




　＜岡山といえば、桃太郎＞

　岡山は、「桃太郎の鬼退治」の舞台として知られています。

吉備の鬼ノ城で悪事を働いていた異国の王子温
う ら

羅を朝廷から

派遣された吉
き び つ

備津彦
ひこのみこと

命が成敗したという「温羅伝説」が、桃

太郎伝説のモデルとなったと言われています。

　吉備路には、古代史の謎とともに、「吉備津彦神社」や

「矢
や ぐ い の み や

喰宮」など桃太郎伝説にまつわる地名や旧跡が数多く残さ

れています。

　また、地元では、温羅は、製鉄技術を伝え吉備国を繁栄に導

き、侵略者と戦った英雄とも考えられています。

＜岡山県の特徴＞　　　　　　　　　　　　　　　詳しくはＰ１
　古代吉備文化発祥の地／中四国のクロスポイント／ものづくり産業／
　くだもの王国

＜伝統行事＞　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくはＰ４

　西大寺の会陽／白石踊／備中神楽／大宮踊　など

＜あっ晴れ岡山人＞　　　　　　　　　　　　　　詳しくはＰ６

　宮本武蔵／山田方谷／雪舟／竹久夢二／大山康晴／人見絹枝／犬養毅 など

＜見どころ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくはＰ９

　岡山カルチャーゾーン ( 岡山後楽園など ) ／倉敷美観地区／蒜山高原／ 
　玉野・渋川／美作三湯（湯郷、湯原、奥津）／吉備路／瀬戸大橋／津山
　城・鶴山公園／特別史跡・旧閑谷学校／吹屋ふるさと村／勝山町並み保存
　地区 など

＜グルメ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくはＰ 17

　○郷土料理
　　岡山ばらずし／ままかり寿司／サワラ料理／鯖ずし／蒜山おこわ
　○ご当地グルメ
　　日生カキオコ／津山ホルモンうどん／ひるぜん焼そば など

セールスポイント

◆仲間たち（イヌ・サル・キジ）

　　桃太郎にちなんだ仲間たち、「いぬっち」、「さるっち」、「き
　じっち」は、平成 18 年 4 月に誕生。「ももっち」たちと一緒に、
　岡山県をＰＲしています。
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・総 面 積　7,114.47 ㎞
２

・総 人 口　1,921,525 人（772,977 世帯）
・地　　形　県北部は、中国山地と盆地、中部は吉備高原などの丘
　　　　　   陵地、南部は平野に大きく分けられます。
　　　　　   県北部は山と温泉に、南部は多島美に恵まれた瀬戸内
　　　　　   海が広がります。

・水　　　　中国山地を水源とする 3 つの河川（吉井川、旭川、高
　　　　　   梁川）は、良質で豊かな水を常にたたえています。

・人口分布　岡山市と倉敷市に約 120 万人が居住し、県の人口の 
　　　　　   約 62％が集中しています。

①古代吉備文化発祥の地　－桃太郎伝説、温羅伝説の地－
　・大和地方と並ぶ勢力を有した古代吉備の国。製鉄や製塩など
　　の文化は、現在に至るまで多様な産業、経済、文化の振興に
　　大きく寄与しています。

　　・史跡、名勝、天然記念物数（含特別）
　　　全国第 14 位（岡山県：72 件、全国：3,096 件）

②中四国のクロスポイント
　・県内縦横に延びる高速道路網、新幹線をはじめ東西南北につ
　　ながる鉄道、国内外へ飛び立つ岡山空港など、交通基盤が充
　　実しています。

　　・高速道路延長
　　　全国第９位（岡山県：325km、全国平均：241km）
　　・高速道路整備率
　　　全国第 1 位（岡山県：100％、全国平均：80％）

③ものづくり産業
　・全国に比べ製造業などの第 2 次産業の生産額割合が高く、水
　　島工業地帯には、石油、化学、鉄鋼など幅広い分野の高度な
　　技術力を有する大企業が集積しており、県内製造品出荷額の
　　半分以上を占めています。

１　岡山県のアウトライン

１　岡山県の概要　－山と海、三つの河川が育む自然－

２　岡山県の特徴
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　　・岡山県製造品出荷額等：8,255,666 百万円
　　　　　　　　　　　　　　（うち水島工業地帯 52.8％）
　　　　　　　　　［資料：経済産業省「H26 年工業統計表」］

④くだもの王国
　・温暖な気候を生かし、質の高い農業が営まれています。
　・清水白桃、マスカット、ピオーネは生産量、品質とも全国一
　　を誇っており、海外でも高く評価されています。
　・おかやま夢白桃、オーロラブラック、シャインマスカット　
　　などの生産振興にも取り組んでいます。

　　・「清水白桃」：生産量 1,842t　全国第 1 位　シェア 67.5％
　　・「マスカット・オブ・アレキサンドリア」：
　　　　　　　　　　　生産量 505t　全国第 1 位　シェア 97.1％
　　・「ピオーネ」：生産量 9,180t　全国第 1 位　シェア 41.5％
　　　　　　　　　　　　　　　　［その他の農林水産物は P.26］

①県民の鳥「キジ」（平成 6 年 4 月に制定）
②県の木「アカマツ」（昭和 41 年 9 月に制定）
③県の花「モモの花」（昭和 25 年頃から使用）

　・都道府県立図書館個人貸出数
　　　全国第 1 位（岡山県：1,481,983 冊、全国平均：386,598 冊）
　・防犯ボランティア団体構成員数（人口 1 万人当たり）
　　　全国第 1 位（岡山県：433.9 人、全国平均：217.1 人）
　・大学・短大数（人口 10 万人当たり）
　　　全国第 3 位（岡山県：1.41 校、全国平均：0.88 校）
　・ごみのリサイクル率
　　　全国第 1 位（岡山県：30.3％、全国平均：20.4％）
　・美術館数
　　　全国第 5 位（岡山県：16 館、全国：436 館）
　・医師数（人口 10 万人当たり）
　　　全国第 7 位（岡山県：287.8 人、全国平均：233.6 人 )
　・有効求人倍率　
　　　全国第 4 位（岡山県：1.65 倍、全国平均：1.36 倍）
　・女性役員比率
　　　全国第 8 位（岡山県：26.4％、全国平均：23.5％）

４　全国上位の主な指標

３　県のシンボル
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１　歴史

弥
生
時
代

（紀元前 3 世紀～）

 西日本屈指の複合集落遺跡百間川遺跡群

※弥生時代の豊かさを物語る遺跡群。岡山県は弥生時代の先進地域

古
墳
時
代

5 世紀代 大和朝廷に並ぶ勢力を持つ「吉備国」による巨大古墳の築造

造山古墳／岡山市（全国第 4 位の規模）

作山古墳／総社市（全国第 9 位の規模）

飛時
鳥代

7 世紀 鬼ノ城築城

吉備は備前、備中、備後の 3 国に分割
奈平
良安
・時
　代

713 備前国の北部を割いて美
みまさかのくに

作国をおく

1184 藤戸の合戦で源氏が平氏を破る

鎌安
倉土
・桃
室山
町時
・代

1573 宇喜多直家が岡山城に入り、城下町の建設を始める

1582 羽柴（豊臣）秀吉が高松城を水攻めにする

1597 宇喜多秀家により、天守閣を含む岡山城が完成

江
戸
時
代

1603 池田忠継が備前 28 万石を、森忠政が美作 18 万 6 千 5 百石を領する

1616 津山城が完成

1670 閑谷学校が開校

1683 備中松山城が完成

1700 後楽園が完成

1850 山田方谷、備中松山藩の藩政改革に着手

明治

1876 岡山県創立

1887 石井十次が岡山に孤児院を創設

1891 山陽鉄道（現在の山陽本線三石～笠岡間）が開通
大正 1917 民生委員制度の前身となる「済世顧問制度」を創設

昭和

1930 日本初の西洋美術館・大原美術館が開館

1953 水島臨海工業地帯の造成開始

1962 第 17 回岡山国体

1972 山陽新幹線の新大阪～岡山間が開通

1988 新岡山空港が開港、瀬戸大橋開通

平成

2004 岡山県立図書館が開館

2005 晴れの国おかやま国体・輝いて！おかやま大会

2009 第 26 回全国都市緑化おかやまフェア

2009 岡山市が政令指定都市へ移行

2010 第 25 回国民文化祭・おかやま 2010

2013 美作国建国 1300 年

2015 第１回おかやまマラソン

２　歴史・伝統行事
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①国指定重要無形民俗文化財
　・西大寺の会陽（岡山市）

