。

　自宅に居ながらスマホやPCでお相手探しからお引合せの申込まででき、ますま

す便利になった「おかやま縁むすびネット」にぜひご登録、周りの方へのご紹介をお

願いします。詳しくは、「おかやま縁むすびネット」HPをご覧ください。

●総務委員会
●環境文化保健福祉委員会

●土木委員会
●文教委員会

●防災・環境対策・スポーツ振興
　特別委員会
●教育再生・子ども応援特別委員会

●決算特別委員会
●総合計画・行財政改革特別委員会
●地域振興特別委員会

県行政を６つの分野に分けて審査、調査を行います。

議会の運営に関する事項を協議します。

特に重要な事項について、審査、調査を行います。

●産業労働警察委員会
●農林水産委員会

　県議会には、定例会と臨時会があります。

　定例会は、２月、６月、９月、１２月の年４回知事が招集します

が、特別な事情があるときは、その前月または翌月に招集す

ることもあります。会期は２５日間前後です。

　臨時会は必要があるときに招集されます。

　本会議とは、全議員で行われる会議のことで、議会の権限

に関するすべての意思決定を行っています。公開されている

ので傍聴することができ、ケーブルテレビやインターネットで

も中継しています。

　委員会では、本会議から付託された議案、請願・陳情など

を審査します。

　議長に加藤浩久議員（自民 玉野市選出）、

副議長に太田正孝議員（自民 岡山市北区・

加賀郡選出）が選ばれました。

　代表質問（３人）、一般質問（２１人）が行われ、新型コロナウイルスワクチン接種の促進、

原油価格・物価高騰対策、ＪＲローカル線の維持・確保、観光振興など、県政の課題につい

て幅広く話し合われました。

本会議の様子は、インターネットでライブ

中継と録画配信を行っていま

す。パソコンやスマートフォン

などでご覧になれます。

本会議を見る

■ 傍聴

委員会を見る

■ インターネット中継

本会議は、議場の

傍聴席から、どなた

でも傍聴できます。

本会議当日、議会

棟１階で受け付け

をしてください。

委員会の様子は、委

員 会 視 聴 室のモニ

ターテレビで、どなた

でも視聴できます。

委員会当日、議会棟

１階で受け付けをし

てください。　岡山県議会インターネット中継

委員会

９/５（月）

９/８（木）

９/13（火）

開　　会

代表質問

一般質問

９/14（水）

９/15（木）

９/16（金）

一般質問

一般質問

一般質問

９/21（水）

９/29（木）

（一般質問予備日）

 閉　  会

おかやま出会い・結婚サポートセンター　TEL.０８６-２３６-０８０２問



TEL.086-235-7899（９：00～12：00）
※木・土・日・祝日はお休み

Eメール ninshin@okayama-u.ac.jp

スマート保健相談室

おかやま妊娠・出産サポートセンター

　県では、妊娠、出産、子育てや思春期の

からだの悩みなどを相談できる窓口「おか

やま妊娠・出産サポートセンター 妊娠・安

心相談室」を設置しています。一人で悩ま

ないでご相談ください。秘密は守ります。

　また、厚生労働省のWebサイト「スマート保

健相談室」では、からだや性・妊娠などに関す

る正しい情報や相談窓口を掲載しています。

　県内企業をオンラインで巡る会社見学

ツアーを開催します。各会社からの生中継

や若手社員と直接交流できるWeb交流

会もあるので、気になることをどんどん質

問しましょう！

　全８コース、各定員3０名。参加資格は、令

和6年（2024年）3月以降に卒業予定の岡

山県内外の大学・短大生などです。各コー

ス実施３日前までにお申し込みください。

　令和６年（2024年）に岡山県で開催され

る第74回全国植樹祭の記念事業として、

津山市阿波で植樹イベントを開催します。

サクラやモミジな

どの植樹のほか、

木工体験や林業

体験など盛りだく

さん！詳しくはHP

をご覧ください。

　「防災の日」は、大正12年（1923年）

9/1に発生し、10万人以上の死者・行方不

明者を出した関東大震災に由来していま

す。この日を含む8/30から9/5までを「防

災週間」としています。

　この機会に、ハザードマップの確認や、

水や食料の備蓄、非常持出品の準備をし

ましょう。また、

災害時には正確

な情報があなた

の命を守ります。

以下のような情

報源を活用して

ください。

　「おかやま まなびとサーチ」は、岡山県に

ゆかりのある人物、場所、テーマを題材に

した動画のポータルサイトです。VR工場見

学やお仕事紹介など、さまざまな動画を見

て、興味を持った施設には直接足を運び、

「本物」に触れて、さらに学びを深めてみて

はいかがでしょうか。キーワードは、「いつ

も『まなびと』たれ！」です。

　ご家族やご友人で岡山県へのUターンな

ど、移住を考えている方はおられませんか？

　県では、オンラインでのナイター移住相

談会を毎月第３木曜

日に開催しています。

日中は忙しい方も、ご

自宅などでゆっくり相

談できる好評のイベ

ントです。マンツーマ

ンでじっくりと相談で

きますので、ぜひご利

用ください。　

VS 静岡 SSU ボニータ

●場所／シティライトスタジアム

8/13（土）

9 / 4（日）

9/10（土）

VS レノファ山口FC

VS FC町田ゼルビア

VS モンテディオ山形

●場所／津山陸上競技場9/23（金・祝） VS 福岡J・アンクラス

ファジアーノ岡山 Ｊリーグ（Ｊ２リーグ）

岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ 日本女子サッカーリーグ（2022プレナスなでしこリーグ2部）

●場所／神原スポーツ公園10/9（日）

吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ岡山高梁 日本女子サッカーリーグ(2022プレナスなでしこリーグ2部）

