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【資　料　編】

１ 岡山県の統計データあれこれ

①面積
・総面積
7,114.50㎢（全国第17位　国土面積の1.9％）

［資料：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」H27年］
・総面積の内訳
森林面積（68.0％）、農用地面積（9.4％）、その他（22.6％）

［資料：H26年現況　県中山間・地域振興課調べ］
②経済指標
・県（国）内総生産（名目）（H25年度）
72,734億円（シェア：1.5％、全国：4,824,304億円）
［資料：県統計分析課「H25年度岡山県県民経済計算」、内閣府「H26年度国民経済計算」］
・一人当たり県（国）民所得（H25年度）
2,800千円（全国：2,821千円） ［資料：同上］
・民営事業所数
85,510事業所（シェア：1.5％、全国：5,779,072事業所）

［資料：総務省・経済産業省「H26年経済センサス－基礎調査」］
・製造品出荷額等
82,556億円（シェア：2.7％、全国：3,051,400億円）

［資料：経済産業省「H26年工業統計表」］
③人口・世帯関係
・総人口
1,922,181人（全国第20位、全国：127,110,047人）

［資料：総務省「H27年国勢調査速報」］
・世帯数
772,106世帯（全国第18位、全国：53,403,226世帯）

［資料：同上］
・人口密度
270.2人/㎢（全国第24位、全国平均：340.8人/㎢）
［資料：総務省「H27年国勢調査速報」・国土地理院「全国都道府県

市区町村別面積調」H27年から計算］ 　　　　　　　　　
・平均寿命（男）
79.77歳（全国第15位、全国平均：79.59歳）

［資料：厚生労働省「H22年都道府県別生命表」］
・平均寿命（女）
86.93歳（全国第8位、全国平均：86.35歳） ［資料：同上］
・年少人口（０ ～ 14歳）の割合
13.3％（全国第11位、全国平均：12.8％）

［資料：総務省「人口推計」H26年］
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・生産年齢人口の割合
58.7％（全国第28位、全国平均：61.3％）

［資料：総務省「人口推計」H26年］
・老年人口（65歳以上）の割合
28.1％（全国第20位、全国平均：26.0％） ［資料：同上］
・百歳以上人口の割合（人口10万人当たり）
64.60人（全国第17位、全国平均：48.45人）

［資料：厚生労働省「H27年百歳以上高齢者等について」］
・合計特殊出生率
1.49人（全国第20位、全国平均：1.42人）

［資料：厚生労働省「人口動態統計」H26年］
・在留外国人割合
1.11％（全国第22位、全国平均：1.67％）

［資料：法務省「在留外国人統計」H26年］
・都道府県間の人口移動状況（転入数―転出数）
－1,250人（全国第14位）

［資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」H27年］
④労働関係
・就業別人口
第１次：5.0％、第２次：28.1％、第３次：66.9％
（全国１次：4.2％、２次：25.2％、３次：70.6％）

［資料：総務省「H22年国勢調査」］
・女性役員比率
26.4％（全国第８位、全国平均：23.5％） ［資料：同上］
・有効求人倍率
1.47倍（全国第7位、全国平均：1.20倍）
［資料：厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」H27年］
・常用労働者現金給与総額
303,418円／月（全国第13位、全国平均：316,567円／月）

［資料：厚生労働省「H26年毎月勤労統計調査」］
・非正規雇用者比率
32.1％（低率全国第13位、全国平均：34.2％）

［資料：総務省「H22年国勢調査」］
⑤教育・文化関係
・大学・短大数（人口10万人当たり）
1.40校（全国第３位、全国平均：0.89校）
［資料：文部科学省「H27年度学校基本調査」・総務省「人口推計」H26年から計算］
・外国人留学生数（人口10万人当たり）
123.2人（全国第8位、全国平均：144.9人）
［資料：独立行政法人日本学生支援機構「H26年度外国人留学生在籍状況調査」］
・都道府県立図書館個人貸出数
1,440,900冊（全国第1位、全国平均：385,837冊）

