
　岡山市は旭川と吉井川が瀬戸内海に注ぐ岡山
平野の中央に位置し、南部は地味豊かな沃野、北
部は吉備高原につながる山並みがひろがります。
　温暖な瀬戸内海特有の風土により、春秋は快晴
の日が多く、冬は厳しい季節風を中国山地がさえぎって積雪をみることはまれ
です。夏本土を襲う台風も四国山脈が防壁になって勢力が弱められ、影響が比
較的少ないなど、非常に恵まれています。
　岡山市は平成21年４月に政令指定都市に移行しました。平成28年３月には
新たな総合計画を策定し、「未来へ躍動する 桃太郎のまち岡山」を都市づくり
の基本目標に掲げ、「中四国をリードし、活力と創造性あふれる『経済・交流都
市』」、「誰もがあこがれる充実の『子育て・教育都市』」、「全国に誇る、傑出した
安心を築く『健康福祉・環境都市』」の３つの将来都市像の実現に向けた取り組
みを進めています。

岡 山 市ってこん なまち!
　岡山市は旭川と吉井川が瀬戸内海に注ぐ岡山
平野の中央に位置し、南部は地味豊かな沃野、北
部は吉備高原につながる山並みがひろがります。

岡 山 市ってこん なまち!

岡山市イメージキャラクター ミコロとハコロのミコロとハコロの
プロフィールを紹介します!
プロフィールを紹介します!

岡山市はどんなまちですか？ 概 要 Ver.
魅力発見

&
魅力 　発見 &

多様で豊かな自然と、交通・医療・福祉・教育等の分野を
はじめとした都市機能を併せ持つまちです。

岡山県

岡山市

市の人口・世帯数
令和3年3月末現在（住民基本台帳人口）
市の人口・世帯数
令和3年3月末現在（住民基本台帳人口）

　　　　水面のきらめき、
まぶしい木漏れ日、さわやかなそよ風…
岡山市の美しい景色にいつも二人でうっとり。
そして、子ども大好き。
みんなと友達になりたくて寄っていくよ。

　　　ミコロは優しくて
世話焼きのしっかり者。
ハコロは元気いっぱいだけど、
よく頭をぶつけたりする
おっちょこちょいな部分も…。

　　　平成21年4月1日
（岡山市が政令指定都市に
なった日だよ）

　　　コロコロすること、
空を飛ぶこと、スキップ

全力疾走？？

二人ともについている「コロ」は、
「美しい心」の「心（こころ）」と
コロコロとしたかたちを表しています。

桃、マスカット、
市役所のミックスジュース

ないしょ

水滴のかたちをしたミコロは、　　

岡山市の豊かな水を　　　

表現しています。名前の「ミコロ」も、

水の「ミ」からもらったんだよ。　

　　葉っぱのかたちをしたハコロは、

　　　岡山市の美しい緑を

　　表現しています。名前の「ハコロ」は、

葉っぱの「ハ」からもらったんだよ。

二人はとっても仲良しで、いつも一緒にお出掛け！いろんな場所で、岡山市のPR活動をしています。見かけたら声を掛けてね! !
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岡山市といえば、やはり「桃太郎」ですか？
「桃太郎伝説の生まれたまちおかやま」として
近隣4市で日本遺産に認定されています。

　備中国の一宮で、主祭神は「大吉備津彦大神（吉備津彦命）」。境内に
は、吉備津彦命が温羅との戦いの際に矢を置いたとされる矢置岩、鬼の
首が埋められたという御竈殿（御釜殿）など、「温羅伝説」ゆかりの場所
が多い。全国唯一の建築様式「吉備津造（比翼入母屋造）」が見事な本殿
と拝殿は、国宝に指定されている。　
x北区吉備津931

　伝説では、絶壁にそびえる古代
山城は温羅の居城とされ、約1800
年前の巨大墓に立ち並ぶ巨石は命
の楯となった。戦いの後、勝利した
命は巨大神殿に祀られ、敗れた温
羅の首はその側に埋められ、この地
で吉凶を占っている。鬼退治伝説
は古代吉備の繁栄と屈服の歴史を
背景として生み出され、伝説の舞
台となった吉備の多様な遺産は、
今も訪れる人々を神秘的な物語へ
と誘ってくれる。

桃太郎伝説 Ver.

