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～ものづくり企業の販路開拓とグリーン成長支援～

岡山県知事 

　すべての県民が明るい笑顔で暮らす
「生き活き岡山」の実現のためには、地
域経済の発展や雇用の受け皿の確保な
ど、本県の活力を生み出す原動力となる
産業の振興が大変重要です。
　県では、新型コロナウイルス感染症で
多大な影響を受けた県内企業を支援する
ため、感染対策を講じた上で「おかやまテ
クノロジー展（ＯＴＥＸ）」の開催やオンラ
インを活用した販路開拓支援、ポストコロ
ナを見据えた新技術・新製品の開発支援
などを行っています。
　コロナ禍による社会経済の変化や、地
球温暖化への対応を、成長の機会と捉
え、県内企業それぞれのニーズや強みを生
かした生産性の向上や製品の高付加価値
化に取り組み、さらなる「稼ぐ力」の向上
につなげたいと考えています。
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01 県内ものづくり企業の販路開拓を支援していますFile

県人口〈岡山県毎月流動人口調査〉／1,864,068人（男896,343人／女967,725人） ※令和4年（2022年）8月1日現在

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6　TEL.086-226-7154　FAX.086-224-3246　https://www.pref.okayama.jp
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現状と成果
　新型コロナウイルス感染症のほか、原油価格・物価の高騰などの影響により、中小企業は依然として厳しい状況に立たされ続けています。県では、ポストコロナ時代を
見据え、新たな分野への販路開拓支援や、おかやまテクノロジー展（OTEX）の開催などさまざまな取り組みを実施し、新たなビジネスチャンスの創出につなげています。

主な支援
　県では、企業のニーズに合わせて、次のような支援を行っています。

おかやまテクノロジー展（OTEX）の詳細は、次ページの中ほどで紹介します

　県内外の大手メーカーの発注情報を集め、県内企業の持つ
設備や技術と照らし合わせて情報提供を行い、ビジネスマッチ
ングを行います。

個別あっせん

　大都市圏などへの販路開拓を目指して、県内企業が専門性
の高い展示会などへ出展することを支援します。展示会出展

　製造業の主な拠点である大都市圏で、調査員が現地企業を
訪問し、県内企業のニーズにあった発注情報を収集。その情
報を活用した個別あっせんや、展示商談会などにつなげます。

現地専門調査員
による情報収集

　県内外の大手メーカーとのさまざまな形の商談会を開き、
新規取引先を探す県内企業に受注の機会を提供します。

■「現地商談会」……大都市圏に出向き、現地の発注企業を
集めて開催するもの

■「広域商談会」……全国から発注企業を招き、開催するもの

■「中国ブロック合同広域商談会」……中国5県の中小企業
支援機関が共催で開催するもの

商談会の開催

現地商談会（大阪市）

オンライン商談会

　我が社は、プラスチックやスポンジ、ゴムな
どを加工するメーカーです。以前から県が主
催する商談会には開催場所を問わず参加し
ていて、さまざまな受注の機会を得ています。
また、OTEXには2016年の初開催から毎年
出展。OTEXは大手メーカーの参加者が多
く、技術力をアピールする非常にいい場に
なっています。実際に、普段では言葉を交わ
す機会すら持てないような企業との出会いも
多く、新規取引先を増やすことができていま
す。また、OTEXは展示品を発表する舞台で
もありますから、社内のモチベーションアップ
につながっています。若手社員にとっては、お
客様に商品説明をする格好の訓練の場にも
なっていますね。近年では高校生の来場も増
えているようですから、ゆくゆくは求人にも好
影響を及ぼすことを期待しています。

▶商談会やOTEXに参加
　幸福な出会いに恵まれています

Inter
view

 平成24年（2012年）

取引あっせん実績

2,433件

令和3年（2021年）

3,239件

あっせん
紹介件数

平成24年（2012年）

123件

令和3年（2021年）

242件

あっせん
成約件数

OTEX実績

428件
累計

成約件数

おかやまテクノロジー展（OTEX）出展 新技術の体験福岡市で開催された展示会

株式会社石原パッキング工業
代表取締役社長

石原 和典さん

おかやまテクノロジー展（OTEX）2021 リアル展
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《お問い合わせ》 経営支援課　TEL.086‐226‐7354    産業振興課　TEL.086‐226‐7379