問スポーツ振興課 TEL.086-226-7440 ※料金は各チームのHPをご覧ください。

スポーツインフォメーション

9 / 17（土）

9 / 2 5（日）

10/16（日）

VS V・ファーレン長崎

VS ベガルタ仙台

VS ブラウブリッツ秋田

岡山県公聴広報課では、フェイスブック、LINE、ツイッター、インスタグラムで最新情報をお届けしています。

イベントなどについては変更となる場合がありますので、事前にご確認ください。

お知らせ 募　集

お知らせ

お知らせ 募　集

お知らせ

前号の「晴れの国おかやま」について寄せられた、

ご意見・ご感想を紹介します。

避難確認のフローや非常持出品のチェックリ

ストなど、災害時のシミュレーションにとても

役立ちます。我が家は実際に水害を被りまし

たので、実際に必要なものが身に染みて分か

ります。いざというときに備え、準備しておき

たいと思います。（倉敷市・５０代）

今一度、防災グッズの中身や避難経路など、

自分達ができる防災について見直し、いつ来

るか分からない災害に備えておきたいです。

また、気象情報にも一層目を向けていきたい

と思います。（早島町・４０代）

あの日から4年がたちます。最近では、堤防の

かさ上げや高梁川の築堤など、復興がどんど

ん進んでいます。みんなが安心して暮らせるよ

うによろしくお願いします。（倉敷市・６０代）

岡山デスティネーションキャンペーンに期待し

ている。公式サイトを拝見したが、魅力的な企

画がたくさんでワクワクした。私も県外の親戚

や友人に、岡山の魅力を伝えていきたい。

（岡山市・１０代）

読者の声

令和4年（2022年）

9/9（金）

※当日消印有効。  ※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

応 募 方 法

❶郵便番号 ❷住所 ❸氏名 ❹年齢 ❺電話番号 ❻正解と思われた答えの番号  
❼本紙の感想 ❽メールアドレス（県のメルマガ配信を新たに希望される場合）

■はがき／〒700-8570岡山県公聴広報課「晴れの国おかやま8月号」係（住所不要）
■Eメール／harenokuni@pref.okayama.lg.jp「晴れの国おかやま8月号」係
■岡山県電子申請サービス／県HPのトップページから「県の広報」をクリックして
　広報紙「晴れの国おかやま」にお入りください（応募開始8月～）。

応募締切

記入
事項

宛先

QR

応募フォーム

岡山県が運営する結婚支援システム

「おかやま縁むすびネット」は、今年の

８月で何周年を迎えるでしょう？
Q

10
名様

晴れの国おかやま館 推薦

米粉パンケーキミックス
＆フルーツセット

お か や ま か わ ら 版

♦一部の市町村においては市町村広報紙と一緒にお届けします。市区町村役場の窓口、県庁、県民局、地域事務所、
　郵便局、コンビニ（ファミリーマート、セブン・イレブン、ローソン、ポプラ）などでも入手できます。
♦岡山県にお寄せいただいた個人情報は、それぞれの業務目的以外には使用いたしません。
♦岡山県では財源確保のため広告を掲載しています。

この広報紙は環境に配慮した
植物油インキを使用しています。

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

はがき・封書

▲

〒700-8570（住所不要）岡山県庁「県政への提言」係  FAX

▲

086-234-0500　
E メ ー ル

▲

teigen@pref.okayama.jp ※電話での受け付けは行っていません。

岡山県への施策提案や、事務事業の改善提案は「県政への提言」にお寄せください。

次号は10月発行（予定）

この紙面に記載している情報は7/ 7（木）時点のものです。

岡山県広報紙　晴れの国 おかやま ｜ 令和4年8月号4

危機管理課　TEL.086-226-7562問

実行委員会　TEL.086-226-7075問

岡山県中小企業団体中央会　TEL.086-224-2245問

中山間・地域振興課　TEL.086-226-7862問

教育庁生涯学習課　TEL.086-226-7596問健康推進課　TEL.086-226-7329問

　「かがわの食」の魅力発信を行う「かがわの食」Happyプロ
ジェクトでは、香川自慢の食材をおいしく楽しめる２つのレスト
ランフェアを８/５（金）から開催します。「香川の3ツ星オリーブ
レストラン」では、オリーブオイルやオリーブ牛などを使用した
お店オリジナルのメニューを、また「さぬきの地魚×香川の
銘店～イキな地魚うまいものフェア」では、地魚を使用した特
別メニューを県内の和・洋・中の飲食店約100店舗が提供しま
す。各店こだわりメニューをこの機会にぜひお楽しみください。

香川県からのお 知らせ ～岡 山 県のみなさんへ～

香川県交流推進部県産品振興課　

TEL.087-832-3383

問

●期間／８/５（金）～令和５年１/１５（日）

詳しくは

おかやま 
防災ポータル

iPhone Android

Yahoo！防災速報

●日時／８/１８（木）１８：00～２０：３０　
　※毎月１回・第３木曜日開催。

●場所／Zoomによるオンライン

●料金／無料 ※通信料は参加者負担。

　※オンラインがつながる場所であれば
　　どこでもご参加いただけます。

●日時／①８/１９（金）②８/２３（火）③８/２５（木）
④８/２６（金）⑤８/３０（火）⑥9/1（木）⑦9/2（金）
⑧9/6（火）　各日14：00～16：00

●場所／オンライン　●料金／無料

●日時／１０/８（土）9：00～17：00
●場所／津山市阿波
　（津山市阿波出張所、大ヶ山牧場跡地）
●参加資格／どなたでも ●募集人数／400名
●応募締切／8/31（水）必着