吉備津神社
　備中国の一宮で、主祭神は「大吉備津彦大神（吉備津彦命）」。境内に
は、吉備津彦命が温羅との戦いの際に矢を置いたとされる矢置岩、鬼の
首が埋められたという御竈殿（御釜殿）など、「温羅伝説」ゆかりの場所

吉備津神社

　御祭神の「大吉備津彦命（吉備津彦命）」は、桃太郎のモデル
になった神様として有名。桃太郎伝説と神楽・備前刀のふるさ
との一宮としても知られている。また、境内南にある温羅神社に
は、吉備にさまざまな文化をもたらした温羅命の和魂を祀る。
x北区一宮1043

吉備津彦神社

の生まれたまちおかやま」として
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になった神様として有名。桃太郎伝説と神楽・備前刀のふるさ
との一宮としても知られている。また、境内南にある温羅神社に

吉備津彦神社

　全長約350m、全国4位
の規模を誇る巨大な前方
後円墳。国指定の史跡で、
墳丘に立ち入りできる古墳
としては全国最大。登ってみ
ると造形のすごさ、スケー
ルの大きさを肌で体感する
ことができる。

造山古墳

　吉備路エリアに点在する桃太
郎伝説ゆかりの地を自転車で
巡ってみよう！ 備前一宮駅前や
備中高松駅近くのレンタサイク
ル店で借りられます。

　吉備路エリアに点在する桃太
郎伝説ゆかりの地を自転車で
巡ってみよう！ 備前一宮駅前や
備中高松駅近くのレンタサイク
ル店で借りられます。

「きびチャリ」「きびチャリ」

吉備路自転車道
オリジナル自転車
吉備路自転車道
オリジナル自転車

　造山古墳の歴史パネルの展示や映像コーナー
などがある、造山古墳周辺の観光施設の情報・魅
力の発信基地です。
x北区新庄下789

　造山古墳の歴史パネルの展示や映像コーナー
などがある、造山古墳周辺の観光施設の情報・魅
力の発信基地です。
x北区新庄下789

岡山市造山古墳ビジターセンター岡山市造山古墳ビジターセンター

魅力発見

&
魅力 　発見 &

御本殿から南の本宮社をつなぐ
総延長約400mの廻廊は圧巻
御本殿から南の本宮社をつなぐ
総延長約400mの廻廊は圧巻

釡の鳴る音で
吉凶を占う鳴釡神事
釡の鳴る音で
吉凶を占う鳴釡神事

x 北区新庄下
JR備中高松駅で下車、徒歩40分
岡山駅から車で30分
造山古墳観光駐車場（無料） あり

古墳散策
の拠点

古墳散策
の拠点

造山古墳蘇生会の皆さんが、詳しく説明してくれます

　きびだんご、ももなど桃太郎に
まつわる特産も自慢です！ 吉備津
彦命が退治した「温羅」にちなんだ

「うらじゃ」は岡山を代表する真夏
の風物詩！
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岡山城について教えてください。
市のシンボルとして市民に親しまれる岡山城や
岡山後楽園は歴史も見どころもたっぷりです。

歴 史 Ver.

　岡山後楽園は、岡山城から旭川を隔てて北側に藩主が趣を楽しむ
庭として、岡山藩主・池田綱政公が家臣の津田永忠に造成を命じ、元
禄13年（1700）に一応の完成をみました。その後も、歴代藩主の好み
で手が加えられましたが、江戸時代の姿を大きく変えることなく現在
に伝えられてきた貴重な大名庭園です（ミシュラン3つ星）。

岡山後楽園&
魅力 　発見 &

　岡山城天守閣は下見板に黒漆が塗られていたた
め、太陽の光に照らされるとまるで烏（からす）の濡れ
羽色のように見えることから「烏城（うじょう）」とも呼
ばれています。現在の天守閣は1966年再建。

岡山城天守閣

として市民に親しまれる岡山城や
見どころもたっぷりです。

　岡山城天守閣は下見板に黒漆が塗られていたた
め、太陽の光に照らされるとまるで烏（からす）の濡れ
羽色のように見えることから「烏城（うじょう）」とも呼

岡山城天守閣
　戦国時代に宇喜多直家が備前東部から西
に進出し、岡山城の前身ともいえる石山の城
を居城としました。直家の跡を継いだ宇喜多
秀家は、天下人となった豊臣秀吉に身内並
みに厚遇されて大大名となり、秀吉の指導を
受けて、「岡山」という名の丘に新たに岡山城
を築城しました。城は8年の歳月を費して建
造され慶長2年（1597）に完成しました。秀家
はこの城を戦の施設としてだけでなく、領国内の商人や職人を集め
て治世の府とし、城下町の整備を行っています。