［資料：H26年度（公社）日本図書館協会「日本の図書館」］
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・美術館数
18館（全国第５位、全国：452館）

［資料：文部科学省「H23年度社会教育調査」］
⑥医療福祉関係
・医師数（人口10万人当たり）
287.8人（全国第7位、全国平均：233.6人）

［資料：厚生労働省「H26年医師・歯科医師・薬剤師調査」］
・小児科従事医師数（15歳未満人口10万人当たり）
240.2人（全国第6位、全国平均：184.1人） ［資料：同上］
・産婦人科・産科従事医師数（15 ～ 49歳女子人口10万人当たり）
50.5人（全国第14位、全国平均：44.1人） ［資料：同上］
・救急告示病院・診療所数（人口10万人当たり）
4.63施設（全国第15位、全国平均：3.29施設)

［資料：厚生労働省「H26年医療施設調査」］
・献血者数（人口千人当たり）
44.0人（全国第2位、全国平均：38.9人）

［資料：日本赤十字社「血液事業年度報」H26年度］
・老人ホーム定員数（65歳以上人口千人当たり）
34.1人（全国第15位、全国平均：30.0人）
［資料：厚生労働省「H25年社会福祉施設等調査」「H25年介護サービス施設・事業所調査」］

⑦家計・住環境関係
・家計年間収入額（２人以上の世帯、１世帯当たり）
6,138千円（全国第22位、全国平均：6,352千円）

［資料：総務省「H26年全国消費実態調査」］
・消費支出月額（２人以上の世帯、１世帯当たり）
287,508円（全国第23位、全国平均：292,882円）  ［資料：同上］
・貯蓄現在高（２人以上の世帯、１世帯当たり）
16,645千円（全国第15位、全国平均：15,646千円）［資料：同上］
・ごみのリサイクル率
29.5％（全国第3位、全国平均：20.6％）

［資料：環境省「H26年度版日本の廃棄物処理」］
・道路実延長（総面積１平方km当たり）
4.55km（全国第13位、全国平均：3.31km）
［資料：国土交通省「道路統計年報2015」・国土地理院「全国都道府県市町村別面積調」から計算］
・高速道路延長（面積１千平方km当たり供用延長）
46km（全国第12位、全国平均：31km）
［資料：全国高速道路建設協議会・国土地理院「全国都道府県市町村別面積調」から計算］
・高速道路整備率（予定路線延長に対する供用延長の割合）
100％（全国第1位、全国平均：79％）

［資料：全国高速道路建設協議会］
・都市公園面積（都市計画区域人口当たり）
14.59㎡（全国第11位、全国平均：10.14㎡）
［資料：国土交通省「H26年度末都道府県別都市公園整備水準調書」］
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・史跡、名勝、天然記念物数（含特別）
71件（全国第13位、全国：3,054件）

［資料：文化庁調べH28年］
・震度４以上地震観測回数（少）
16回（全国第3位、全国：2,806回）

［資料：気象庁「震度データベース検索」1923年～2015年］
・防犯ボランティア団体構成員数（人口１万人当たり）
568.8人（全国第1位、全国平均：218.5人)

［資料：警察庁調べ・総務省「人口推計」H26年から計算］
⑧農林水産関係
・「清水白桃」生産量　
2,224ｔ（全国第1位、全国：3,440t、シェア64.7％）

［資料：H27年産県農産課調べ］
・「マスカット・オブ・アレキサンドリア」生産量　
550t（全国第1位、全国：586t、シェア95.0％） ［資料：同上］
・「ピオーネ」生産量
10,200t（全国第１位、全国：24,600t、シェア41.5％）

