
第１６回全国市民オンブズマン岡山大会のご案内

大会テーマおえりゃあせんのう、地方財政！

全国の市民オンブズマンの皆さま、こんにちは。今年の「全国市民オンブズマン大

会」の開催地は、岡山です。風光明媚、食べ物もおいしい岡山に、ぜひ、いっぺんき

てみられえ。実行委員一同、心をこめて皆さまをお迎えする準備を進めています。

全国大会関係の書類をお送りしますのでご確認ください。

①参加申込書、書籍類販売申込書は岡山に(7/31〆切)

②宿泊申込は直接ホテルに(7/31〆切)

締め切り日までにそれぞれの宛先にご送付、ご連絡ください。

今大会では、全体報告を２回行い、２日目にテーマ報告をすることになりました。

分科会報告は当日は行わず、後日全国オンブズマンのホームページに掲載します。

とき ２００９年８月２９日(土)・３０日(日)

ところ 岡山大学創立五十周年記念館（岡山市北区津島中1-1-1）

＜日程＞

8/29（土） 13：00 開会（12：00～受付）

13：05 実行委員会挨拶、基調報告

13：15 【全体報告】「地方財政」

14：00 記念講演

「末期的な自治体財政から真の地方分権を考える」

講師 片山善博氏（慶応大学教授、前鳥取県知事)