　関ヶ原合戦後秀家に代わって城主となった小早川秀秋は、それま
での西側の外堀の外側に城域を拡張して新たに外堀を設け、その外
に寺町を配置しました。外堀の掘削は二十日間の突貫工事であった
ために、「二十日堀」と呼ばれていました。

　秀秋の夭折（ようせつ）の後は、幕藩体制の下で岡山城は岡山藩
の城府となり、池田家を藩主として明治維新に至りました。藩政が安
定期に入った17世紀末には、旭川を隔てて北側に藩主が憩と趣を
楽しむ庭として広大な「後楽園」が作られました。岡山城は、歴代城
主の下で岡山の町並みの発展を見続け、その城下町が近代都市の
礎となったのです。

　昭和20年の空襲で焼失しましたが、昭和41年に再建され、城主の
間も復元されました。そして令和3年6月より岡山城天守閣大規模改
修を行い、令和4年11月にリニューアルオープンを予定しています。

岡山城の変遷

市のシンボル
岡山後楽園は

&

　戦国時代に宇喜多直家が備前東部から西
に進出し、岡山城の前身ともいえる石山の城
を居城としました。直家の跡を継いだ宇喜多

岡山城の変遷

x北区丸の内二丁目3-1
!9：00～17：30（入館は17：00まで）
※イベント開催時は変更することがあります。

x北区後楽園1-5
!3月20日～9月30日▶7：30～18：00（入園は17：45まで）
　10月1日～3月19日▶8：00～17：00（入園は16：45まで）

PICK UP

PICK UP

四季折々の

美しさが

 楽しめる！

宇喜多秀家

岡山市出身の歴史家・
磯田道史氏が岡山城
の魅力を語るガイド映
像を、WEBで公開中。

　　岡山城天守閣は、大規模改修に伴い令和3年
6月1日から休館し、令和4年11月にリニューアル
オープンを予定しています。それに伴い、岡山城天
守閣の夜間貸し出しなどもリニューアル後の再開
となります。

磯田道史氏のガイド映像

　池田光政・綱政二代に仕えた重臣
で、新田開発、百間川や後楽園の造
成を指揮し、また、藩財政の立て直し
にもめざましい功績を遺しました。

津田永忠

※春・秋も
　開催
※春・秋も
　開催

　建物の中央に水路
を通し、色彩に富んだ
景石を配した全国的
にもめずらしい建物
です。

　三代継政の時代に築
かれ、平面的だった庭
園が立体的な景観へと
変化しました。ここから
の眺めはミシュラン2つ
星に選ばれています。

唯 心 山

　藩主の居間として使
われた後楽園の中心
的建物。5月と10月に
特別公開される室内か
らの眺めは格別です。

流  店

延 養 亭

夏

▲ 幻想庭園

秋

▲ 名月観賞会

冬

▲ タンチョウの
園内散策

春

▲ 桜
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NEWS

岡
山
藩
の
基
盤
を

創
っ
た

功
労
者

岡
山
市
ガ
イ
ド

22

２１０９岡山市5(SG330)企画前半.indd   22２１０９岡山市5(SG330)企画前半.indd   22 2021/09/06   12:49:082021/09/06   12:49:08



岡山城について教えてください。
市のシンボルとして市民に親しまれる岡山城や
岡山後楽園は歴史も見どころもたっぷりです。

歴 史 Ver.

　岡山後楽園は、岡山城から旭川を隔てて北側に藩主が趣を楽しむ
庭として、岡山藩主・池田綱政公が家臣の津田永忠に造成を命じ、元
禄13年（1700）に一応の完成をみました。その後も、歴代藩主の好み
で手が加えられましたが、江戸時代の姿を大きく変えることなく現在
に伝えられてきた貴重な大名庭園です（ミシュラン3つ星）。