［資料：同上］
・「おかやま夢白桃」栽培面積
88ha（全国第1位、全国：88ha、シェア100%）
 ［資料：農林水産省「H25年産特産果樹生産動態等調査」］
・「オーロラブラック」栽培面積
79ha（全国第1位、全国：79ha、シェア100%） ［資料：同上］
・「シャインマスカット」栽培面積
82ha（全国第3位、全国：570.2ha、シェア14.4%） ［資料：同上］
・「紫苑」栽培面積
10ha（全国第1位、全国：10ha、シェア100%） ［資料：同上］
・「瀬戸ジャイアンツ」栽培面積
52ha（全国第1位、全国：70.6ha、シェア73.7%） ［資料：同上］
・「黄にら」出荷量
71t（全国第1位、全国：96t、シェア74.0％）

［資料：H26年産県農産課調べ］
・「黒大豆（丹波黒）」栽培面積
1,150ha（全国第2位、全国：3,105ha、シェア37.0％）

［資料：同上］
・「とうがん」生産量
1,626t（全国第３位、全国：11,515t、シェア14.1％）

［資料：農林水産省「H24年産地域特産野菜生産状況」］
・「冬春なす」生産量
2,900t（全国第7位、全国：119,400t、シェア2.4％）

［資料：H26年産農林水産省統計部調べ］
・「れんこん」生産量
1,580t（全国第8位、全国：56,300t、シェア2.8％）

［資料：同上］
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・「スイートピー」出荷量
1,168万本（全国第3位、全国：7,513万本、シェア15.5％）

［資料：H25年産宮崎県農政水産部農産園芸課調べ］
・「カキ（殻付き）」生産量
16,825t（全国第3位、全国：183,685t、シェア9.2％）

［資料：農林水産省「H26年漁業・養殖業生産統計年報」］
・「ノリ（板のり）」生産量
162,425千枚（全国第9位、全国：7,105,725千枚、シェア2.3％）

［資料：同上］
・「マツタケ」生産量
1.5t（全国第3位、全国：42.1t、シェア3.6％）

［資料：林野庁「H26年特用林産基礎資料」］
・「乾シイタケ」生産量
16.3t（全国第16位、全国：3,175t、シェア0.5％）

［資料：同上］
・「ヒノキ」木材（丸太）生産量
235千㎥（全国第1位、全国：2,395千㎥、シェア9.8％）

［資料：林野庁「H26木材需給報告書」］

⑨工業製品 ［資料：経済産業省「H26年工業統計表」］
・「男女学生服」出荷額
43,104百万円 （全国第1位、全国：59,353百万円、シェア72.6％）
・「織物製事務用・作業用・衛生用衣服」出荷額　
22,893百万円 （全国第1位、全国：78,635百万円、シェア29.1％）
・「耐火れんが」出荷額
31,109百万円 （全国第1位、全国：99,985百万円、シェア31.1％）
・「水素ガス」出荷額
4,445百万円 （全国第1位、全国：23,779百万円、シェア18.7％）
・「水あめ、麦芽糖」出荷額
20,393百万円 （全国第1位、全国：55,142百万円、シェア37.0％）
・「畳表」出荷額
3,534百万円 （全国第1位、全国：7,335百万円、シェア48.2％）
・「集成材」出荷額
30,965百万円 （全国第1位、全国：161,151百万円、シェア19.2％）
・「麦わら・パナマ類帽子、帽体」出荷額
578百万円 （全国第2位、全国：2,039百万円、シェア28.3％）
・「織物製帽子」出荷額
2,196百万円 （全国第2位、全国：10,734百万円、シェア20.5％）
・「ナイロン漁網」出荷額
1,986百万円 （全国第2位、全国：9,013百万円、シェア22.0％）
・「節句人形、ひな人形」出荷額
1,286百万円 （全国第3位、全国：12,283百万円、シェア10.5％）
・「生石灰」出荷額
12,278百万円 （全国第5位、全国：127,625百万円、シェア9.6％）
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⑩観光入込客数 ［資料：岡山県観光客動態調査H27年］