02 県内ものづくり企業のグリーン成長を支援していますFile

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

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。

●川崎医科大学総合医療センター会場
●岡山県医師会館会場

グリーン成長とは？
　令和2年（2020年）10月、国は「2050年カーボンニュートラル宣言」を行いました。これは、2050年までに温室効果

ガスの「排出量」と「吸収量」を差し引きゼロにすることを目指す、というものです。

　もはや、温暖化への対応をコストと考える時代は終わり、成長のチャンスと捉える時代に突入

しています。積極的に温暖化対策を行うことが、産業構造や社会経済の変革をもたらし、次の

大きな成長につながるはず。こうした経済と環境の好循環を、「グリーン成長」と呼びます。

県内の状況
　2050年カーボンニュートラル宣言の

後、国は「2050年カーボンニュートラルに

伴うグリーン成長戦略」を策定しました。

これは、2050年の目標達成のために、成

長が期待される14分野の産業を国が手厚

くバックアップするというもの。ここに示

された分野への関心は、岡山県内の企業

においても高まっています。しかし関連分

野が幅広く、また急速な技術革新も必要

なために、何から始めればよいか戸惑う

企業も多いはず。だからこそ、県は以下の

ような支援を行います。

新型コロナワクチン接種の予約方法

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
について

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。

　医療機関によっては、電話・来院・独自システムなどで予約を受け付けている場合があります。

各市町村のHP、各医療機関のHPなどでご確認ください。

❸医療機関の指定する方法でご予約の場合

予約システムは
こちらから

市町村
コールセンターの
一覧はこちらから

《成長が期待される14分野》

洋上風力・
太陽光・地熱産業
（次世代再生可能エネルギー）

自動車・蓄電池
産業

船舶産業

食料・農林水産業 航空機産業

半導体・情報通信
産業

住宅・建築物産業・
次世代電力

マネジメント産業

資源循環関連
産業

ライフスタイル関連
産業

物流・人流・土木
インフラ産業

次世代
熱エネルギー産業

原子力産業

水素・
燃料アンモニア産業

エネルギー関連産業 輸送・製造関連産業 家庭・オフィス関連産業

カーボンリサイクル・
マテリアル産業

おかやまグリーン成長支援セミナーの様子

　おかやまテクノロジー展（OTEX）

は、優れた技術を持つ県内の機械系

ものづくり企業などが、新技術・新製

品などをアピールし、県内外の企業と

マッチングの機会を持ち、販路拡大を

図れるようにと平成28年（2016年）

から開催しています。今年も会場で行

われるリアル展と、オンライン展を同

時開催します。

■開催日時／令和4年（2022年）11/1（火）・11/2（水）
　　　　　　10：00～17：00（2日は16：30まで）
■会　　場／コンベックス岡山 大・中・小展示場
　　　　　　（岡山市北区大内田675）

リアル
展

■開催日時／令和4年（2022年）10/24（月）10：00～
　　　　　　12/31（土）まで
　　　　　　《24時間閲覧可能》
■会　　場／OTEX公式ホームページ内

オンライン
展

▶チャンスの波を逃さずに

   自社の成長につなげてほしい

グリーン成長支援
コーディネーター

久本 安英さん

Inter
view

 