　　　毎年 2 月の第 3 土曜日の夜、2 本の宝木（しんぎ）を裸の
　　群衆が奪い合います。別名 “裸祭り” と呼ばれています。
　・白石踊（笠岡市）

　　  源平合戦の戦死者を弔うために始められたとの伝承がありま
　　す。
　　一つの音頭で男踊・女踊・笠踊・娘踊の組が異なる踊りをし
　　ます。
　・備中神楽（備中地方（総社市、高梁市、新見市、井原市など））

　　　胴丸太鼓の音に合わせて舞う岡山県の代表的な民俗芸能。
　　高梁市の国学者・西林国橋が、「天の岩戸開き」や「大蛇退治」
　　などの神話を基に創作しました。
　・大宮踊（真庭市）

　　　蒜山地域で催される素朴で優雅な盆踊り。老若男女が円形
　　に輪を作り、“あおい” “しっし” “まねき” の三種を踊ります。

②県指定重要無形民俗文化財
　・吉備津彦神社の御田植祭（岡山市）

　　　御斗代（みとしろ）神事と御幡（おはた）献納祭の二つか
　　らなり、御斗代神事がお田植え祭りで、御幡献納祭は病害虫
　　除けと悪疫退散の信仰からといわれています。
　・鴻八幡宮祭りばやし（倉敷市）

　　　各町内からのだんじりの進行に合わせて演奏され、「だんぎ
　　れ囃子」「祇園囃子」など 7 曲が伝承されています。
　・唐子踊（瀬戸内市）

　　　疫神社の秋祭りに奉納される踊りで、朝鮮風の衣装を身に
　　付けた 2 人の子供が、異国情緒たっぷりに舞います。
　・横仙歌舞伎（奈義町）

　　　那岐山山麓地域横仙に古くから伝わる歌舞伎で、囃子や義
　　太夫・役者もすべて地元の保存会の人々で演じられています。
　・誕生寺二十五菩薩練供養（久米南町）

　　　法然上人の両親を供養するため元禄 13 年（1700 年）から
　　続いている伝統行事です。
　・二上山護法祭（美咲町）

　　　斎戒沐浴した行者（護法実＝ごほうざね）が神懸かりとなっ
　　て、本堂前の境内を縦横無尽に走り回る奇祭です。

２　伝統行事
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　・加茂大祭（吉備中央町）

　　　近郷 8 社から神輿が集まって行われる寄せ宮祭りで、典雅
　　で荘厳な神事絵巻が繰り広げられます。

［もっとある県指定重要無形民俗文化財］
吉備津神社の宮内踊・志呂神社御供・建部祭り（岡山市）／高田
神社獅子舞・八幡神社および物見神社の花祭り・新野まつり（津
山市）／大島の傘踊（笠岡市）／糸崎八幡神社・中山天神社の神
事（井原市）
／新本両国司神社赤米の神饌（総社市）／鋤崎八幡神社の秋祭り（高
梁市）／太鼓田植（新見市）／福石荒神社神楽獅子舞（備前市）
／弘法寺練供養・太刀踊（瀬戸内市）／吉念仏踊（真庭市）／梶
並神社の当人祭・美作町の地下芝居・天曳神社宮原獅子舞（美作市）
／布施神社のお田植祭（鏡野町）／バンバ踊・清水寺護法祭（久米
南町）／境神社および八幡神社の獅子舞（美咲町）／吉川八幡宮
当番祭・川合神社夏祭のだし（吉備中央町）

①絵画

　・「紙本墨画淡彩山水図　雪舟筆」　個人蔵（京都国立博物館保管 )
　・「絹本著色宮女図（伝桓野王図）」　個人蔵（京都国立博物館保管 )
②工芸品

　・「赤韋威鎧　兜、大袖付　附唐櫃」　岡山県蔵（岡山県立博物館保管）
　・「太刀　銘吉房」　林原美術館蔵
　・「太刀　銘備前国長船住左近将監長光造」　林原美術館蔵
　・「短刀　無銘正宗（名物九鬼正宗）」　林原美術館保管
　・  「太刀　無銘一文字（山鳥毛）附   打刀拵」個人蔵（岡山県立博物館保管）
③建造物

　・「吉備津神社本殿及び拝殿」　吉備津神社所有
　・「旧閑谷学校講堂」　岡山県所有

３　国宝

　・近世日本の教育遺産群－学ぶ心・礼節の本源－
（備前市）（H27. 認定）

　・一輪の綿花から始まる倉敷物語
～和と洋が織りなす繊維のまち～　　（倉敷市）（H29. 認定）

　・きっと恋する六古窯－日本生まれ日本育ちのやきもの産地－
（備前市）（H29. 認定）

４　日本遺産
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１　あっ晴れ岡山人

［歴史上の人物］

　・宮
みや

本
もと

　武
む

蔵
さし

美作市出身とされる、江戸時代初期の兵法家。二刀流
を使い、水墨画にも優れていました。
美作市には、「生家跡」「武蔵資料館」などがあります。

　・山
やま

田
だ

　方
ほう

谷
こく

高梁市出身。備中松山藩士。陽明学者・財政家。
藩政改革を断行し、8 年間で 10 万両の負債を返済し
さらに 10 万両の蓄財をしました。「山田方谷記念館」

（新見市）、墓所がある「方谷園」（高梁市）などがあ
ります。

　・雪
せっ

　　 舟
しゅう

総社市出身。室町時代の代表的画僧。修行時代に寺の
柱に縛られた際、涙でネズミを描いたと伝えられてい
る「井山宝福寺」（総社市）があります。

［芸術文化分野］

　・竹
たけ

久
ひさ

　夢
ゆめ

二
じ

瀬戸内市出身。大正時代を代表する画家。詩人、デザ
イナーとしても活躍。甘美でロマンチックな女性描写

「夢二式美人」が有名です。
作品は、岡山後楽園近くにある「夢二郷土美術館」で
堪能できます。

　・大
おお

山
やま

　康
やす

晴
はる

倉敷市出身。棋士。第 15 世永世名人。A 級在位連続
44 期、タイトル獲得 80 期などの功績を称え、女流棋
士による「大山名人杯倉敷藤花戦」が行われています。
倉敷市に「大山名人記念館」があります。

［スポーツ分野］

　・人
ひと

見
み

　絹
きぬ

枝
え

岡山市出身。アムステルダム五輪の女子 800m で銀メ
ダル。世界新記録を 3 つ、日本新記録を 8 つマークし、
1928 年に出した走り幅跳びの世界記録（5m98cm) は
10 年間破られませんでした。