年 観光入込客数（千人） うち県内客（%） うち県外客（%）

24 13,222 38.6 61.4

25 12,320 36.2 63.8

27

26

14,488 41.2 58.8

14,220 39.1 60.9

＜観光客ベスト10＞
順位 観光地 客数（千人）

1 倉敷美観地区 3,534

2,504

2,212

2,132

1,636

1,266

1,228

1,126

1,059

701

2 蒜山高原

3 後楽園・岡山城周辺

4 玉野・渋川

5 吉備路

6 笠岡・笠岡諸島

7 津山・鶴山公園

8 児島・鷲羽山

9 美作・湯郷温泉

10 JR岡山駅周辺

「101の指標からみた岡山県」のご紹介

　県民生活に関係の深い101項目の指標を全国順位と数値により紹介し
ています。

）いさだく覧ごらかジーペムーホの課析分計統のジーペムーホ県山岡（ 
　http://www.pref.okayama.jp/soshiki/15/
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２ 岡山県出身・ゆかりの著名人

①岡山の基礎を築いた人
・吉備　真備（唐の文物を伝えた奈良時代の政治家）
・和気清麻呂（奈良時代から平安時代初頭の有力政治家）
・妹尾　兼康（平家方で戦った備中の武士）
・法然　　　（浄土宗の開祖）
・栄西　　　（臨済宗の開祖）
・雪舟　　　（室町水墨画を大成した画聖）
・たまかき　（室町時代中期、新見荘の代官を支えた女性）
・宇喜多直家、秀家（城下町岡山の基礎を築いた戦国武将）

・宮本　武蔵（水墨画を描いた剣豪）
・池田　光政、綱政（岡山藩の基礎を築いた藩主）
・熊沢　蕃山（治山治水を指導した儒学者）
・津田　永忠（数多の新田開いた土木巧者・岡山藩士）
・万代　常閑（越中富山売薬の始祖・和気郡医）

・早川　正紀（庶民に教育広め留任請われた名代官）
・浦上　玉堂（日本の文人画（南画）を代表する画家）
・宇田川玄随、玄真、榕菴（洋学をリードした宇田川三代・津山藩医）
・鳥人　幸吉（ライト兄弟に100年先行して飛行・表具師）
・良寛　　　（詩歌・書に秀でた托鉢僧）
・黒住　宗忠（太陽と一体化し人々を救済・黒住教教祖）

・太田辰五郎（千屋牛生みの親にして鉄山地主）
・箕作　阮甫（翻訳に尽力し外交交渉に奔走・津山藩医）
・箕作　麟祥（日本における「法律の元祖」・阮甫の孫）
・山田　方谷（財政改革を見事成し遂げた備中聖人・備中松山藩士）
・緒方　洪庵（大坂で適塾開き数多の逸材養成・医師、蘭学者）
・金光　大神（難儀に苦しむ多くの人々を救済・金光教教祖）
・阪谷　朗廬（岡山興譲館館祖・幕末の儒学者）
・板倉　勝静（江戸幕府を最後まで支えた老中）　
・瀧　善三郎（神戸事件で切腹し国難救う・岡山藩士）

②岡山の発展を支えた人
　［医学、社会事業］
・生田　安宅（岡山の医学教育の礎築く・医師）
・留岡　幸助（感化院（現在の児童自立支援施設）教育の実践家）
・笠井　信一（済世顧問制度を創設・元岡山県知事）
・石井　十次（岡山孤児院を創設した児童福祉の父）
・アリス・ペティ・アダムス（日本初の隣保事業に取り組んだ宣教師）
・山室　軍平（日本初の救世軍士官）
・大原孫三郎（大原美術館等様々な文化・公益事業創設者）
　［政界、実業界］
・磯崎　眠亀（錦莞莚の発明者）
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・安達　清風（日本原を開発した勝北郡長）
・犬養　　毅（ ）
・矢野　恒太（相互保険事業の創始者）
・坂野鉄次郎（近代郵便制度拡充の立役者）
・土光　敏夫（行財政改革に辣腕・石川島播磨重工業創設者）
・岡崎嘉平太（日中国交正常化に貢献した実業家）