おかやまテクノロジー展（OTEX）を今年も開催します！

情報収集・提供
マッチング

おかやまグリーン成長支援事業

大学 メーカー

県内企業

コーディネーターシーズ・ニーズの発掘

●シーズ……新規事業のために新たに必要になる技術や能力のこと

主な支援
　岡山県では、県内企業の皆さまがグリーン成長分野

への参入を考えるきっかけとしていただけるよう「グ

リーン成長って何？」「成長分野の市場動向・技術動向

はどうなっているの？」「どのようなビジネスチャンスが

生まれるの？」といった内容で、8/25（木）におかやま

グリーン成長支援セミナーを開催しました。

　今後も引き続き、最新技術や業界の動向に関する情

報を発信していくほか、専属のコーディネーターによる

他企業や研究機関などとのマッチング、研究開発費の

補助をはじめとする伴走支援を行い、県内企業のグ

リーン成長を支援していきます。

※デジタルデータを活用して、品質・生産性を高める工場

　私は30年ほど電機メーカーに務め、半導体の

製造装置やロボットに使用される超高精度モー

ターの開発、工場のスマートファクトリー※化に携

わってきました。そこで培ったスキルを生かし、地

元の中小企業経営のお役に立ちたいと思い、コー

ディネーターになることを決意しました。カーボン

ニュートラル（脱炭素）の達成には、現在はまだ存

在しない産業・技術が確実に必要になります。そ

のビジネスチャンスをつかむため、県内企業には

新規事業や業態転換にチャレンジしてほしいと思

います。まずは、自分の経験と、岡山県の産業の

特性を考慮した上で、「電力消費を抑えるための

パワー半導体」と「水素社会に向けた取り組み」と

いう２つの分野に関するコンソーシアム（共同体）

の構築を目標としています。このチャンスの波を

逃さずに、自社の成長につなげていきましょう。

労働トラブルの相談窓口
　新型コロナウイルス感染症を契機とした、労働者と使用者との間の労働トラブルの相談に対応し
ています。中立の立場の専門家が一緒に解決策を探る「あっせん」も行います（費用無料）。

問岡山労働局雇用環境・均等室　TEL.086-225-2017　 岡山県労働委員会事務局　TEL.086-226-7563

新型コロナワクチン詐欺にご注意を！
　ワクチン接種は無料です。市区町村職員がワクチン接種に関して電話・メールで個人情報を求め
ることもありません。ワクチン接種に便乗した悪質商法など、消費生活での不審なことやトラブルの
相談をお受けしています。