［政治分野］

　・犬
いぬ

養
かい

　   毅
つよし

岡山市出身。号は木堂。明治・大正・昭和期の政党
政治家。1931 年第 29 代内閣総理大臣となるが、5.15
事件が起き銃弾に倒れました。「話せば分かる」とい
う名言は有名です。岡山市内に生家と「犬養木堂記念
館」があります。

３　人
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［名誉県民（県外出身者も含む）］

　・高畑浅次郎 （元県教育長。私学振興、明るい県民運動など
に貢献）

　・藤原　　啓 （備前焼作家・人間国宝）
　・土光　敏夫 （元経団連会長。経済運営、国政における行政

改革推進などに優れた功績）
　・岡崎嘉平太 （民間航空輸送発展に貢献。日中友好関係の基

礎を築く）
　・川崎　祐宣 （総合病院、医療大学の設立など、本県の医療

の充実、医・医療従事者の養成に貢献）
　・谷口　澄夫 （岡山大学など数々の大学長を歴任し、有為な

人材を多数育成。本県の教育・文化の振興に優
れた功績）

　・江草　安彦 （川崎医療福祉大学初代学長。本県の保健福祉
人材の育成や国際交流で優れた功績）

［県民栄誉賞］

　・髙橋　大輔 （フィギュアスケート、バンクーバーオリンピ
ックの銅メダリスト（日本人男子初））

　・新田　佳浩 （スキー、バンクーバーパラリンピックの 2 種
目の金メダリスト（日本人男子初）)

　・福元　美穂 （サッカー、FIFA 女子ワールドカップで優勝、
ロンドンオリンピックの銀メダリスト）
の銀メダリスト）

　・宮間　あや （サッカー、FIFA 女子ワールドカップで優勝、
ロンドンオリンピックの銀メダリスト）

　・山口　　舞 （バレーボール、ロンドンオリンピックの銅メ
ダリスト）

　・荒木絵里香 （バレーボール、ロンドンオリンピックの銅メ
ダリスト）

　・清水　　聡 （ボクシング（バンタム級）、ロンドンオリンピ
ックの銅メダリスト）

　・佐藤　友祈 （車いす陸上、リオデジャネイロパラリンピッ
クの２種目の銀メダリスト）

２　もっといる！あっ晴れ岡山人



８

［人間国宝］

　・伊勢　　淳 （備前焼作家）

　・金重　陶陽 （備前焼作家）

　・藤原　　啓 （備前焼作家）

　・藤原　　雄 （備前焼作家）

　・山本　陶秀 （備前焼作家）

　・大野昭和斎 （木工芸作家）



９

①岡山後楽園と岡山城　－岡山の芸術と文化に触れる場所－
　　日本三名園の一つ　「岡山後楽園」は、日本庭園の集大成とし
　て世界に誇る、江戸時代を代表する回遊式の庭園で、ミシュラン・
　グリーンガイド・ジャポンで三つ星の評価を得ています。隣接

　する「岡山城」は、黒い外観から別名「烏
う

城
じょう

」とも呼ばれ、岡
　山後楽園との調和は絶妙です。周辺地域には、美術館や博物館
　などの文化施設が集まっており、「岡山カルチャーゾーン」と呼
　ばれています。

②倉敷美観地区　－白壁の町並み。県内一の観光地－
　　柳並木のある堀割に沿って軒を連ねる白壁の町並み。江戸時
　代、天領として、栄えた商都の面影が今も息づいています。国
　選定の重要伝統的建造物群保存地区です。
　　付近には、日本初の西洋近代美術館「大原美術館」、明治時代
　の紡績工場を改造したレトロな雰囲気の「倉敷アイビースクエ

　ア」などがあります。

③国立公園　蒜
ひるぜん

山　－西日本屈指の高原リゾート－
　　中国山地の山すそに広がる高原リゾート。ジャージー牛が放
　牧され、ヨーロッパのアルプス地方を思わせる牧歌的な風景。
　夏も冬も楽しめ、ジャージー牛乳を使った乳製品も人気です。

④玉野・渋川　－美しい自然に恵まれた風光明媚な港町－
　　瀬戸内海沿岸に位置し、瀬戸大橋や瀬戸の多島美が一望でき
　る「王子が岳」、イギリス庭園などもある桜の名所「みやま公園」、
　県内最大の海水浴場「渋川海水浴場」、「玉野海洋博物館（渋川

　マリン水族館）」などがあります。

⑤美作三湯　－あふれる名湯に、身をまかせて－
　　白鷺に導かれた名湯「湯郷温泉」（美作市）、全国露天風呂番
　付西の横綱である「砂湯」が有名な「湯原温泉」（真庭市）、「足
　踏み洗濯」と美人の湯で知られる「奥津温泉」（鏡野町）があり
　ます。

４　見どころ

１　主な観光スポット
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⑥吉備路　－古代ロマンあふれる桃太郎伝説の舞台－
　　古代吉備国の中心地。全国で第 4 位の規模を誇る「造山古墳」

　などの巨大古墳をはじめ、本殿と拝殿が国宝の「吉備津神社」、
　吉備路のシンボル「備中国分寺五重塔」、桃太郎伝説の鬼の居城
　ともいわれている「鬼ノ城」、「雪舟」が幼年期に修行した「井山

　宝福寺」などがあります。
　
⑦瀬戸大橋　－瀬戸内海国立公園を渡る－
　　6 つの橋が連なり本州と四国を結んでおり、鉄道との併用橋で
　は世界最大規模。海峡部分は 9.4km。岡山県側の海岸線にある「鷲

　羽山」山頂からは、瀬戸内海の多島美に橋がとけこんだ美しい
　景観が望めます。
　　
⑧津山城・鶴山公園　－桜と石垣の華やかなコントラスト－
　　1616 年完成の平山城。迷路のように複雑に入り組ませた石垣
　は高さ 10m 前後もあり、遠くから見ると何層にも重なり合う雄
　大さです。春は西日本有数の桜の名所として知られ、石垣をバッ
　クに約千本の桜が乱れ咲く光景は圧巻です。

⑨特別史跡・旧閑谷学校　－現存する日本最古の庶民の学校－
　　340 年以上前（1670 年）に開校。庶民の子弟が学んだ学校と
　しては、現存する日本最古の学校です。全ての屋根瓦に備前焼
　を用いた講堂は、国宝に指定されています。また、2015 年に「近
　世日本の教育遺産群」の一つとして日本遺産に認定されました。

⑩吹屋ふるさと村　－国の重要伝統的建造物群保存地区－
　　全国で唯一、ベンガラの産地として栄えた町。石州瓦で葺か
　れた屋根に、ベンガラを塗り込んだ格子窓をもつ長者屋敷が山
　あいの谷にこつぜんと現れ、訪れる人を驚かせます。周辺には「坑
　道跡」や映画「八つ墓村」のロケ地ともなった「広兼邸」など
　があります。

⑪勝山町並み保存地区　－「美しいまちなみ大賞」受賞－
　　白壁の土蔵や武家屋敷、格子窓の商家などが建ち並び県内初
　の「町並み保存地区」に指定されました。最近は、店のシンボ
　ルなどをあしらった草木染めの「のれん」が各家の軒先を彩り、
　「のれんの町」としても人気が高まっています。
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①映画などのロケ地※（　）は公開年

　・「秋津温泉」（1962） 奥津温泉
　・「砂の器」（1974） 邑久、倉敷市
　・横溝正史関係　※横溝正史は倉敷市（旧真備町）に疎開
　　「八つ墓村」（1977） 広兼邸、満奇洞、