岡山後楽園
　岡山後楽園は、岡山城から旭川を隔てて北側に藩主が趣を楽しむ
庭として、岡山藩主・池田綱政公が家臣の津田永忠に造成を命じ、元
禄13年（1700）に一応の完成をみました。その後も、歴代藩主の好み
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　岡山城天守閣は下見板に黒漆が塗られていたた
め、太陽の光に照らされるとまるで烏（からす）の濡れ
羽色のように見えることから「烏城（うじょう）」とも呼
ばれています。現在の天守閣は1966年再建。

岡山城天守閣
　戦国時代に宇喜多直家が備前東部から西
に進出し、岡山城の前身ともいえる石山の城
を居城としました。直家の跡を継いだ宇喜多
秀家は、天下人となった豊臣秀吉に身内並
みに厚遇されて大大名となり、秀吉の指導を
受けて、「岡山」という名の丘に新たに岡山城
を築城しました。城は8年の歳月を費して建
造され慶長2年（1597）に完成しました。秀家
はこの城を戦の施設としてだけでなく、領国内の商人や職人を集め
て治世の府とし、城下町の整備を行っています。

　関ヶ原合戦後秀家に代わって城主となった小早川秀秋は、それま
での西側の外堀の外側に城域を拡張して新たに外堀を設け、その外
に寺町を配置しました。外堀の掘削は二十日間の突貫工事であった
ために、「二十日堀」と呼ばれていました。

　秀秋の夭折（ようせつ）の後は、幕藩体制の下で岡山城は岡山藩
の城府となり、池田家を藩主として明治維新に至りました。藩政が安
定期に入った17世紀末には、旭川を隔てて北側に藩主が憩と趣を
楽しむ庭として広大な「後楽園」が作られました。岡山城は、歴代城
主の下で岡山の町並みの発展を見続け、その城下町が近代都市の
礎となったのです。

　昭和20年の空襲で焼失しましたが、昭和41年に再建され、城主の
間も復元されました。そして令和3年6月より岡山城天守閣大規模改
修を行い、令和4年11月にリニューアルオープンを予定しています。

岡山城の変遷

x北区丸の内二丁目3-1
!9：00～17：30（入館は17：00まで）
※イベント開催時は変更することがあります。

x北区後楽園1-5
!3月20日～9月30日▶7：30～18：00（入園は17：45まで）
　10月1日～3月19日▶8：00～17：00（入園は16：45まで）
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　　岡山城天守閣は、大規模改修に伴い令和3年
6月1日から休館し、令和4年11月にリニューアル
オープンを予定しています。それに伴い、岡山城天
守閣の夜間貸し出しなどもリニューアル後の再開
となります。
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　池田光政・綱政二代に仕えた重臣
で、新田開発、百間川や後楽園の造
成を指揮し、また、藩財政の立て直し
にもめざましい功績を遺しました。

津田永忠
　岡山後楽園は、岡山城から旭川を隔てて北側に藩主が趣を楽しむ
庭として、岡山藩主・池田綱政公が家臣の津田永忠に造成を命じ、元
禄13年（1700）に一応の完成をみました。その後も、歴代藩主の好み
で手が加えられましたが、江戸時代の姿を大きく変えることなく現在

※春・秋も
　開催
※春・秋も
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　建物の中央に水路
を通し、色彩に富んだ
景石を配した全国的
にもめずらしい建物
です。

　三代継政の時代に築
かれ、平面的だった庭
園が立体的な景観へと
変化しました。ここから
の眺めはミシュラン2つ
星に選ばれています。

唯 心 山

　藩主の居間として使
われた後楽園の中心
的建物。5月と10月に
特別公開される室内か
らの眺めは格別です。
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岡山市で楽しめる場所はありますか？

カルチャースポットや公園をご紹介します。
お気に入りスポットを見つけてくださいね。

　ライオンやホワイトタイガーな
ど、約100種類の動物たちに出会
えるアットホームな動物園です。

文化施設 Ver.