・大原總一郎（文化芸術にも大きく貢献した実業家）
・平沼騏一郎（政治家・第35代内閣総理大臣）
・橋本龍太郎（政治家・第82、83代内閣総理大臣）

　［学問、思想、教育］
・津田　真道（わが国初の西洋法律書を翻訳・法学者、政治家）
・西　　毅一（岡山近代化の推進者・教育者、政治家）
・福西志計子（女子教育の先駆者）
・片山　　潜（国際的社会運動家）
・上代　　淑（岡山の女子教育を支えた教育者）
・綱島　梁川（明治の思想界をリード・宗教思想家）
・山川　　均（日本の社会運動を牽引）
・仁科　芳雄（世界的物理学者）
・武岡　鶴代（国立音楽大学を設立）

　［芸術分野］
・松岡　　寿、原田直次郎、原　撫松（日本の洋画の発展に貢献・洋画家）
・正阿弥勝義（超絶技巧の金工家）、逸見　東洋（超絶技巧の木工家）
・平櫛　田中（明治～昭和三代にわたって活躍した木彫家）
・鹿子木孟郎、満谷国四郎（京都洋画壇をリードした画家）
・赤松　麟作（大坂洋画壇をリードした画家）
・児島虎次郎（大原美術館初期収集の立役者・洋画家）
・竹久　夢二（大正ロマンの詩画人）
・国吉　康雄（アメリカ画壇で活躍した画家）
・坂田　一男（日本の抽象画のパイオニア）
・小野　竹喬（詩情豊かに自然を描いた日本画家）
・金重　陶陽（備前焼中興の祖・備前焼作家）
・重森　三玲（昭和を代表する築庭家）
・尾上松之助（日本映画最初の大スター）
・内田　吐夢（骨太な作品で知られる映画監督）

　［パイオニア精神］
・岸田　吟香（近代新聞人の先駆け・実業家）
・加藤忍九郎（耐火煉瓦の創始者）
・福田　英子（女性解放運動の先駆者）
・山内　善男、大森熊太郎（果樹栽培の先駆者）
・小山　益太、大久保重五郎（果樹園芸の振興を図った果樹園芸家）
・内山　完造（日中友好に尽くした魯迅の友）
・人見　絹枝（日本女子初のオリンピックメダリスト）
・大山　康晴（棋士・第十五世永世名人）
・三宅　精一（点字ブロックの発明者）

　［文学、文筆］
・薄田　泣菫（浪漫派の詩人にして随筆の名手）
・正宗　白鳥（自然主義文学の代表的作家）
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・内田　百閒（昭和を代表する文筆家）
・坪田　譲治（児童文学の大人気作家）
・延原　　謙（ホームズ全集を初めて完訳・編集者、翻訳家）
・片岡　鉄平（新感覚派からプロレタリア作家へ）
・木村　　毅（松本清張が私淑した評論家）
・阿藤　伯海（孤高を貫いた最後の漢詩人）
・西東　三鬼（斬新な構成感覚の俳人）
・横溝　正史（名探偵・金田一耕助の生みの親・作家）
・阿部　知二（小説・評論・翻訳と幅広く活躍）
・木山　捷平（私小説の代表的作家）
・永瀬　清子（真摯でおおらかな天性の詩人）
・柴田錬三郎（眠狂四郎を生んだ剣豪作家）