問警察(総合相談電話)　#9110　消費者ホットライン　188（局番なし）   県消費生活センター　TEL.086-226-0999 

▼県営接種会場をご予約の場合
　　県営接種会場予約コールセンターにご連絡ください。

TEL.086-201-2907

▼市町村のコールセンターでご予約の場合
　　右の2次元コードより各市町村コールセンターなどの情報をご確認ください。

❷お電話でご予約の場合

　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。

❶インターネットでご予約の場合

10：00～19：00
年中無休

＊令和3年（2021年）6月閣議決定



　アマモの生育や里海づくりに取り組んできた備前市

日生町の頭島に、昨年９月、「日本の海洋文化と伝統を

守る拠点」をコンセプトとした海洋教育の拠点として、

渚の交番ひなせうみラボがオープンしました。

　施設の概要、教育旅行の受け入れ、アマモの再生、地

域特産品の販売などによる地域振興などについて説明

を受けた後、施設内を視察しました。

　特定非営利活動法人美作自立支援センターは、働く意欲

がありながら障害などの理由で一般企業での就労が困難な

方を雇用し、個々の能力や特性に応じた訓練を行うことによ

り、障害のある方の自立と就労促進に取り組んでいます。

　法人の概要、金属部品検査や農業、林業など各部門の取

り組みについて説明を受けた後、トマトハウス栽培の様子を

視察しました。

　井原市美星町は、星空を守る取り組みを続け、令和３年

（2021年）にアジア初となる「ダークスカイ・コミュニティ」

に認定されました。また、地域との連携による星空観光の

振興を推進しており、サステナブルツーリズムへのつなが

りなどが期待されています。

　星空保護の取り組みや美星天文台の概要などについて

説明を受けた後、天体観察の様子などを視察しました。

　県内のアスパラガス栽培面積の約６割を占める津山地域

と勝英地域では、平成31年（2019年）に選果場を集約し、

運営コスト削減やロット拡大による有利販売につなげてきま

した。昨年３月には、選果精度と処理能力の向上を図るため

自動選別機を更新し、更なる産地拡大に取り組んでいます。

　施設の概要について説明を受けた後、選別機による自動

選果の様子を視察しました。

　県内で発生する浚渫土の処分場を確保するため、水

島港玉島ハーバーアイランドにおいて、外周護岸を整

備して浚渫土を受け入れています。令和２年（2020年）

度で満杯状態に近づいたため、現在、減量化工および

築堤工を実施して容量確保を図っています。

　現地で工場の概要について説明を受けた後、施工状

況を視察しました。

　宝暦10年(1760年)に創建された旧大國家住宅は、

「比翼入母屋造」の屋根形式をはじめ、随所に珍しい特徴を

持つ大型の民家です。国の重要文化財に指定されており、

平成31年(2019年)から保存修理工事を行っています。

　旧大國家住宅の概要や保存修理工事の実施状況につ

いて説明を受けた後、基礎部分を直すため、建物全体を

約1.3ｍかさ上げした現場を視察しました。

備前市日生町頭島の海洋学習施設

「渚の交番 ひなせうみラボ」を調査（７/１２）

特定非営利活動法人美作自立支援センターを調査（７/１３）

ＪＡ晴れの国岡山奈義アスパラガス選果場を調査 （７/１３）

水島港（玉島ハーバーアイランド）

浚渫土処分場減量化事業を調査 （８/４）

旧大國家住宅の保存修理を調査 （７/１３）

ひなせうみラボ（備前市）

美作自立支援センター（美作市）

美星天文台（井原市）

奈義アスパラガス選果場（奈義町）

玉島ハーバーアイランド（倉敷市）

保存修理中の旧大國家住宅（和気町）

星の郷・美星における観光振興の取り組みを調査 （７/１９）

総 務

委 員 会

環境文化
保健福祉

委 員 会

農林水産

委 員 会

土 木

委 員 会

文 教

委 員 会

産業労働
警     察
委 員 会

しゅんせつ   ど

ひ よくいり も  やづくり

県議会では、議会の閉会中も、各地域の課題を把握し、県民の意見を県政に反映させるための活動に取り組んでいます。

今回は、県行政を６つの分野に分けて審査や調査を行っている常任委員会が、県内各地で実施した現地調査の一部をご紹介します。

まこもたけは、イネ科の多年草“まこも”の根本にできる肥大化した茎の部分
です。アクやくせがなく、タケノコのようなシャキシャキした食感が特徴です。

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

まこもたけは、

皮をむいて切るだけで、

どんな料理にも

使えますよ！！

●まこもたけ

●キャベツ

●キクラゲ（乾燥）

●リンゴ酢

●砂糖

●塩

●すりゴマ

1２0ｇ

６0ｇ

２．４g

大さじ２

大さじ１ 2/3

1つまみ

大さじ２/３

材料（4人分）

1人分の
栄養成分値

３５ｋｃａｌ
0.9ｇ

エネルギー

たんぱく質

脂質

炭水化物

0.9ｇ
6.5ｇ

1.5g
0.2ｇ

食物繊維

食塩相当量

①

②

③

④

まこもたけは皮をむき、4㎝幅に縦に薄くスラ
イスし、千切りにする。キャベツも千切り、キク
ラゲは水に戻して細い千切りにする。
ボールにリンゴ酢、砂糖、塩を混ぜ、甘酢を作
り、すりゴマを混ぜておく。
鍋に湯を沸かし、①のまこもたけを入れて、沸
騰したら、キャベツとキクラゲを入れる。
まこもたけが柔らかくなったら、ざるに揚げ、熱
いまま②に入れて、味を染みこませる。

作り方

里庄町栄養改善協議会

栄

養
委員おすすめ

　防災意識の向上を目的に、大

人から子どもまで幅広い層が楽

しんで学習することができる体

験型防災イベント「くらしき防災

フェア」を開催します。

　防災講演会やブース出展、消

防・警察・自衛隊による救出訓

練、緊急車両の展示、子ども向

けワークショップ、書道パフォー

マンスや音楽隊による演奏をは

じめとしたステージイベントな

ど、盛りだくさんの内容です。

倉敷市

●日時／11/5（土）10：00～16：00
●場所／倉敷みらい公園、アリオ倉敷、三井アウトレットパーク倉敷
●料金／無料

県内各地の

情報を発信！

倉敷市防災推進課　TEL.086-426-3131問

岡山県広報紙　晴れの国 おかやま ｜ 令和4年10月号 3

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】❸

晴れの国おかやま検定

岡山を代表する魚「ママカリ」は秋に旬を迎え、代表的な酢漬けのほか甘露

煮やみりん干しなどの調理法でも食される。この魚の正式名称は次のうち

どれか。

おかやま だいひょう さかな あき しゅん むか だいひょうてき かん ろす   づ

に ぼ しょく さかな せいしきめいしょう つぎちょう り ほう

❶セイゴ  ❷サッパ  ❸サゴシ  ❹ワカナ

例題1 正答率62％

吉備高原が侵食されてできた谷であり、岡

山県を代表する紅葉名所の1つでもある。

奇岩がそそり立つ山肌の景観や曲流する

川にかかった真っ赤な赤橋がシンボル的

存在であるこの渓谷は次のうちどれか。　

き   び こうげん しんしょく たに おか

てんじんきょう ごうけい う  かんけい おく  つ けい

やまけん だいひょう

き がん

かわ

そんざい けいこく つぎ

ま か あかはし てき

た やまはだ けいかん きょくりゅう

こうよう めいしょ

❶天神峡  ❷豪渓  ❸宇甘渓  ❹奥津渓
せ  と

例題2 正答率39％

岡山県観光連盟提供

岡山県議会事務局政務調査室　 TEL.086-226-7553    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