池田動物園
　ライオンやホワイトタイガーな
ど、約100種類の動物たちに出会
えるアットホームな動物園です。

池田動物園

魅力発見

&
魅力 　発見 &

個性豊かな文化施設が
街中にあります。
トキメキを求めて、
お出掛けしてみませんか。

北区京山二丁目5-1

　岡山市街を一望出来る11万㎡の
園内には3,200種、15万本の植物
が植栽されています。

半田山植物園
　岡山市街を一望出来る11万㎡の
園内には3,200種、15万本の植物
が植栽されています。

半田山植物園

北区法界院3-1

　野球場、テニスコート、サッカー場、
グラウンドゴルフ場など多彩なスポー
ツ施設が揃っています。

百間川緑地
　野球場、テニスコート、サッカー場、
グラウンドゴルフ場など多彩なスポー
ツ施設が揃っています。

百間川緑地

中区沢田ほか

　せせらぎや林床花壇、子ども用遊具のほか、多目
的広場、体験学習施設百花プラザがあります。

西大寺緑花公園・百花プラザ

を見つけてくださいね。

　せせらぎや林床花壇、子ども用遊具のほか、多目
的広場、体験学習施設百花プラザがあります。

西大寺緑花公園・百花プラザ

東区西大寺南一丁目2-3

　体育、文化施設を組み合わせ
たユニークな総合公園で、子ど
もから大人まで楽しめます。

浦安総合公園
　体育、文化施設を組み合わせ
たユニークな総合公園で、子ど
もから大人まで楽しめます。

浦安総合公園

南区浦安南町493-2

岡山市内には他にも公園やカルチャースポットがたくさんありますので、　　P117 【 学びと楽しみ 】もご覧ください。

レジャー

アート

　岡山の歴史と今を記
録し、次世代へと引き
継ぐ博物館。
北区駅元町15-1
リットシティビル南棟4・5階

岡山
シティミュージアム

　和菓子「宗家 源吉兆
庵」が運営する美術館。
備前焼を常設展示。
北区幸町7-28

 岡山・
吉兆庵美術館

　岡山県にゆかりある
美術作品を収蔵・展示。
北区天神町8-48

岡山県立美術館
　岡山出身の詩人画家
竹久夢二の随一の所蔵
作品を誇るミシュラン
1つ星の美術館。
中区浜二丁目1-32

夢二郷土美術館

　 音 楽 芸 術を最 高の
環境で楽しむことがで
きるホール。
北区表町一丁目5-1

岡山
シンフォニーホール

　 全 国 から収 集した
800点以上の招き猫が
展示されています。
北区金山寺865-1

招き猫美術館

　陶芸から現代アート
まで多岐にわたる企画
展が魅力。

北区出石町二丁目3-1

アートスペース油亀

　西アジアを中心とした
オリエント専門の美術館。
北区天神町9-31

岡山市立
オリエント美術館

　東洋古美術・旧岡山
藩主池田家伝来品を収
蔵。時期ごとにさまざま
な展覧会を開催。
北区丸の内二丁目7-15

林原美術館

よくある質問

市立小･中学校は、通学区域が定められています。従って、学校を選
ぶことはできませんが、別に定める指定学校変更許可基準に該当

し、教育上適当と認められる場合には、指定を変更することができます。
教育委員会就学課へご相談ください。
ただし､中学校の入学時に限り､通学区域制度弾力化を利用して隣接の
学校を選択することも可能です｡
詳細については小学校を通じて10月上旬に実施要領･申請書を配布予
定にしておりますので､ご確認ください｡

通学する小学校や中学校は選ぶことはできますか？市役所本庁舎に授乳室はあり
ますか？また、ミルクを作るた

めのお湯はありますか？

よくある質問

市役所本庁舎内に、給湯スペー
スを兼ねた授乳室があります。

また、本庁舎に隣接している分庁舎
にも､授乳できるスペース（施錠でき
ます。）がありますので､ご来庁の際､
職員に声をお掛けください。
ミルクを作るためのお湯については､
給湯室をご案内させて
いただきますので､そ
ちらをご利用ください。
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岡山市で楽しめる場所はありますか？

カルチャースポットや公園をご紹介します。
お気に入りスポットを見つけてくださいね。

　ライオンやホワイトタイガーな
ど、約100種類の動物たちに出会
えるアットホームな動物園です。

文化施設 Ver.

