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 １４（金） 常任委員会
 ２4（月） 常任委員会
 ２5（火） 行財政改革・道州制等特別委員会
  子ども応援特別委員会
  地域振興・観光・金融・雇用対策特別委員会
  文化振興・環境対策等特別委員会

月

 ４（金） 常任委員会
 １５（火） 常任委員会
 １６（水） 行財政改革・道州制等特別委員会
  子ども応援特別委員会
  地域振興・観光・金融・雇用対策特別委員会
  文化振興・環境対策等特別委員会
 17（木） 議会運営委員会
 18（金） 常任委員会
 ２2（火） ２月定例会開会
  常任委員会
 ２4（木） 代表質問
 ２5（金） 代表質問

月

 2（水） 一般質問
 3（木） 一般質問
 4（金） 一般質問
 8（火） 一般質問
 9（水） 行財政改革・道州制等特別委員会
  地域振興・観光・金融・雇用対策特別委員会
 １0（木） 子ども応援特別委員会
  文化振興・環境対策等特別委員会
 １1（金） 常任委員会
 １5（火） 議会運営委員会
 16（水） ２月定例会閉会

月

検索岡山県議会

岡山県議会広報紙 おかやま県議会だより第7号

岡山県議会スケジュール

議員定数と選挙区

県議会議員の定数は、地方自治法上は59人です
が、行政改革や一票の格差などを踏まえ、県の条例
では3人減の56人と定めています。選挙区（20区）
及び選挙区ごとの定数は次のとおりです。
なお、議員の任期は4年です。
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おかやま県議会だより県議会だより

今年8月、岡﨑豊県議会議
長、知事をはじめとする岡
山県訪問団がシンガポー
ル・マレーシアを訪問し、県
産果物等のPR説明会や試
食会を行うとともに、百貨
店店頭に立ってトップセー
ルスを行い、県産果物の
PR・販売を行いました。
さらに、シンガポール農食
品獣医庁のタン長官、マ
レーシア農業・農業関連産
業省のノーフ大臣を訪問
し、意見交換を行いました。

議事堂の工事を行い、議会傍聴・委員会視聴
の受付場所からエレベーターが直接ご利用
いただけるようになりました。また、受付場所
も広くなりましたので、傍聴・視聴にお気軽に
お越しください。
（見取り図及び傍聴・視聴の手続きについて3面に
記載しております。）

傍聴・視聴の際は参考にしてください。
（変更になる場合もあります。）
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議事堂が変わりました

世界に通じる「岡山ブランド」の確立を目指して

全国都道府県議会議長会から、次の議員が永年勤続の自治功労者として表彰されました。

岡﨑　 豊 議員福田 通雅 議員鈴木 一茂 議員

内山　 登 議員渡辺 英気 議員小田 圭一 議員蓮岡 靖之 議員

長瀬 泰志 議員河本　 勉 議員

全国都道府県議会議長会自治功労者表彰
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年
表
彰
受
賞
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岡山県議会事務局
http://www.pref.okayama.jp/syokyoku
/gikai/

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6

ご意見・ご要望・お問い合わせ先編集・発行
本会議傍聴、議会見学
情報公開
議員報酬、政務調査費 など

086-226-7548
gikai@pref.okayama.lg.jp

総 務 課

この広報紙は地球にやさしい大豆インクを使用
しています。このSOY INKマークは米国大豆協会
認定マークです。

本会議、委員会の運営
請願・陳情受付
会議録作成 など

086-226-7551
ggiji@pref.okayama.lg.jp

議 事 課

委員会視聴、政策研究
ホームページ、テレビ番組 など

086-226-7554
gseimu@pref.okayama.lg.jp

政務調査室
古紙配合率100%再生紙を使用しています。

県議会では、県議会議員が出演する議会広報テレビ番組「岡山
県政討論会」（３０分番組）を放送しています。定例会の代表質問
の内容や県政に関する重要なテーマについて、幅広く議論して
います。過去の放送番組は、県議会のホームページで録画映像
を配信（放送終了より１年間）していますので、ご利用ください。