・時実　新子（川柳会の美しき風雲児・川柳作家、エッセイスト）

③もっといる！岡山ゆかりの著名人
　［科　学］
・大賀　一郎（ハス博士）
・森　　和俊（分子生物学者）
・山海　嘉之（ロボット工学）

　［文　化］
・高木　聖鶴（書家）
・中塚　翠涛（書家）
・工藤　哲巳（前衛美術家）
・寺田　武弘（彫刻家、環境造形作家）
・池田　遙邨（日本画家）
・斎藤　真一（洋画家）
・佐竹　　徳（洋画家）
・中山　　巍（洋画家）
・緑川　洋一（写真家）
・蛭田　二郎（彫刻家）
・太田　三郎（美術作家）
・高橋　　秀（美術作家）
・中原　浩大（美術作家）
・岩崎　　淑（ピアニスト）
・松本　和将（ピアニスト）
・伊藤　宏恵（オペラ歌手）
・あさのあつこ（作家）
・石川　達三（作家）
・岩井志麻子（作家）
・小川　洋子（作家）
・小手鞠るい（作家）
・重松　　清（作家）
・高嶋　哲夫（作家）
・原田　マハ（作家）
・坂手　洋二（劇作家）
・平松　洋子（エッセイスト）
・小谷　真三（ガラス作家）
・いしいひさいち（漫画家）
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・一条ゆかり（漫画家）
・岩本　ナオ（漫画家）
・岸本　聖史（漫画家）
・岸本　斉史（漫画家）
・平松　伸二（漫画家）
・南　　一平（漫画家）
・森永　あい（漫画家）
・有坂　翔太（料理家）
・石津　謙介（ファッションデザイナー）
・有吉　道夫（将棋棋士）
・有森　浩三（将棋棋士）
・菅井　竜也（将棋棋士）
・木下　利玄（歌人）
・金原　瑞人（児童文学者・翻訳家）
・森田　思軒（翻訳家）
・高畑　　勲（映画監督）
・中田　秀夫（映画監督）
・岡　　千秋（作曲家）
・小六禮次郎（作曲家）
・山本　寛之（作曲家）
・水戸岡鋭治（プロダクトデザイナー）
・原　　研哉（グラフィックデザイナー）
・住宅　顕信（俳人）
・水野　晴郎（映画評論家）

　［芸　能］
・荒牧　陽子（歌手・タレント）
・アンジェラ・アキ（歌手）
・稲葉　浩志（歌手、B'z）
・Ｅｒｉｅ　（歌手、ダンサー、DJ、Dream、E-girls）
・葛城　ユキ（歌手）
・岸田　敏志（歌手、俳優）
・甲本ヒロト（歌手、ザ･クロマニヨンズ）
・中西　圭三（歌手、作曲家）
・まきちゃんぐ（歌手）
・三宅由佳莉（海上自衛隊東京音楽隊）
・Ｂｏｓｅ　（MC、スチャダラパー）
・伊吹　　剛（俳優）
・梅垣　義明（俳優）
・オダギリジョー（俳優）
・小山田　真（俳優）
・甲本　雅裕（俳優）
・宅麻　　伸（俳優）
・藤原　令子（俳優）
・前野　朋哉（俳優）
・桃瀬　美咲（俳優、タレント）
・八名　信夫（俳優、悪役商会代表）
・山口馬木也（俳優）
・金元　寿子（声優）
・玄田　哲章（声優）
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・近藤　千尋（モデル）
・桜井日奈子（モデル・俳優）
・押坂　　忍（タレント、司会）
・近藤　光史（タレント）
・ＭＥＧＵＭＩ（タレント）