八塔寺ふるさと村、神庭の滝
　　「獄門島」（1977） 笠岡港、真鍋島、六島
　　「悪霊島」（1981） 下津井港、鷲羽山、笠岡市
　・「瀬戸内少年野球団」（1984）　  真鍋島、犬島
　・「黒い雨」（1989） 八塔寺
　・「男はつらいよ」シリーズ
　　「寅次郎恋歌（第 8 作）」（1971）　　　　　 高梁市
　　「口笛を吹く寅次郎（第 32 作）」（1983）　   高梁市
　　「寅次郎紅の花（最終作）」（1995）　　　　 津山市、勝山
　・「あぐり」（1997） 鶴山公園、津山市
　・「カンゾー先生」（1998）玉野市、建部、牛窓
　・ 「武蔵 MUSASHI」（2003）真庭市、井原市、新見市、岡山市
　・「あずみ 2」（2005） 中世夢が原
　・「鉄人 28 号」（2005） 犬島
　・「花より男子」（2005） 岡南飛行場
　・「ALWAYS 三丁目の夕日」（2005）西大寺、玉島、藤戸、久世
　・「ALWAYS 続・三丁目の夕日」（2007）　　久世
　・「ALWAYS 三丁目の夕日 ‘64」（2012）　　 西大寺
　・「県庁の星」（2006） 高梁市
　・「バッテリー」（2007） 美作市、高梁市、新見市、備前市、

津山市、真庭市、岡山市、倉敷市、
奈義町、西粟倉村

　・「釣りバカ日誌 18 ハマちゃんスーさん瀬戸の約束」（2007）
倉敷市、笠岡市、瀬戸内市、
鏡野町、岡山市、高梁市

　・「DIVE ！！ダイブ」（2008）児島、岡山市
　・「アキレスと亀」（2008）美咲町
　・「天地人」（2009） 岡山城・岡山後楽園
　・「八日目の蝉」（2011） 岡山市
　・「るろうに剣心」（2012）倉敷市

２　ユニークな観光地
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　・「とんび」（2013） 岡山市、倉敷市、瀬戸内市、笠岡市
　・「魔女の宅急便」（2014）岡山市、瀬戸内市
　・「マッサン」（2014） 倉敷市
　・「軍師官兵衛」（2014） 高松城跡、岡山市
　・「でーれーガールズ」（2015）岡山市、倉敷市
　・「天皇の料理番」（2015）倉敷市
　・「種まく旅人」（2015） 赤磐市、岡山市
　・「真田丸」（2016） 備中松山城
　・「君と 100 回目の恋」（2016）瀬戸内市、岡山市
　・「桃とキジ」（2017） 岡山市、倉敷市
　・「ひるね姫（アニメ作品）」（2017）　倉敷市

②百選に選定されている所

　・さくらの名所 100 選 津山城（鶴山公園）（津山市）
　・森林浴の森 100 選 岡山県立森林公園（鏡野町）

若杉天然林（西粟倉村）
　・水源の森百選 岡山県立森林公園（鏡野町）

毛無山ブナ林（新庄村）
　・残したい日本の音風景 100 選
　　　　　　　　　　　　　　　　諏訪洞・備中川のせせらぎと水車（真庭市）

新庄宿の小川（新庄村）
　・かおり風景 100 選 吉備丘陵の白桃（岡山市、倉敷市、赤磐市）

毛無山ブナとカタクリの花（新庄村）
　・日本の白砂青松 100 選 渋川海岸（玉野市）
　・日本の滝百選 神庭の滝（真庭市）
　・日本の都市公園 100 選 岡山後楽園（岡山市）
　・日本の歴史公園 100 選 岡山後楽園及び烏城公園（岡山市）

高松城址公園（岡山市）
吉備真備公園（矢掛町）
鶴山公園（津山市）
かもがた町家公園（浅口市）

　・日本の渚百選 沙美海岸（倉敷市）
渋川海岸（玉野市）

　・快水浴場百選 渋川海水浴場（玉野市）
　・21 世紀に残したい日本の自然 100 選

百間川（岡山市）臥牛山（高梁市）
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　・日本の道 100 選 本町楢井線・下町薬師院線（高梁市）
吉備路自転車道（岡山市～総社市）

　・ふるさといきものの里 100 選
ほくぼうホタルの里（真庭市）

　・名水百選 塩釜の冷泉（真庭市）
雄町の冷泉（岡山市）
岩井（鏡野町）

　・平成の名水百選 夏日の極上水（新見市）
　・日本 100 名城 津山城（津山市）備中松山城（高梁市）

鬼ノ城（総社市）岡山城（岡山市）
　・ため池百選 神之渕池（久米南町）

鯉ヶ窪池（新見市）
　・未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選

大多府漁港元禄防波堤（備前市）
むかし下津井回船問屋（倉敷市）

　・日本の棚田百選 北庄・上籾（久米南町）
小山・大垪和西（美咲町）

　・死ぬまでに行きたい世界の絶景日本編
天王八幡神社のキンボタル（新見市）
奈義町現代美術館展示室「太陽」
　　　　　　　　　　　（奈義町）

③町並み保存地区　

　・勝山地区     （真庭市）
　・下津井地区 （倉敷市）
　・古町地区     （美作市）
　・城東地区     （津山市）
　・足守地区     （岡山市）
　・新庄地区     （新庄村）
　・玉島地区     （倉敷市）
　・矢掛地区     （矢掛町）

④ふるさと村　
　・八塔寺ふるさと村　 （備前市）
　・越畑ふるさと村　　 （鏡野町）
　・大高下ふるさと村 　（津山市）
　・石火矢町ふるさと村 （高梁市）
　・吹屋ふるさと村　　（高梁市）
　・真鍋島ふるさと村　（笠岡市）
　・円城ふるさと村　　（吉備中央町）
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①岡山・東備地域

　・備前市伊
い ん べ

部　－備前焼のふるさと－　
　　　日本六古窯の一つで千年の伝統を誇る「備前焼」。作家や窯
　　元の店が並び、窯の煙突がいたるところに見られます。伊部
　　駅前の「備前市立備前焼ミュージアム」では、備前焼の歴史
　　や人間国宝の作品を紹介しています。
　
　・牛窓　－日本のエーゲ海－　
　　　古くから栄えた内海の風待ち、潮待ちの港。国内有数のオ
　　リーブの生産地で、今では日本のエーゲ海ともいわれ、マリ
　　ンリゾートとして注目されています。
　
　・日

ひ

生
なせ

・日生諸島　－カキオコが有名－
　　　古くからの漁師町。日生港近くの「五味の市」では、朝と
　　れたばかりの新鮮な魚が並びます。日生諸島では海水浴、ミ
　　カン狩り、釣りなどが楽しめ、日生港から船が出ています。
　
　・犬島　－美しき煙突・近代化産業遺産の島－
　　　岡山市の宝伝沖に浮かぶ大小 7 つの島の総称。大煙突など
　　の銅精錬所の工場跡が独自の産業景観を形成し、この遺構を
　　生かして設計された美術館「犬島精錬所美術館」があります。
　　「近代化産業遺産群 33」に認定されています。
　
　・備前おさふね刀剣の里　－刀が魅せる伝統の技術－
　　　瀬戸内市長船町は「備前刀」のふるさと。全国でも珍しい
　　日本刀の博物館「備前長船刀剣博物館」があり、実際の刀作
　　りの工程を見ることもできます。近くには、福岡県福岡市の
　　地名のルーツともいわている「福岡の市」の史跡もあります。

　・岡山市サウスヴィレッジ（体験できる農業公園）（岡山市南区片岡）
　　　南欧風の建物が並ぶ園内には、高さ 42 ｍの展望塔や芝生広
　　場、遊具などがあります。農産物直売所「ロードサイドマーケッ
　　ト」には、新鮮な地元の農産物が並びます。