　岡山が誇る温泉地・美作三湯（湯原・

奥津・湯郷温泉）の旅館など２５カ所に、

アーティスト２６名がさまざまなアート作

品を展 示 する「 美 作 三 湯 芸 術 温 度

2022」を12/4（日）まで開催しています。

　景品がもらえるスタンプラリー付き

のハンドブックを片手に、ご家族でも友

人同士でもお一人様でも楽しめるアー

トイベントです。すべて無料で鑑賞でき

るので、気になる旅館を巡ってみてくだ

さい。日常とは違う「温泉×アート！」の

不思議な感覚を堪能し、心も体も癒さ

れてみませんか。

●開催期間／12/4（日）まで　●料金／無料
●場所／美作三湯（湯原温泉・奥津温泉・湯郷温泉）の旅館など25カ所

文化振興課　
TEL.086-226-7903

問

小林万里子「The bread of life」 中島麦「multi LD ver. 米屋倶楽部」

森山知己「六曲一双屏風 水の記憶2022-1」 松岡徹「3泊目のはんざきさん」

ゆのごう館

季譜の里

米屋倶楽部 奥津

油屋



　11月第３日曜日は「岡山県家庭教育応

援の日」です。今年は「家庭教育応援フォー

ラム」を開催します。育児漫画家・イラスト

レーターの高野優さんの講演のほか、午後

からは子育て

や家庭教育の

支援関係者な

どが 集まり、

情報交換を行

います。詳しく

は、県HPをご

覧ください。

●日時／１１/１８（金）～２７（日）
　１７：００～２０：３０（入園は２０：００まで）

●料金／大人４１０円、６５歳以上１４０円、
　高校生以下無料（～令和5年3/31まで）

　色鮮やかな紅葉の季節に、秋の宵を彩

る優しい灯り。開園時間を午後８時３０分ま

で延長して、ライトアップされた紅葉をお楽

しみいただけます。後楽園で秋の夜をご堪

能ください。

　実際に復職や再就職をした先輩女性の

体験談を聞ける「座談会」と、復職や再就

職に向けてのプラン作りができる「ワーク

ショップ」を２日に分けて開催します。

　会場には無料託児所を設置します（年齢制

限あり）。参加無料、服装自由ですのでお気

軽にご参加ください。なお、参加も託児も

事前のお申し込みをお願いします。

　「パーソントリップ調査」は

県民の皆さんの、ある１日の

動きを調べるためのものです。こうした情

報を集め、整理し、公共交通の現状と比べ

ることで、公共交通をより便利にするため

の改善の取り組みに役立てられます。１０

月上旬から中旬にかけて、無作為に選ん

だ６８，０００世帯に調査票をお送りします。

届いた方はぜひご協力ください。

　日没が早まるこれからの

季節、ドライバーは早めに

ライトを点灯し、スピードを控え、焦らず急

がずゆとりある運転を心がけましょう。

　また、歩行者や自転車利用者は、明るい

色の服を着る、夜光反射材を身に着ける、

道路を横断する際は安全を確認し横断歩

道・自転車横断帯を利用するなど、交通事

故から身を守りましょう。

　社会全体で子育てする気運の醸成を図

るため、子育て家庭と応援する企業などを

つなげるイベント「おかやま子育てマルシェ

２０２２」を開催します。

　ステージイベントや「ももっこカード協賛

店舗」による体

験ブースなど、

親子で楽しめ

る企画が盛り

だくさんですの

で、ぜひご来場

ください。

VS 立川ダイス

VS ベルテックス静岡

●場所／ジップアリーナ岡山

●場所／山陽ふれあい公園総合体育館

10/29（土）・30（日）

11/19（土）・20（日）

VS ヴィクトリーナ姫路

VS PFUブルーキャッツ

●場所／イオンモール岡山

●場所／イオンモール岡山

10/8（土）

10/9（日）

11/26（土）

11/27（日）

VS Ｔ．Ｔ彩たま

VS 琉球アスティーダ

VS Ｔ．Ｔ彩たま

VS 琉球アスティーダ

岡山シーガルズ 日本女子バレーボールリーグ（２０２２－２３　V１リーグ）

岡山リベッツ Ｔリーグ（卓球）

●場所／津山総合体育館

●場所／津山総合体育館

10/8（土）・9（日）

11/12（土）・13（日）

トライフープ岡山
Bリーグ（B３リーグ・バスケットボール）

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

●場所／笠岡総合体育館

●場所／笠岡総合体育館