池田動物園

魅力発見

&
魅力 　発見 &

個性豊かな文化施設が
街中にあります。
トキメキを求めて、
お出掛けしてみませんか。

北区京山二丁目5-1

　岡山市街を一望出来る11万㎡の
園内には3,200種、15万本の植物
が植栽されています。

半田山植物園

北区法界院3-1

　野球場、テニスコート、サッカー場、
グラウンドゴルフ場など多彩なスポー
ツ施設が揃っています。

百間川緑地

中区沢田ほか

　せせらぎや林床花壇、子ども用遊具のほか、多目
的広場、体験学習施設百花プラザがあります。

西大寺緑花公園・百花プラザ

東区西大寺南一丁目2-3

　体育、文化施設を組み合わせ
たユニークな総合公園で、子ど
もから大人まで楽しめます。

浦安総合公園

南区浦安南町493-2

岡山市内には他にも公園やカルチャースポットがたくさんありますので、　　P117 【 学びと楽しみ 】もご覧ください。
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アート

　岡山の歴史と今を記
録し、次世代へと引き
継ぐ博物館。
北区駅元町15-1
リットシティビル南棟4・5階

岡山
シティミュージアム

　和菓子「宗家 源吉兆
庵」が運営する美術館。
備前焼を常設展示。
北区幸町7-28

 岡山・
吉兆庵美術館

　岡山県にゆかりある
美術作品を収蔵・展示。
北区天神町8-48

岡山県立美術館
　岡山出身の詩人画家
竹久夢二の随一の所蔵
作品を誇るミシュラン
1つ星の美術館。
中区浜二丁目1-32

夢二郷土美術館

　 音 楽 芸 術を最 高の
環境で楽しむことがで
きるホール。
北区表町一丁目5-1

岡山
シンフォニーホール

　 全 国 から収 集した
800点以上の招き猫が
展示されています。
北区金山寺865-1

招き猫美術館

　陶芸から現代アート
まで多岐にわたる企画
展が魅力。

北区出石町二丁目3-1

アートスペース油亀

　西アジアを中心とした
オリエント専門の美術館。
北区天神町9-31

岡山市立
オリエント美術館

　東洋古美術・旧岡山
藩主池田家伝来品を収
蔵。時期ごとにさまざま
な展覧会を開催。
北区丸の内二丁目7-15

林原美術館

よくある質問

市立小･中学校は、通学区域が定められています。従って、学校を選
ぶことはできませんが、別に定める指定学校変更許可基準に該当

し、教育上適当と認められる場合には、指定を変更することができます。
教育委員会就学課へご相談ください。
ただし､中学校の入学時に限り､通学区域制度弾力化を利用して隣接の
学校を選択することも可能です｡
詳細については小学校を通じて10月上旬に実施要領･申請書を配布予
定にしておりますので､ご確認ください｡

通学する小学校や中学校は選ぶことはできますか？市役所本庁舎に授乳室はあり
ますか？また、ミルクを作るた

めのお湯はありますか？

よくある質問

市役所本庁舎内に、給湯スペー
スを兼ねた授乳室があります。

また、本庁舎に隣接している分庁舎
にも､授乳できるスペース（施錠でき
ます。）がありますので､ご来庁の際､
職員に声をお掛けください。
ミルクを作るためのお湯については､
給湯室をご案内させて
いただきますので､そ
ちらをご利用ください。
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子育て支援について知りたいです！
「安心して子育てができ、子ども・若者が輝くまち」を目指して、
さまざまな支援や環境づくりを推進しています。

子育て Ver.

利用に関する条件利用に関する条件

子どもの居場所づくり相談窓口 子どもの居場所づくり相談窓口 

おかやま産前産後相談ステーション

子ども医療費助成制度子育て応援サイト
「こそだてぽけっと」

岡山市社会福祉協議会の下記6事務所岡山市社会福祉協議会の下記6事務所

放課後児童クラブ放課後児童クラブ

児童家庭支援センターどんぐり児童家庭支援センターどんぐり

さんさん育児相談

オンライン育児相談

魅力発見

&
魅力 　発見 &

要 件施設種別

水曜

施設ごとに保育時間などは異なる

施設ごとに保育時間などは異なる

施設ごとに保育時間などは異なる

認定こども園
1号

2号
3号

地域型保育事業
（事業所内保育事業・小規模保育事業）

食 事

制限ありません

制限ありません

弁当持参

給食提供
3歳以上は主食
持参の園あり

給食提供

給食提供
3歳以上は主食
持参の園あり

対象年齢（R3.3.31時点）
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 7 8 9 ～ 14 15 ～ 17 18 19 20