・うめ吉　　（俗曲師）
・桂　梅團治（落語家）
・浅越　ゴエ（お笑い芸人、ザ・プラン９）
・河本　準一（お笑い芸人、次長課長）

・三宅　智子（フードファイター、タレント）
・井上あさひ（アナウンサー）
・西　　　靖（アナウンサー）
・山崎　夕貴（アナウンサー）

・井上　　聡（お笑い芸人、次長課長）
・大悟　　　（お笑い芸人、千鳥）
・ノブ　　　（お笑い芸人、千鳥）
・水道橋博士（お笑い芸人、浅草キッド）
［スポーツ］
・常ノ花　　（大相撲横綱）
・鷲羽山　　（大相撲関脇）
・小津野祐佳（剣道）
・高橋　英明（剣道）
・在本　幸司（空手）
・永木　伸児（空手）
・有森　裕子（陸上競技）
・木山　由加（陸上競技）
・坂本　直子（陸上競技）
・重友　梨佐（陸上競技）
・長尾　隆史（陸上競技）
・中村友梨香（陸上競技）
・新谷　仁美（陸上競技）
・松永　仁志（陸上競技）
・山　三保子（陸上競技）
・山口　衛里（陸上競技）
・沖口　　誠（体操）
・小野田博之（体操）
・監物　永三（体操）
・水島　宏一（体操）
・水鳥　寿思（体操）
・森末　慎二（体操・タレント）
・伊藤　俊介（水泳）
・白　　佳和（プロゴルフ）
・藤本　麻子（プロゴルフ）
・小林　　晋（ライフル射撃）
・岡田　直也（ライフル射撃）
・新田　佳浩（スキー）
・髙橋　大輔（スケート）
・田中　刑事（スケート）
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・秋山　　登（プロ野球）
・上田　剛史（プロ野球）
・大杉　勝男（プロ野球）
・川相　昌弘（プロ野球）
・サブロー　（プロ野球）
・高橋　信二（プロ野球）
・土井　　淳（プロ野球）
・野村　祐輔（プロ野球）
・野本　　圭（プロ野球）
・平松　政次（プロ野球）
・福井　優也（プロ野球）
・星野　仙一（プロ野球）
・松岡　　弘（プロ野球）
・八木　　裕（プロ野球）
・山根　和夫（プロ野球）
・青山　敏弘（Jリーグ）
・福元　美穂（なでしこリーグ）
・宮間　あや（なでしこリーグ）
・荒木絵里香（Vリーグ）
・石井　優希（Vリーグ）
・白井　貴子（バレーボール）
・南　　将之（バレーボール）
・宮下　　遥（Vリーグ）
・山口　　舞（Vリーグ）
・原田　武一（テニス）
・池山　　直（プロボクシング）
・辰吉丈一郎（プロボクシング）
・清水　　聡（ボクシング）
・宗　　道臣（少林寺拳法）

・窪田　　登（重量挙げ）
・岩田　洋介（重量挙げ）

・平井　一正（重量挙げ）
・岡　　紀彦（卓球）

・大森　　勇（bjリーグ）
・石津　裕子（アーチェリー）

３ 海外の友好提携先　※提携年月日

　・江西省（中国）　※平成４（1992）年６月１日
　・南オーストラリア州（オーストラリア）
　　※平成５（1993）年５月７日
　・プネ市（インド・マハーラーシュトラ州）
　　※平成18（2006）年１月19日
　・ピンプリ・チンチワッド市（インド・マハーラーシュトラ州）
　　※平成18（2006）年１月20日
　・慶尚南道（韓国）　※平成21（2009）年10月17日
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行政組織としての岡山県のプロフィール