３　もっとある！観光スポット
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②倉敷・井笠地域

　・由加神社　－日本三大権現の一つであり、厄よけの総本山－
　　　由加山にあり、由加大権現として江戸時代から信仰を集め
　　てきました。四国のこんぴらさんとの「両参り」が有名。
　　境内には備前焼で造られたものとしては日本一の大鳥居があ
　　ります。

　・円通寺（倉敷市玉島）　－良寛さんも愛した寺－　
　　　奈良時代に僧・行基が創建したと伝えられる古刹。良寛さ
　　んが修業した寺として有名で、庭園は老松・古杉がうっそう
　　と茂る自然庭園の趣をなし、瀬戸内海の景観を一望できます。
　　近隣には「沙美海水浴場」があります。
　
　・笠岡諸島

　　　大小 30 余の島々があり、それぞれに個性をもっています。
　　花こう岩の採掘で有名な「北木島」、一年を通じて花栽培が行
　　われている「真鍋島」、「白石踊」や美しい砂浜の広がる海水
　　浴場で有名な「白石島」などがあります。
　
　・田

でん

中
ちゅう

美術館（井原市）　－日本近代彫刻の巨匠－

　　　井原市出身の近代彫刻の巨匠「平
ひらくし

櫛田
でん

中
ちゅう

」の作品を一堂に
　　集めた美術館です。また市内には、健康祈願の珍しい名称の「嫁
　　いらず観音」があり、参拝客でにぎわっています。　
　
　・中世夢が原（井原市美星町）
　　　鎌倉～室町時代のムラの様子を再現。農家、道路などが厳
　　密な歴史考証に基づいてつくられています。隣接する美星天
　　文台では、プロの指導の下、天体観測が楽しめます。

③高梁・新見地域

　・備中松山城（高梁市）　－天守が現存する山城では日本一高い－
　　　随所に見られる防御の工夫が戦国時代をしのばせる山城。
　　高梁市街地には、城下町のたたずまいが残され、武家屋敷が
　　残存する「石火矢町ふるさと村」、小堀遠州の作といわれる「頼
　　久寺庭園」も人気観光スポットです。
　
　・弥高山（高梁市川上町）　－雲海の人気スポット－
　　　美しい雲海が見える人気スポット。標高 654m の山頂から
　　は 360 度の大パノラマが展望できます。高梁市川上町にはユ
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　　ニークな、漫画をテーマとした「吉備川上ふれあい漫画美術館」
　　もあります。
　
　・井倉洞（新見市）　－日本三大鍾乳洞のひとつ－
　　　清流高梁川に面した断崖絶壁に開いた鍾乳洞。付近は秋の
　　紅葉も見事です。
　　　このほか近くには「満

ま き

奇洞」「備中鐘
かな

乳
ち

穴
あな

」があります。
④美作（真庭・津山・勝英）地域

　・神
かん

庭
ば

の滝（真庭市）　－西日本一の名瀑
ばく

－
　　　国指定名勝に選ばれている西日本一の名瀑。滝までの渓流
　　沿いの景色も美しく、特に紅葉期には多数の観光客が訪れま
　　す。周辺には野猿が群生しています。
　
　・恩原高原（鏡野町）　－夏はキャンプ、冬はスキーのリゾート地－
　　　「恩原湖」と美しい高原に恵まれ、「恩原高原オートキャン
　　プ場」は 4 つ星の評価。県内最大の「恩原高原スキー場」や
　　コテージハウスなどもあり一年中自然を楽しめる観光地です。

　・まきばの館（美咲町）
　　　県の畜産研究所内にあるレジャーゾーン。初夏には 6 千株
　　のラベンダーが咲くハーブガーデンがあります。レストラン
　　では、バーベキュー料理などが楽しめます。

　・おかやまファーマーズ・マーケット　ノースヴィレッジ

　　（体験できる農業公園）（勝央町）
　　　広大な自然を生かした緑の敷地に、大きなアスレチック施
　　設、広い芝生広場のプレイフィールドがあり、いちご狩りな
　　どの農業体験やアイスクリーム・バター・クラフト体験がで
　　きます。
　
　・奈義町現代美術館

　　　現代アートと建物、風景が一体化した新しいタイプの美術
　　館は、「死ぬまでに行きたい世界の絶景」にも選ばれています。
　　独特で、印象的な空間を生み出しています。
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①郷土料理

　・岡山ばらずし
　　　新鮮な瀬戸内海の幸、彩り豊かな旬の野菜や山の幸など季節の
　　素材をふんだんに使い、鮮やかに盛り付けた岡山の代表的な郷土
　　料理です。
　・ままかり寿司
　　　岡山を代表する魚「ママカリ（標準和名：サッパ）」の酢漬けを
　　ネタにしたにぎり寿司。産卵前後の 6 月～ 8 月、10・11 月がおい
　　しいといわれています。
　・サワラ料理
　　　瀬戸内海を代表する魚で、岡山では古くから、珍重され独自の
　　食文化をつくっており、岡山ならではの食べ方「刺身」をはじめ、
　　みそ漬け、塩焼、いり焼きなどの多彩な料理があります。郷土料
　　理「岡山ばらずし」には欠かせない食材です。
　・鯖ずし
　　　鯖を背割りにして寿司シャリを詰めなじませたもの。県北の秋
　　祭りには欠かせない郷土料理です。
　・蒜山おこわ
　　　もち米に、季節の山菜、鶏肉、クリなどいろいろな具を入れて
　　蒸し上げるのが特徴の蒜山地方の名物おこわです。

②ご当地グルメ

　・日生カキオコ（備前市）
　　　新鮮なカキがたくさん入ったお好み焼き。カキの生産量が全国
　　第３位の岡山県の中でも有数のカキの産地である備前市日生町で、
　　カキのシーズンにのみ食べることができます。
　・津山ホルモンうどん（津山市）
　　　新鮮でジューシーな牛ホルモンと自家製のタレを合わせた焼き
　　うどん。農耕用の和牛が多く飼育されていたことから誕生しまし
　　た。
　・ひるぜん焼そば（真庭市）
　　　昭和 30 年以来蒜山地域で作られており、親鶏のかしわ肉や高原
　　キャベツを入れた味噌ダレの焼そばです。
　・美咲たまごかけごはん（美咲町）
　　　美咲町には西日本最大級の養鶏場や、日本棚田百選に選ばれた
　　棚田の米があり、また、同町出身のジャーナリスト岸田吟香が卵

５　自慢の逸品

１　グルメ
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　　かけご飯を愛好したと伝えられていることから誕生しました。
　・おかやまデミカツ丼（岡山市）
　　　約 80 年前に誕生し、一般的な卵とじの代わりにデミグラスソー
　　スをかけたカツ丼です。　
　・笠岡ラーメン（笠岡市）
　　　親鳥を使用したトリガラスープと煮鶏が特徴のあっさりラーメ
　　ン。養鶏と製麺が盛んな土地柄などを背景に誕生しました。
　・児島たこしお焼そば（倉敷市）
　　　下津井のタコと昔ながらの児島特産の塩を使った瀬戸内海が凝
　　縮されたシンプルでコクのある味わいが特徴の焼きそばです。
　・新庄ひめっ子雑煮（新庄村）
　　　新庄村特産のヒメノモチを使ったしょうゆベースの雑煮。きめ
　　の細かさ、コシの強さ、甘味の三拍子そろったヒメノモチが、しょ
　　うゆとマッチした上品な味わいです。
　・かがみの田舎カレー（鏡野町）
　　　大ぶりな鶏肉、ジャガイモなどの地元特産の具材、隠し味に田
　　舎味噌を使用した素朴な味わいのカレー。仕上げに湯むきしたミ
　　ニトマトがトッピングされています。
　・たまの温玉めし（玉野市）
　　　玉野特産の穴子を混ぜ込んだ焼きめしに、温泉たまごをトッピ
　　ングしています。しょうゆとかば焼きのタレの香りが食欲をそそ
　　ります。
　・備中高梁インディアントマト焼そば（高梁市）
　　　昔、地元の学校給食で人気だった焼きそばをアレンジ。カレー
　　風味の焼きそばに、地元産トマトを加えており、トマトの調理法
　　は店ごとに工夫されています。

