
　

（ツシマモ－ル）

９時３０分～ ９時４０分～ １０時２０分～ １１時３０分～ １２時３０分～ １３時２０分～ １４時～

伊島町事務所 津島福居 津島東 学南町 津島新野 津島中 津島南 津島桑の木町 津島本町 昼休憩 津島西坂 津島笹ヶ瀬 津高
（ハピ－ズ） （全日空ホテル）

１４時３０分～ １５時１０分～ １６時１０分～ １８時１０分～ １８時３０分～

津高台 首部 津島京町 伊島北町 万成西町 万成東町 谷万成 津倉町 京山 伊島町 いずみ町 岡山駅西口 伊福町

１９時２０分～ 20時着

清心町 絵図町 奉還町 寿町 昭和町 伊島町事務所

（ かつらぎ橋）

７時５０分～ ８時１０分～ ８時３０分～

伊島町事務所 御津中山 御津吉尾 御津野々口 御津宇垣 御津河内 御津高津 御津中泉 御津宇甘 御津勝尾 御津紙工 御津虎倉 御津下田
（御津の里） （マルナカ）

１１時１０分～ １１時２０分～ １２時３０分～ 13時20分～ １５時３０分～

御津草生 御津新庄 御津平岡西 御津中畑 御津矢知 矢原・伊田 昼休憩 御津川高 御津国ヶ原 御津鹿瀬 建部町西原 中田・市場 建部町宮地

１８時３０分～ １９時～ 20時１０分着

建部町中・上 建部町富沢 建部町桜 田地子・品田 建部町和田南 建部町川口 建部町下神目 建部町福渡 大田・吉田 建部町土師方 建部町小倉 御津中牧・牧山 伊島町事務所

（天満屋） （西川アイプラザ）

８時～ ８時１５分～ ９時10分～ １０時～ 11時～ １１時２０分～

伊島町事務所 岩田町 駅前町 下石井地区 大供地区 厚生町地区 西古松地区 本町 平和町 磨屋町 表町 幸町 田町
（マルナカ） （マルナカ） （コ－プ）

１１時５０分～ １２時３０分～ １３時２０分～ １５時３０分～

中央町 柳町 大元地区 鹿田地区 昼休憩 東古松地区 下中野地区 上中野地区 大元上町 野田地区 今地区 今村 平田

17時～ １８時１０分～ １８時３０分～ ２０時着

辰巳 問屋町 中仙道地区 田中 西長瀬地区 北長瀬地区 岡山駅前 野田地区 新屋敷地区 西之町 伊島町事務所

（全日空ホテル） （ハロ－ズ）

７時５０分～ ８時10分～ ９時１０分～ １０時～ １１時～ １１時４０分～

伊島町事務所 岡山駅元町 奉還町 島田本町 富町 下伊福地区 西崎地区 大安寺地区 野殿地区 矢坂地区 尾上 花尻地区 白石地区
（マルナカ） （ハロ－ズ）

１２時３０分～ 13時２０分～ １３時５０分～ 14時20分～ １５時５０分～ １６時４０分～

久米 今保 昼休憩 延友 平野 庭瀬 撫川 大内田 中撫川 川入 納所 北長瀬本町 野田地区
（合同庁舎） （高島屋前）

１７時２０分～ １７時４０分～ １８時１０分～ １８時40分着

島田地区 下石井地区 岡山駅東口 厚生町 桑田町 京山公民館

・４月３日（水）17時頃～17時40分頃まで、岡山駅前（マツモトキヨシ店前）でフェス開催。　

　個人演説会、フェスを下記日程でおこないます。ぜひ可能な方はご参加ください。

・４月５日（金）18時30分～建部中学校（予定）個人演説会。　

・４月1日（月）19時～京山公民館（予定）で個人演説会。　

昼休憩の場所です。

○４月１日(月)　

    　鬼木のぞみ・選挙カ－の主なコ－ス表（3月29日～4月6日）　

○３月２９日(金)　初日

○３月３１(日)　