15：15 包括外部監査表彰

15：45 【分科会】（17：45終了予定）

①監査委員 ②地方財政 ③談合 ④情報公開

⑤初めてのオンブズマン ⑥議会

18：30 懇親会（カルチャーホテル）

8/30（日） 9：00 【全体報告】「監査委員の評価」

10：00 【テーマ報告】

「八ッ場ダム」「債権放棄」「行政委員会」等

11：30 提案、決議、大会宣言

12：00 閉会

13：30～15：30 【交流会】

「第１６回全国市民オンブズマン岡山大会実行委員会」

NPO法人市民オンブズマンおかやま

〒703-8228 岡山市中区乙多見347 Tel：086-279-9099 Fax：086-279-7895

メール：ombud@icity.or.jp



第１６回全国市民オンブズマン岡山大会

交流会のご案内

第１６回全国市民オンブズマン岡山大会にご参加の皆さま、大会終了後に交

流会を開きますので、ご案内します。

「全国大会では、時間が限られるため発言の機会がなかなかない」、「せっか

く参加したのだからもっと交流したい」などの声にお応えするための企画です。

意見交換しやすいよう、１室２０人位の少人数で、５室を予定しています。

今大会は各地の地域報告がありませんので、交流会のテーマのひとつとして

地域報告（東日本、西日本）を考えています。この機会をご利用いただき、資

料などもご自由にお配りください。

地域報告をしたい方や、テーマの提案があれば、事前にＦＡＸかメールで、

交流会担当にお申し出くだされば、できるだけ対応したいと思います。

事前の参加申込は不要です。お時間のある方は、自由にご参加ください。（人

数把握のため、現時点で参加予定の方は、参加申込書の所定欄にご記入くださ

い。）

なお、昼食は、岡山大学生協食堂（南福利施設・ピーチユニオン２F）が

11：00～14：00まで開いていますので、ご利用ください。

とき 2009年8月30日（日）13:30～15:30（13:20集合）

ところ 岡山大学教室（分科会の会場）

参加費 無 料

■お問い合せ先 「第１６回全国市民オンブズマン岡山大会実行委員会」

交流会担当 和田啓二（和田税理士事務所：月～金）

電話 086-231-0056 FAX 086-231-0297

メール wa312@lime.ocn.ne.jp



第１６回全国市民オンブズマン岡山大会

書籍類の販売についてのお願い

岡山大会のメイン会場である「岡山大学創立五十周年記念館」は、公共施設のため、

書籍類の販売ができません。かわりに、懇親会会場のカルチャーホテルに「販売スペ

ース」を設けます。メイン会場には「展示コーナー」を設け、見本各１冊を展示しま

すので、大会当日にご持参ください。

上記の事情をご理解の上、書籍・資料の販売を希望される方は、下記の申込書にご

記入の上、7月31日（金）までにＦＡＸでお申し込みください。

なお、無料の資料配付については、メイン会場にスペースを設けます。

書籍類の販売については、下記のことをお守りください。

①市民オンブズマン活動の参考となる書籍・資料に限ります。

②実行委員会への販売数の報告や、分担金はありません。各自で責任を持って管

理し、貼り紙やおつりもご用意ください。

③カルチャーホテルでの懇親会は、8月29日（土）18：30～です。販売スペース

での準備は各自でお願いします。

④書籍・資料は、当日持参するか、下記の要領で直接カルチャーホテルに宅急便

でお送りください。

・宅急便送り先 〒700-0011 岡山市北区学南町1-3-2（TEL 086-253-7509）

リーセントカルチャーホテル 片山様 宛

・日時指定 8月28日（金）午前必着

・品名欄に「オンブズマン全国大会資料」と明記してさい。

書籍類販売申込書

申込〆切 7月31日（金） ＦＡＸで、岡山大会実行委員会に送信

ＦＡＸ送信先 086-279-7895

団体名 担当者名

連絡先住所 〒 電話

FAX

書籍・資料名 販売価格

■お問い合せ先 「第１６回全国市民オンブズマン岡山大会実行委員会」

書籍・資料販売担当 村上眞幸（Tel 086-462-9588）
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全国大会会場への交通案内と留意事項等

１． JR 岡山駅から

①岡山駅西口から岡電バス「岡山大学・岡山理科大学」行（15 番乗り場）に乗車、

岡大西門で降車、「岡大 50 周年記念館」はすぐ前（約 7 分 190 円） 
②岡山駅西口からタクシーで「岡大 50 周年記念館」（約 5 分 約 800 円） 

２． 岡山空港から

①空港バス② ③乗り場「岡山空港→岡山駅(東口)」行 
ノンストップバスは岡山駅東口へ直行（約 30 分 料金 740 円） 
ノンストップバス以外は、岡山大学筋で下車（最下表参照）、会場まで徒歩約７分

・岡山駅東口到着の場合は、岡山駅ビル 2 階の東西連絡通路で西口方面へ

・岡山駅東口からタクシーで「岡大 50 周年記念館」（約 10 分 約 1000 円） 
②岡山空港からタクシーで「岡大 50 周年記念館」（約 30 分 約 5000 円） 

＜岡山駅西口と全国大会会場（岡山大学５０周年記念館）間のバス時刻表＞

＊８月２９日（土）は、岡山駅西口から１２:００台に、臨時バスの増便が出ます

＜岡山駅西口から岡山大学方面へ＞ ＜岡山大学から岡山駅西口方面へ＞

岡山駅

西 口

(始発)

清心町

(ロイヤル

Ｈの前)

スポーツセ

ンター前

(カルチャー

Ｈの近く)

岡大西門

(50 周年

記念館前)

岡大西門

(50 周年

記念館前）

スポーツセ

ンター前

(カルチャー

Ｈの近く）

清心町

(ロイヤルＨ

の前)

岡山駅

西 口

(終点)
9:20 9:22 9:23 9:27 11:35 11:39 11:40 11:48
9:50 9:52 9:53 9:57 12:15 12:19 12:20 12:28

10:25 10:27 10:28 10:32 12:35 12:39 12:40 12:48
11:10 11:12 11:13 11:17 13:00 13:04 13:05 13:13
11:50 11:52 11:53 11:57 13:18 13:22 13:23 13:31
12:10 12:12 12:13 12:17 13:42 13:46 13:45 13:55
12:35 12:37 12:38 12:42 14:05 14:09 14:10 14:18
12:53 12:55 12:56 13:00 14:25 14:29 14:30 14:38
13:17 13:19 13:20 13:24 14:47 14:51 14:52 15:00
13:40 13:42 13:43 13:47 15:10 15:14 15:15 15:23
14:00 14::02 14:03 14:07 15:32 15:36 15:37 15:45
14:22 14:24 14:25 14:29 15:57 16:01 16:02 16:10
14:45 14:47 14:48 14:52 16:33 16:37 16:38 16:48