① 食

　・白桃　　－「清水白桃」生産量全国第 1 位－
　　　袋をかけて大切に栽培されるため、気品のある白さととろける  
　　ような味わいが特徴で、岡山白桃として高く評価されています。
　　7 月上旬から 8 月上中旬が食べごろです。
　・マスカット・オブ・アレキサンドリア　－生産量全国第 1 位－
　　　透き通るようなエメラルドグリーンの房と豊かな芳香、気品あ
　　ふれる食味で果物の女王とも呼ばれている岡山特産のブドウ。全
　　国の 9 割以上が岡山県で栽培され、5 月から 11 月まで全国に出荷
　　されます。
　・ピオーネ　－生産量全国第 1 位－
　　　紫黒色の大粒ブドウで、種なし。甘くておいしく食べやすいと
　　大好評。4 月から 11 月まで長期間出荷されます。

２　特産品・土産
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　・ママカリ
　　　ニシン科の小魚、標準和名は「サッパ」。瀬戸内の特産品で、酢
　　漬け、南蛮漬け、甘露煮、みりん干などの調理方法で食され、土
　　産品としても人気です。ママカリの由来は、おかずにしたら自分
　　の家のママ（ご飯）がなくなり、隣の家にカリ（借り）に行くほ
　　どおいしいという意味からといわれています。
　・きびだんご
　　　岡山を代表する菓子の一つ。桃太郎伝説と結び付き、土産品と
　　して人気があります。県内各地の土産物店で購入できます。
　・きぬむすめ
　　　 一般財団法人日本穀物検定協会が実施した、平成 28 年産米の
　　食味ランキングで最高ランクの「特Ａ」を岡山県で初めて取得し
　　たお米です。絹のように白く、ほどよい粘りや甘みが特徴です。
　・朝日米
　　　コシヒカリなどのルーツとされ、全国でも岡山県だけで本格的
　　に栽培されており、冷めても美味しいので、寿司米としても人気
　　です。
　・日本酒
　　　万葉集に「吉備の酒」と詠まれるほど、岡山県では古くから良

　　質な水、備中杜氏の技、そして「雄
お

町
まち

米
まい

」などの高品質な酒米を
　　用いた酒造りが盛んに行われてきました。
　・ジャージー乳製品
　　　濃厚で栄養価の高い牛乳で有名なジャージー牛、蒜山高原は全
　　国屈指のジャージー牛の飼育地域です。
　　　コクのある乳製品だけでなく、貴重な食肉としても注目されて
　　います。
　・黒大豆（丹波黒）
　　　大粒で、煮豆にすると柔らかく、滑らかな舌触りや風味の良さ
　　が特徴です。若い「さや」の状態で収穫される黒大豆の枝豆は、
　　大きな粒で豆本来の甘みとコクのある逸品です。
　・チョウザメ・キャビア

　　　新見市では高級食材であるチョウザメの養殖が行われています。
　　新鮮なチョウザメの卵で作る国産のフレッシュキャビアは、塩辛
　　くなく、まさに「世界三大珍味」といえます。
　・おかやま和牛肉
　　　澄んだ空気と肥

ひ

沃
よく

な大地で、育てられた岡山県産の黒毛和牛。
　　その中から、厳しい基準を満たした肉だけに与えられる「おかや
　　ま和牛肉」は、きめ細かく柔らかで和牛の風味と旨みが味わえます。
　・有機無農薬農産物
　　　岡山県では全国に先駆けて、化学肥料・農薬を一切使わない、
　　安全安心な農業に取り組んでいます。「おかやま有機無農薬農産物」
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　　は、県独自に認定した農産物です。

②工芸品

　［経済産業大臣指定伝統的工芸品］

　・備前焼
　　　日本六古窯（備前、瀬戸、常滑、越前、信楽、丹波）の一つで
　　約千年の伝統を誇ります。釉

ゆう

薬を一切用いないのが特徴で、素朴
　　な味わいがある奥が深い焼物です。　
　・勝山竹細工

　　　江戸時代後期から勝山地方に伝わる実用民具で、真竹の甘い香
　　りやひごの編み目模様など竹の持つ美しさと、確かな技によって
　　編まれた力強さがあります。

　［岡山県知事指定郷土伝統的工芸品］

　・津
つ

山
やま

箔
はくあい

合紙
し

　　　美作地方は、紙幣の原料にもなっているミツマタの産地。　　
　　金箔や銀箔をはさむ箔合紙は京都や金沢の金箔工芸家には欠かせ
　　ないものであり、特に津山産のものは、薄さ、強さ、手触りなど、
　　品質の良さで高い評価を受けています。

　・撫
なつかわ

川うちわ
　　　江戸時代中期に作られ始めたうちわ。上部に俳句を詠み込んだ
　　「歌継ぎ」といわれる雲型模様、その下に句に合わせた花鳥風月の
　　絵柄が「透かし」技法で配されています。　

　・手
て

織
おりさく

作州
しゅう

絣
かすり

　　　津山盆地で生まれ育った素朴で丈夫な綿織物。太めの木綿糸を
　　使い、藍と白だけで模様を織り上げています。
　・倉敷はりこ
　　　倉敷の人形師が男児の誕生を祝って創作した虎の張り子が、縁
　　起物として定着したもの。ユーモラスな動きと表情を持つのが特
　　徴です。

　・備
びっ

中
ちゅう

和
わ

紙
し

　　　約 1200 年もの歴史を誇る手漉き和紙で、現在では倉敷市内で作
　　られています。書道用紙や巻紙、便せんなど多方面に使われてい
　　ます。

　・高
たか

田
た

硯
すずり

　　　室町時代からの伝統を持ち、気品あふれる漆黒の光沢が特徴で
　　す。「神庭の滝」（真庭市勝山）近くの山から採れる高田石で造られ、
　　石が軟らかく、黒が良く乗り、水持ちが良いという性質があります。
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　・がま細
ざい

工
く

　　　がまの葉を樹皮で編んだ、蒜山地方に伝わる民具。雪ぐつや買
　　い物かごなど、雪深い生活に密着した生活道具で、インテリアや
　　お土産としても人気があります。　

　・烏
う

城
じょう

紬
つむぎ

　　　江戸時代から続くしま模様の絹織物。温かみのあるやわらかな
　　風合いを持ち、質実なつくりで実用性が高いと評判です。

　・虫
むしあけやき

明焼
　　　瀬戸内市を代表する工芸品。岡山藩家老伊木家によって焼き始
　　められた陶器で、京都の清水焼の流れをくむ、薄肌で繊細優美な
　　焼き物です。　

　・津山ねり天
てんじん

神
　　　男児の初節句を祝う人形。人形は、津山産の粘土で固めただけで、
　　焼き物にしていないのが特徴です。　　　

　・郷
ごうばらしっ

原漆器
き

　　　蒜山地方のクリ材を生木のままロクロでひき、木目を大切にし
　　ながら備中漆等の天然の漆で仕上げた 600 年以上の伝統を持つ漆
　　器です。
　
③もっとある特産品