①県　　　名
　岡山県（英文：Okayama Prefectural Government）
②創　　　立
　1876（明治９）年４月18日
③運営責任者
　岡山県知事　伊原木隆太
④県 の 規 模
　192万県民と7千㎢の県土
⑤予　算　額
　7,191億円(平成28年度一般会計当初予算額)
⑥職　員　数（平成28年4月1日現在）
　知事部局　3,630人
　諸　　局　197人
　教育関係職員　17,030人
　警察関係職員　3,943人
⑦主要事務所所在地
　○岡山県庁（本庁舎）〒700-8570　岡山市北区内山下２-４-６
　　　　　　（分庁舎）〒703-8278　岡山市中区古京町１-７- 36
　　　　　　　　　　　　Tel 086-224-2111（案内番号）
　○総合出先事務所＝３県民局［６地域事務所］
　　・備前県民局（弓之町庁舎）〒700-8604　岡山市北区弓之町６-１
　　　　　　　　（古京庁舎）　〒703-8278　岡山市中区古京町１-１-17
　　 ［東備地域事務所（和気町）］
　　・備中県民局　〒710-8530　倉敷市羽島1083
　　 ［井笠地域事務所（笠岡市）、高梁地域事務所（高梁市）、
　　　新見地域事務所（新見市）］
　　・美作県民局（第一庁舎）〒708-8506　津山市山下53
　　　　　　　　（第二庁舎）〒708-0051　津山市椿高下114
　　 ［真庭地域事務所（真庭市）、勝英地域事務所（美作市）］
　○県外事務所
　　・東京事務所
　　　〒102-0093　東京都千代田区平河町２-６-３都道府県会館10階
　　　（Tel　03-5212-9080）
　　・大阪事務所
　　　〒530-0004　大阪市北区堂島浜２-１-29古河大阪ビル１階
　　　（Tel　06-6131-6390）
⑧海外事務所
　岡山県上海事務所　上海市延安西路2299号　上海世貿商城5C24室
　一般社団法人日中経済貿易センター上海事務所内 岡山経済交流部

ごでま室進推グンィテケーマ部働労業産、は方るあの用ごに所務事海上 ※　
連絡ください。 （Tel　086-226-7365）

⑨首都圏アンテナショップ
　とっとり・おかやま新橋館
　〒105-0004　東京都港区新橋１-11-７新橋センタープレイス１・２階
　（Tel　03-6280-6474）



岡山県に関連する広報媒体のご紹介

広告媒体・番組名 内　　容

物
刷
印 岡山県広報紙
「晴れの国おかやま」 偶数月発行/新聞折り込みなど

ビ
レ
テ
晴れの国生き活きテレビ 山陽

放送
毎週日曜日
11時25分～ 11時30分

オ
ジ
ラ
県民のみなさんへ 山陽

放送
毎週月～金曜日
10時00分～10時05分

OKAYAMA
晴れの国ポケット

FM
岡山

毎週月～金曜日
8時40分頃から2分間
毎週月～金曜日
18時38分頃から2分間

岡山県ホームページ http://www.pref.okayama.jp

YouTube

岡山県政広報
チャンネル

https://www.youtube.com/
user/okayamaprefkoho 

県政広報アニメ
「みんなのおかやま犬」

http://www.pref.okayama.jp/
chiji/kocho/okayamaken/index.html

晴れの国おかやま
チャンネル

https://www.youtube.com/
user/okayamapref/featured

Facebookページ
「晴れの国おかやまかわら版
　　　（岡山県公聴広報課）」

https://www.facebook.com/
okayama.pref.kochokoho

LINE公式アカウント
「晴れの国　岡山県」

岡山県のイベント情報を中心に発信
します♪

Twitter公式アカウント
「岡山県公聴広報課
　　　（@okayama_kocho）」

https://twitter.com/
okayama_kocho

メールマガジン
「メルマガ　晴れの国」

毎週火曜日配信
http://www.pref.okayama.jp/
page/detail-25803.html

「大好き！晴れの国おかやま」に関連するサイト
◆ Web版「大好き！晴れの国おかやま」
http://www.miryoku-harenokuni-okayama.jp/
　本冊子の内容をベースに、動画をふんだんに活用し
て分かりやすく紹介しています。

◆ okayama ebooks「大好き！晴れの国おかやま」
http://static.okayama-ebooks.jp/actibook_data/
　　　 daisuki_okayama/_SWF_Window.html
　本冊子が電子書籍となっています。

◆ 晴れの国おかやま応援サイト　もんげー部
http://8092fun.jp/
　晴れの国おかやまを皆さんで盛り上げていただくた
めの、登録制応援サイトです。

◆ 岡山県マスコット「ももっち・うらっち」のページ
http://www.miryoku-harenokuni-okayama.jp/momo-ura/
　岡山県マスコット「ももっち・うらっち」の公式ホー
ムページです。