＜羽田空港 → 岡山空港 航空機と連絡バス時刻表＞

航空会社 羽田出発時刻 岡山到着時刻 空港発のバス 岡山大学筋着 岡山駅東口着

JAL 8:45 10:05 10:25 10:47 10:55 
ANA 9:20 10:35 11:00 11:22 11:30 

＊ 岡山駅改札口、東西連絡通路、西口バス停、東口空港バス停などに案内人が立ちます。

岡山駅に着いたら、東西連絡通路で必ず西口方面へ



第１６回全国市民オンブズマン岡山大会

参 加 申 込 書

申込〆切 7月31日（金） ＦＡＸで、岡山大会実行委員会に送信

ＦＡＸ送信先 086-222-4116

申込日 2009年 月 日

団体名 都道府県名

住所 〒

連絡先
電話 FAX

参加者氏名 8/29懇親会 分科会 8/30交流会
（楷書でお書きください） （参加は○） （希望分科会番号） （参加は○）

■個人参加の場合は、団体名なし、連絡先はご自宅をご記入ください。

■現在決まっている分科会は①～⑥ですが、増える可能性もあります。人数把握のため、現

時点で希望される分科会の番号をご記入ください。

①監査委員 ②地方財政 ③談合 ④情報公開 ⑤初めてのオンブズマン ⑥議会

■交流会は参加自由ですが、人数把握のため参加予定の方はご記入ください。

■取得した個人情報は、当大会と次回大会のお知らせ以外に利用することはありません。また、

この情報は第三者には提供しません。

参加費払い込みのご案内

大会参加費（資料代込み）５,０００円は、事前に下記郵便振替口座にお払い込みくださ

い。領収書は当日発行します。

払い込み〆切 7月31日（金）

郵便振替口座 口座番号 01290-7-7526

加入者名 市民オンブズマンおかやま

■払込票の通信欄に、全員の参加者氏名をご記入ください。

■懇親会費５,０００円は、当日懇親会会場でお支払いください。



第１６回全国市民オンブズマン岡山大会

宿泊のご案内

■今回は、旅行代理店を通さず 直接ホテル申込方式 をとります。

■下記のホテルを確保していますので、7月31日(金)までにホテルに直接ご予約くだ

さい。宿泊費は特別料金です。

■カルチャーホテルは、電話での予約時に「オンブズマン全国大会参加」と申し出

てください。

■岡山ロイヤルホテルは、｢オンブズマン全国大会専用申込書｣をFAX送信してくださ

い。

■宿泊についてのお問い合せは、ホテルに直接お願いします。チェックインはどちら

も午後２時からです。チェックイン前の荷物預けはフロントに申し出てください。ま

た、宿泊費は、チェックアウト時に精算してください。

ホテル 宿泊料金（1人当たり） 人数 備考

カルチャーホテル（懇親会会場）シングル 5,500円 48

岡山市北区学南町1-3-2 朝食付き

予約 ツイン 5,500円 20 1人で使用の場合は9,000円

電話 086-253-2233 朝食付き （2人×10部屋）

岡山ロイヤルホテル シングル 6,000円 60

岡山市北区絵図町2-4 朝食付き

（電話 086-255-1111） ツイン 6,000円 140 1人で使用の場合は8,000円

予約 朝食付き （2人×70部屋）

FAX 086-254-0777 トリプル 6,000円 12 （3人×4部屋）

専用申込書使用 朝食付き

和室 6,000円 8 （4人×2部屋）

朝食付き

ダブル 6,000円 6 1人で使用の場合は8,500円

朝食付き （2人×3部屋）

上記ホテルが満室の場合は、東横イン「岡山駅西口広場」（電話 086-251-1045）、東

横イン「岡山駅西口右」（電話 086-253-1045）などもあります。直接ご予約ください。

お問い合せ先 「第１６回全国市民オンブズマン岡山大会実行委員会」

宿泊担当 釣崎悦子
つるさき

携帯電話 090-5373-8461 メール etsuko@tsuruchan.com



第１６回全国市民オンブズマン岡山大会

岡山ロイヤルホテル専用宿泊申込書

FAX でお申し込みください FAX：086-254-0777  

代表者

お名前

（フリガナ）
勤務先名等

（フリガナ）

TEL 
ご住所

FAX 

ご宿泊プラン ご宿泊の有無 備考（フリガナ）

お名前

性

別 第１ 
希望

第２ 
希望

8/28 
 

8/29 
大会

8/30 同室発生の場合

ご記入下さい

例

①

オカヤマ アオイ

岡山 葵
女 T S 〇 〇 ×

ツインの場合

岡山大翔と同室

例

②

オカヤマ ヒロト

岡山 大翔
男 T Ts 〇 〇 ×

ツインの場合

岡山葵と同室

1

2

3

4

5

6

※ご宿泊プラン S→シングル T→ツイン Ts→ツイン１人利用

D→ダブル Ds→ダブル１人利用 Trp→トリプル

◎欄が不足の場合は、コピーして御利用下さい。

◎第 2 希望までご記入お願いいたします。

◎変更・キャンセルは前日までにお願いいたします。

当日のキャンセル・不泊は全額お支払いを頂きます。

◎第１・第２希望とも満室の場合は、こちらからご連絡させていただきます。

◎お支払いはチェックアウト時にフロントにてご精算下さいませ。

◎取得した個人情報は、第三者に提供することはありません。

岡山ロイヤルホテル TEL 086-255-1111 
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