　・イ草製品（織
おりこみ

込花
か

莚
えん

）　
　　　岡山県のイ草産業は、古くは量、質ともに日本一の産地。現在
　　でも加工技術の高さは全国でも有名です。伝統の技法で丹念に織
　　り上げられた織込花莚（花ござ）のほか、座布団、スリッパ、花
　　瓶敷きなど各種小物も人気があり、土産品にも喜ばれています。
　・ジーンズ
　　　「国産ジーンズ発祥の地 児島」や「ジーンズの聖地 井原」は、
　　染色から織布、縫製、洗い加工まで、ジーンズ製造に関わるさま
　　ざまな業種が集積しているのが特徴です。高付加価値ジーンズの
　　産地であり、日本だけでなく世界的にも高い評価を受けています。
　・帆布製品
　　　岡山県は国内有数の帆布製品の産地。帆布とは、トラックの幌
　　などに使われていた平織りの厚手の布です。最近では、昔ながら
　　のシャトル織機で織り上げた帆布を使い、バッグなどの衣類雑貨
　　や生活雑貨として商品化され、人気を博しています。



　約 30 年前、情報誌の編集長時代、「でーれー・ぼっけー・

もんげー」は岡山弁の原級・比較級・最上級だ･･･という読

者投稿を取り上げたことを記憶しています。「ぼっけー」と

「もんげー」は日常ではあまり使われていませんが、私は強

調するときに「でーれー」、もっと強調するときは「ぼっけー」

を加え、さらに強調するとき「もんげー」を加えます。ど

れも「スゴイ」という意味の岡山弁、３種そろって親しん

でもらえると、とても嬉しく思います。

　　　　　　　　　　　　　　　岡山弁協会会長：青山融
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　『おかやま弁』のあれこれ

【おかやま弁の特徴】

①アクセント
　基本的には東京アクセント。ただし、「夏」「冬」などは京阪式
　アクセント。
②助詞（は・を・に）が、直前の単語の最後の母音と融合して、
　長音になる。
　「月は」は「つきゃー」、「月を」は「つきゅー」、「月に」は「つきー」
　となる。
③「ら抜き言葉」
　岡山では、はるか以前から「ら抜き言葉」を使っていた。
　「試験じゃけー、テレビやこー見れんで（テレビなんか見られないよ）」
　「そねーにぎょーさん（そんなにたくさん）食べれまー（食べら
　れないだろう）」
④「レタス言葉」
　「書ける」、「読める」、「飲める」という言葉が、岡山弁では
　「書けれる」、「読めれる」、「飲めれる」となる。
⑤トが抜ける
　例えば「早く起きようと思った」は、岡山弁では「ハヨーオキヨー
　オモータ」となる。

【代表的な「おかやま弁」】
　デーレー、ボッケー、モンゲー［すごい］
　オエン［だめ］、チバケル［ふざける］、ハシル［傷がピリピリ
　と痛む］、エレー［偉いという意味のほか、苦しい、疲れた、変な］、
　テゴ［手伝い］、ミテル［物が尽きる・なくなる］、イヌル［帰る］、
　など
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①面積
　・総面積

　　7,114.47 ㎞２（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」H28 年］

　・総面積の内訳

　　森林面積（68.0％）、農用地面積（9.3％）、その他（22.7％）

　　　　　　［資料：H27 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）（H26 年度）

　　72,428 億円（シェア：1.5％、全国：4,896,234 億円）

　　［資料：県統計分析課「H26 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（H26 年度）

　　2,711 千円（全国：2,868 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

　　1,921,525 人（全国第 20 位、全国：127,094,745 人）

　　　　　　［資料：総務省「H27 年国勢調査」］

　・世帯数

　　772,977 世帯（全国第 18 位、全国：53,448,685 世帯）　

　　　　　　［資料：同上］

　・人口密度

　　270.1 人 / ㎞２（全国第 24 位、全国平均：340.8 人 / ㎞２   ）

　　［資料：総務省「H27 年国勢調査」・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」］

【資　料　編】

１　岡山県の統計データあれこれ
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　・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

　　13.1％（全国第 12 位、全国平均：12.6％）

　　［資料：総務省「平成 27 年国勢調査」］

　・生産年齢人口の割合

　　58.2％（全国第 27 位、全国平均：60.7％）

　　　　　　［資料：同上］

　・老年人口（65 歳以上）の割合

　　28.7％（全国第 22 位、全国平均：26.6％） 　　　　　　　［資料：同上］

　・百歳以上人口の割合（人口 10 万人当たり）

　　69.04 人（全国第 19 位、全国平均：51.68 人）

　　　　　　［資料：厚生労働省「H28 年百歳以上高齢者等について」］

　・合計特殊出生率

　　1.54 人（全国第 20 位、全国平均：1.45 人）

　　　　　　［資料：厚生労働省「人口動態統計」H27 年］

　・在留外国人割合

　　1.17％（全国第 22 位、全国平均：1.76％）

　　　　　　［資料：法務省「在留外国人統計」H27 年］

　・都道府県間の人口移動状況（転入数―転出数）

　　-1,973 人（全国第 19 位）

　　　　　　［資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」H28 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

　　1.65 倍（全国第 4 位、全国平均：1.36 倍）

　　　［資料：厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」H28 年］

　・常用労働者現金給与総額

　　308,135 円／月（全国第 9 位、全国平均：313,801 円／月）

　　　　　　［資料：厚生労働省「H27 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」］
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⑤教育・文化関係
　・大学・短大数（人口 10 万人当たり）

　　1.41 校（全国第 3 位、全国平均：0.88 校）

　　［資料：文部科学省「H28 年度学校基本調査」・総務省「H27 年国勢調査」から計算］

　・外国人留学生数（人口 10 万人当たり）

　　130.3 人（全国第 13 位、全国平均：164.0 人）

　　［資料：独立行政法人日本学生支援機構「H27 年度外国人留学生在籍状況調査」・総務省「H27 年国勢調査」から計算］

　・都道府県立図書館個人貸出数

　　1,481,983 冊（全国第 1 位、全国平均：386,598 冊）

　　　　　　［資料：H27 年度（公社）日本図書館協会「日本の図書館」］

　・美術館数

　　16 館（全国第 5 位、全国：436 館）

　　　　　　［資料：文部科学省「H27 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」］

　・老人ホーム定員数（65 歳以上人口千人当たり）

　　34.2 人（全国第 15 位、全国平均：30.7 人）

　　［資料：厚生労働省「H26 年社会福祉施設等調査」「H26 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

　　30.3％（全国第 1 位、全国平均：20.4％）

　　　　　　［資料：環境省「H27 年度版日本の廃棄物処理」］
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　・道路実延長（総面積 1 平方 km 当たり）

　　4.56km（全国第 13 位、全国平均：3.32km）

　　［資料：国土交通省「道路統計年報 2016」・国土地理院「H28 年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）

　　46.4km（全国第 12 位、全国平均：38.82km）

　　［資料：全国高速道路建設協議会・国土地理院「H28 年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：80％）

　　　　　　［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）

　　15.97 ㎡（全国第 10 位、全国平均：10.24 ㎡）

　　　　　　［資料：国土交通省「H27 年度末都道府県別都市公園整備水準調書」］

　・史跡、名勝、天然記念物数（含特別）

　　72 件（全国第 14 位、全国数：3,096 件）

　　　　　　［資料：文化庁調べ H29 年］

　・震度４以上地震観測回数（少）

　　18 回（全国第 3 位、全国：2,998 回）

　　　　　　［資料：気象庁「震度データベース検索」1923 年～ 2016 年］

　・防犯ボランティア団体構成員数（人口１万人当たり）

　　433.9 人（全国第 1 位、全国平均：217.1 人 )