○３月３０日(土）　

以下の内容が主な選挙カ-の行程です。交通渋滞等によりコ－スの変更する場合がありま

す。また、工程表に住所が記載されていない地域もありますが、限られたすあらかじめご了

承ください。詳しくは選挙事務所 (０８６－２３６－６３７４) にご連絡ください。

スポット予定箇所です。



（バイパス交差点） （ダイキ）

７時５０分～ ８時～ ８時２０分～ ８時５０分～ １０時～ １１時～

伊島町事務所 首部 津高 津高台 富原 横井上 栢谷 吉宗 菅野 富吉 三和 横尾 長野
（グランドマ－ト） （マルナカ） （ハピ-ズ）

１２時３０分～ １３時２０分～ １３時４０分～ １４時２０分～ １５時３０分～

福谷 大窪 昼休憩 松尾 芳賀・佐山 楢津 一宮山崎 一宮 辛川市場 西辛川 吉備津 惣爪 加茂
（マルナカ） （ハピ－ズ）

１６時３０分～ １８時～ ２０時１０分着

新庄地区 高松地区 小山 門前 土田地区 足守地区 大井地区 粟井 山内地区 日近 杉谷 高田地区 伊島町事務所

（商大付近） （ツシマモ－ル）

７時５０分～ ８時～ ９時１０分～ １０時１０分～ １１時５０分～ １２時２０分～ １２時３０分～

伊島町事務所 津島笹ヶ瀬 津島西坂 津島本町 津島福居 津島桑の木 津島東 学南町 津島新野 津島中 津島南 津島京町 昼休憩
（ハピ－ズ）

１３時２０分～ １４時１０分～ 　 １５時～

万成西町 万成東町 谷万成 関西町 岩井 葵町 三門 岩井宮裏 津倉町 京山 伊島町 伊福町 いずみ町
（ハピ－タウン） （マツモトキヨシ）

１６時３０分～ １７時～ １８時～ １９時～

絵図町 清心町 南方 大和町 中井町 法界院 岡山駅 宿 宿本町 原 中原 玉柏 牟佐

２０時２０分着

三野 広瀬町 兵団 出石町 番町 伊島町事務所

（マツモトキヨシ）

８時～ ８時２０分～ ９時～ １０時～ 11時～

伊島町事務所 岡山駅東口 石関町 天神町 番山町 弓之町 富田地区 野田屋町地区 岩田町 駅前町地区 丸の内地区 内山下地区 京橋
（天満屋前）

１２時１０分～ １２時３０分～ １３時２０分～ １４時１０分～ １４時４０分～ １５時１０分～ １５時４０分～

表町地区 昼休憩 中山下地区 南中央町 京町 春日町 清輝橋地区 鹿田町地区 岡町 東古松地区 西古松地区 富田 青江地区

１７時２０分～ １７時５０分～ １９時～ 20時着

神田町地区 奥田地区 岡南町地区 十日市地区 七日市地区 旭本町 二日市町 船頭町 船橋町 天瀬地区 東中央町 伊島町事務所

（マルナカ） （グランドマ－ト） （ハピ-ズ）

８時～ ８時１０分～ １０時～ １０時３０分～ １１時２０分～ １２時１０分～ １２時３０分～

伊島町事務所 津高 津高台 横井上 富原 一宮地区 芳賀・佐山団地 辛川地区 吉備津 納所 川入 撫川 昼休憩
（ハローズ） （ハロ－ズ）

１３時２０分～ １３時４０分～ １４時～ １４時３０分～ １５時１０分～ １６時１０分～ １７時～

大内田 庭瀬 平野 花尻地区 延友 白石地区 久米 日吉町 北長瀬地区 野田地区 西之町 新屋敷地区 島田町地区

１７時１０分～ １７時５０分～ １８時５０分着 20時３０分着

大安寺地区 野殿地区 西崎地区 建部町中学校 伊島町事務所

（マツモトキヨシ）

８時～ ８時１０分～ ９時～ １０時～ １１時～ １１時３０分～

伊島町事務所 宿 宿本町 三野 北方 中井町 広瀬町 兵団 出石町 番町 大和町 南方 岡山駅東口
（天満屋） （ヒパ－ズ）

１２時～ １２時２０分～ １３時１０分～ １５時～ １５時３０分～ １６時１０分～ １６時５０分～

下石井 表町 昼休憩 清心町 絵図町 いずみ町 伊福町 伊島町 伊島北町 京山 津倉町 下伊福 谷万成
（ツシマモ－ル）

１７時５０分～ １８時４０分～ １９時～ １９時４０分～ 20時着

万成東町 万成西町 津島京町 首部 津島笹ヶ瀬 津島西坂 津島本町 津島南 津島桑の木 津島中 津島新野 津島福居 伊島町事務所

○４月４日(木）　

○４月２日(火）　

○４月３日(水）　

○４月６日(土）　最終日　

○４月５日(金）　