テレビ番組のお知らせ

過去の議会広報テレビ番組(県議会HPで公開中） Ｈ２２．１１現在

岡山県マスコット「ももっち」と「うらっち」

被害のあった自治体への積極的な財政・税制面で
の支援を行うなど復興支援に努めるともに再発防
止策に万全を期すよう求めました。

●口蹄疫被害の復興支援と再発防止を求める意見書
米価下落の現状を受け止め、直ちに米の戸別所得
補償を打ち切るなど現在の農政を抜本的に改め、
政策転換を図るよう求めました。

●米価下落への緊急対策を求める意見書

急激な円高を是正するための為替対策を講じると
ともに、地域経済の活性化に向けて景気を刺激す
る政策の速やかな実行を求めました。

●新たな経済対策を求める意見書

現行の私学助成に係る国庫補助制度を堅持し、一
層の充実を図るよう求めました。

●私学助成制度の堅持及び充実強化に
　関する意見書 必要な漁港・漁場・漁村の整備を推進し、安全・安

心な水産物を求める消費者のニーズにこたえる
政策を打ち出すよう求めました。

●漁港・漁場・漁村の整備促進を求める意見書

●生産性の高い競争力に富んだ農家の育成を求める意見書
婚姻制度や家族のあり方に極めて重大な影響を
及ぼす選択的夫婦別姓を認める民法の改正を行
わないよう求めました。

●選択的夫婦別姓を認める民法改正に反対する意見書
改正貸金業法を早期に完全施行し、相談体制の拡
充やセーフティネット貸し付けの充実及びヤミ金
融の撲滅などを図るよう求めました。

●改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書

宇野―高松航路の存続並びに住民の日常生活に
欠かせない交通手段の確保に向けた支援策を早
急に講じるよう求めました。

●宇野―高松航路の存続等に向けた支援を求める意見書
永住外国人への地方参政権の付与について具体的
な議論を始める場合には、国民の幅広い議論を喚
起しつつ、地方の意見を十分に聞くよう求めました。

●永住外国人への地方参政権付与の法制化議論に関する意見書 採択された陳情
７件の陳情が採択され、実現に向けて
努力を求めました。
☆詳しくは、県議会ホームページをごらんください。

検索岡山県政討論会

放映日　　　　　　　テーマ  　　　          （制作テレビ局）
平成22年11月3日 教育と人づくり　　　　　　  （山陽放送）
平成22年10月11日 ９月定例県議会を終わって　　（岡山放送）
平成22年9月23日 岡山からの情報発信　　　　 （山陽放送）
平成22年9月6日 安心・安全な地域社会づくり　（西日本放送）
平成22年7月19日 ６月定例県議会を終わって　  （山陽放送）
平成22年3月27日 ２月定例県議会を終わって　  （西日本放送）
平成22年2月6日 中山間地域の活性化　　　　（岡山放送）
平成22年1月9日 産業と交流　　　　　　　　 （岡山放送）
平成21年12月27日 １１月定例県議会を終わって　（山陽放送）
平成21年12月23日 安全・安心な地域づくり　　　（山陽放送）

活動する県議会  ※2010年１月～10月までの実績です。

可決された意見書
県民福祉の向上のため、国会や関係省庁
などに１０件の意見書を提出し、
その実現を図るよう要望しました。

公職選挙法により、議員が、選挙区内の人や団体に
対し、年賀状等のあいさつ状（答礼のため
の自筆によるものを除く）を出すことは
禁止されています。
県民の皆さまのご理解をお願いします。

お願い

次に行われる県議会議員選挙から、岡山市北区・加賀郡は9人→8人、
岡山市南区は3人→4人に選挙区別定数が変わります。

■議事堂が変わりました ■世界に通じる「岡山ブランド」の確立を目指して
■岡山県議会スケジュール
■県議会を振り返る［9月・6月定例会］
■わたしたちと県議会
■本会議場の団体見学 ■県議会を見る・聞く
■議員定数と選挙区 ■活動する県議会
■全国都道府県議会議長会自治功労者表彰 ■テレビ番組のお知らせ
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多様な農業の展開を阻害することなく、生産性の
高い競争力に富んだ農家の育成を進める施策を
充実させるよう求めました。