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 カルチャー

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。

「若年層の貧困」「ヤングケア

ラー」といった言葉が広く認知

され、こども食堂やフードバン

クの取り組みもあちこちで見か

けるようになりました。今後は、

民間の動きと８月号の特集の

ような行政の施策ががっちりと

噛み合い、推進力を増して我々

の生活に浸透していくことを願

います。（岡山市・４０代）

子どもがゲームやスマホに

費やす時間が増加している

が、まず大人がスマホに執

着しすぎているのをどうに

かしないといけないのでは、

と思った。親がずっとスマホ

を見ているのに、子どもにス

マホばかり見るなというの

は説得力がないよな、と思っ

ている。（玉野市・３０代）

我が子を育てるだけでも

なかなか難しい昨今、周り

の子、すべての子どもたち

を健全に育てるのは、本当

に大変な事だと思います。

でも、家庭、大きくは地球

の未来のために、小さくて

も、まずは自分の周りに目

を向けねばなと思いまし

た。（岡山市・６０代）

読者の声

令和4年（2022年）

11/11（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10月号」係（住所不要）
■Eメール／harenokuni@pref.okayama.lg.jp「晴れの国おかやま10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10月～）。

応募締切

記入
事項

宛先

QR

応募フォーム

「美作三湯芸術温度2022」でアート

作品が展示されている旅館などは、

何カ所あるでしょう？
Q

10
名様

晴れの国おかやま館 推薦

岡山のフルーツ味わいセット

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12月発行（予定）

この紙面に記載している情報は9/ 7（水）時点のものです。
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県民生活交通課　TEL.086-226-7291問

受託事業者 ㈱穴吹カレッジサービス　

TEL.086-236-0225

問

教育庁生涯学習課　TEL.086-226-7597問

子ども未来課　TEL.086-226-7347問 警察本部 交通企画課　TEL.086-234-0110（代表）問

後楽園事務所　TEL.086-272-1148問

　広島県のとっておきの観光体験を紹介するウェブサイト「＃新しい非日
常」。このウェブサイトでは、さまざまな思いを抱いて広島を訪れた主人公
の旅の様子を、リアリティ溢れる動画とともに、24の体験記として紹介し
ています。ウェブサイトをご覧いただくと、「知らなかった！こんな体験が
あったんだ！」「なんとなく聞いたことがある“あの体験”って、実はこんな
に面白いんだ！」と特別で新しい旅に出会えるはずです。

広 島 県からのお知らせ ～岡 山 県のみなさんへ～

一般社団法人広島県観光連盟（HIT）　TEL.082-221-6516問

＃新しい非日常

●日時／１０/２９（土）・３０（日）１０：００～
●場所／未来スクエア（イオンモール岡山１階）

●料金／無料

●日時／11/20（日）10：00～16：00
●場所／おかやま未来ホール（イオンモール岡山５階）

●対象／県内の保護者（特に子育て期の方）、
　子育て・家庭教育支援活動関係者、企業など
●申込締切／11/10（木）（託児希望は11/2（水））

●日時・場所

【岡山市】

　A11 /１（火）１０：００～１２：００（定員35名）

　B１１/１５（火）１０：００～１４：３０（定員25名）

　オルガホール ※申込締切10/28（金）

【倉敷市】

　A１/１９（木）１０：００～１２：００（定員35名）

　B２/２（木）１０：００～１４：３０（定員25名）

　倉敷市芸文館 ※申込締切1/16（月）

A…座談会  B…ワークショップ

※新型コロナウイルス感染症の状況によって、
　内容を一部変更する場合があります。

イラスト：高野優