　　　　　　［資料：警察庁調べ・総務省「H27 年国勢調査」から計算］

⑧農林水産関係
　・「清水白桃」生産量　

　　1,842 ｔ（全国第 1 位、全国：2,730t、シェア 67.5％）

［資料：H28 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　

　　505t（全国第 1 位、全国：520t、シェア 97.1％）　　　　　 ［資料：同上］

　・「ピオーネ」生産量

　　9,180 ｔ（全国第 1 位、全国：22,140t、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「H26 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

　　81ha（全国第 1 位、全国：81ha、シェア 100%）　　　　   ［資料：同上］

　・「シャインマスカット」栽培面積

　　98ha（全国第 3 位、全国：683.2ha、シェア 14.3%） 　　　［資料：同上］

　・「紫苑」栽培面積

　　11ha（全国第 1 位、全国：11ha、シェア 100%） 　　　　　［資料：同上］
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　・「瀬戸ジャイアンツ」栽培面積

　　51ha（全国第 1 位、全国：72.9ha、シェア 70.0%）　　　　 ［資料：同上］

　・「黄にら」出荷量

　　71t（全国第 1 位、全国：96t、シェア 74.4％）

　　　　　　［資料：H26 年産県農産課調べ］

　・「黒大豆（丹波黒）」栽培面積

　　1,228ha（全国第 2 位、全国：3,199ha、シェア 38.4％） 

　　　　　　［資料：H27 年産県農産課調べ］

　・「とうがん」生産量

　　1,730t（全国第 3 位、全国：11,326t、シェア 15.3％）

　　　　　　［資料：農林水産省「H26 年産地域特産野菜生産状況」］

　・「冬春なす」生産量

　　2,960t（全国第 7 位、全国：113,200t、シェア 2.6％）

　　　　　　［資料：H27 年産農林水産省統計部調べ］

　・「れんこん」生産量

　　1,540t（全国第 7 位、全国：56,700t、シェア 2.7％） 　　　［資料：同上］

　・「スイートピー」出荷量　

　　1,131 万本（全国第 3 位、全国：6,768 万本、シェア 16.7％）

　　　　　　［資料：H26 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

　　10,657t（全国第 3 位、全国：164,380t、シェア 6.5％）

　　　　　　［資料：農林水産省「H27 年漁業・養殖業生産統計年報」］

　・「ノリ（板のり）」生産量

　　202,783 千枚（全国第 9 位、全国：7,658,019 千枚、シェア 2.6％）

　　　　　　［資料：同上］

　・「マツタケ」生産量

　　1.7t（全国第 4 位、全国：70.9t、シェア 2.4％）

　　　　　　［資料：林野庁「H27 年特用林産基礎資料」］

　・「乾シイタケ」生産量

　　12.0t（全国第 18 位、全国：2,631t、シェア 0.5％）

　　　　　　［資料：同上］

　・「マッシュルーム」出荷量

　　2,150t（全国第１位、全国：5,592t、シェア 38.4％）

　　　　　　［資料：農林水産省「H26 年地域特産野菜生産状況調査］

　・「ヒノキ」木材（丸太）生産量

　　219 千 m３（全国第 1 位、全国：2,364 千 m３、シェア 9.3％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　［資料：農林水産省「H27 木材統計」］

　　　　　　



28

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 H28 年］

年 観光入込客数（千人） うち県内客（%） うち県外（%）

24 13,222 38.6 61.4

25 12,320 36.2 63.8

26 14,220 39.1 60.9

27 14,488 41.2 58.8

28 17,404 44.3 55.7

　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。

（岡山県ホームページの統計分析課のホームページからご覧ください）

　http://www.pref.okayama.jp/soshiki/15/

「１０１の指標からみた岡山県」のご紹介

＜観光客ベスト 10 ＞

順位 観光地 客数（千人）

1 倉敷美観地区 3,845

2 後楽園・岡山城周辺 2,649

3 蒜山高原 2,327

4 玉野・渋川 2,045

5 吉備路 1,498

6 津山・鶴山公園 1,321

7 笠岡・笠岡諸島 1,274

8 児島・鷲羽山 1,195

9 美作・湯郷温泉 873

10 JR 岡山駅周辺 715
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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）
　・小堀　遠州（“きれいさび” の茶道を確立した茶人）
　・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（数多の新田を開いた土木巧者・岡山藩士）
　・万代　常閑（越中富山売薬の始祖・和気郡医）
　・古川古松軒（“百聞は一見に及ばず” 実証的地理学者）
　・西山　拙斎（諸藩からの招聘固辞した “関西の孔子”・儒学者）
　・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（黒住教教祖）
　・野　武左衛門（児島の巨大地主・塩田王）
　・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（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を救った・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を築いた・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）

２　岡山県出身・ゆかりの著名人
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　［政界、実業界］

　・磯崎　眠亀（錦莞莚の発明者）
　・安達　清風（日本原を開発した勝北郡長）
　・犬養　　毅（“話せば分かる” 気骨の政治家・第 29 代内閣総理大臣）
　・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）
　・三木　行治（県政発展に “私なき献身”・元岡山県知事）
　・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）
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　・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）
　・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）
　・吉行淳之介（“第三の新人” の代表的存在・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）
　・松井えり菜 （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）
　・太田　　儔 （漆芸家）
　・大野昭和斎 （木工作家）
　・柚木沙弥郎 （染色家）
　・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）
　・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）
　・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）
　・人見古都音 （歌手、AKB48）
　・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）
　・梶原　　善 （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）
　・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）
　・三宅　智子 （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）
　・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）
　・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）
　・ブルゾンちえみ ( お笑い芸人、ブルゾンちえみ with Ｂ）

　［スポーツ］
　・常ノ花 （大相撲、元横綱）
　・鷲羽山 （大相撲、元関脇）
　・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）
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　・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

３　海外の友好提携先　※提携年月日

　・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）
　・町田　　樹 （スケート）
　・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 （サッカー）
　・福元　美穂 （サッカー）
　・宮間　あや （サッカー）
　・荒木絵里香 （バレーボール）
　・石井　優希 （バレーボール）
　・白井　貴子 （バレーボール）
　・南　　将之 （バレーボール）
　・宮下　　遥 （バレーボール）
　・山口　　舞 （バレーボール）
　・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）
　・岩田　洋介 （重量挙げ）
　・窪田　　登 （重量挙げ）
　・平井　一正 （重量挙げ）
　・岡　　紀彦 （卓球）
　・石津　裕子 （アーチェリー）
　・大森　　勇 （バスケットボール）
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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㎞２  の県土
⑤予　算　額　　　　　
　6,917 億円 ( 平成 29 年度一般会計当初予算額 ) 
⑥職　員　数（平成 29 年 4 月 1 日現在）
　知事部局 3,636 人
　諸　　局 196 人
　教育関係職員 13,345 人
　警察関係職員 3,957 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
　上海市徐匯区虹橋路 1 号 港匯中心 1 座 25 階
　株式会社マイツ　上海浦西事業所内
　※上海事務所にご用のある方は、産業労働部マーケティング推進室
　　までご連絡ください。（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 新橋ｾﾝﾀｰﾌﾟﾚｲｽ１・２階
　（Tel 03-6280-6474）

〔行政組織としての岡山県のプロフィール〕



広告媒体・番組名 内　　容
印
刷
物

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

テ
レ
ビ

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

ラ
ジ
オ

県民のみなさんへ 山陽
放送

毎週月～金曜日
10 時 00 分～ 10 時 07 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

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

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

晴れの国おかやま
チャンネル

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

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

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

PR TIMES( プレスリリース配信 ) https://prt imes. jp/main/html/
searchrlp/company_id/23972
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