利用時間

3歳児受け入れ
園の場合

認可保育園
認可外保育施設は直接施設にお尋ねくだ
さい

市立幼稚園
私立幼稚園は直接園にお尋ねください

共働きなど保育を必要
とする認定を受けた人

共働きなど保育を必要
とする認定を受けた人

共働きなど保育を必要
とする認定を受けた人

　子ども食堂や学習支援など「子どもの居場
所」に関するさまざまな相談に応じます。お気軽
にご相談ください。

※施設の種別ごとの対象年齢、利用時間は一般的な目安です。施設で異なるため、詳細は希望施設にお尋ねください。

北区中央事務所

北区北事務所

中区事務所

東区事務所

南区南事務所

南区西事務所

!月曜から金曜  8時30分から17時15分
※土曜・日曜・祝日・年末年始はお休みです。 ※来所または電話でご相談ください。

　保護者が昼間に仕事などで家庭
にいない小学生を対象に、放課後に
適切な遊びおよび生活の場を与えて、
健全な育成を行います。

「こそだてぽけっと」
イメージ
キャラクター

!月曜日から金曜日  9時から16時30分  ※祝日・年末年始を除く

個別
相談
で丁
寧に

アド
バイ
スし
てく
れま
す

おかやま産前産後相談ステーション
（北区中央保健センター内）

南区西さんさんステーション
（南区西保健センター内）

南区南さんさんステーション
（南区南保健センター内）

東区さんさんステーション
（東区保健センター内）

　生後12カ月までの赤ちゃんを対象に、身長・体重など
の身体測定や、発育・発達についての個別相談を行って
います。定期的に開催されていますので、お近くの会場
にお越しください。詳しくは、子育て応援サイト「こそだ
てぽけっと」でご確認ください。

　生後12カ月までの赤ちゃんを対象に、発育・発達に関する相談を
オンラインで行います。詳しくは、市ホームページをご確認ください。

　岡山の子育てに関する話題
はもちろん、お子さんと一緒
に参加できるイベントの情報
など、子育てに役立ついろい
ろな情報を集めています。

岡山市保健所 健康づくり課母子歯科保健係
x北区鹿田町一丁目1-1　=086-803-1264

x中区海吉206番地（児童養護施設若松園内）
=086-237-7373　=090-9417-7300

x北区鹿田町一丁目1-1 保健福祉会館7階
=086-222-8619

x東区西大寺中二丁目16-33
　西大寺ふれあいセンター内
=086-942-3260

x北区谷万成二丁目6-33 
　北ふれあいセンター内
=086-250-2007

x中区赤坂本町11-47 中区福祉事務所2階
=086-238-9200

x南区妹尾880-1 西ふれあいセンター内
=086-281-0027

x南区福田690-1 南ふれあいセンター内
=086-263-0012

x北区鹿田町一丁目1-1（岡山市保健福祉会館2階）
=086-803-1201

x南区福田690-1（南ふれあいセンター内）
=086-902-0223

x南区妹尾880-1（西ふれあいセンター内）
=086-209-0223

x東区西大寺中野本町4-5
=086-942-0223

ぽっけ入園には

岡山市の支給認
定

が必要となりま
す保育園・幼稚園・認定こども園など、子どもの年齢、家庭の状況などに

合わせて通わせる園の選択肢が増えています。

E「育児・教育相談など」 問い合わせ先は…P92

放課後子ども教室

適切な遊びおよび生活の場を与えて、
健全な育成を行います。

放課後子ども教室
　学校・家庭・地域が連携して多様な体験活動を行い、
子どもたちに安全・安心な居場所を提供します。

　児童福祉法に基づく子どもと家庭の相談専門機関
です。ご家庭や子育ての悩みなどに専門の相談員や臨
床心理士が相談に応じます。また、必要に応じて、福
祉・行政・教育・医療等と連携しながら、地域に密着し
たきめ細かな相談支援を行います。

　妊娠から出産後１年未満のママと赤ちゃん（乳児）、その家族を対象とし、助産師などの
専門職が親子手帳の交付や、妊娠、出産、育児についての相談に応じます。

受診した医療機関などの窓口で
「乳幼児または子ども医療費受給資格
証」と子どもの「健康保険証」を提示
すれば、保険診療の自己負担分の全部
または一部が助成されます。

問い合わせ

北区北さんさんステーション
（北区北保健センター内）

中区さんさんステーション
（中区保健センター内）

x北区谷万成二丁目6-33（北ふれあいセンター内）
=086-214-0223

x中区桑野715-2（岡山ふれあいセンター内）
=086-200-0223

f

„

—
——

———

よくある質問

認可保育園、認定こども園、地域型保育事業の保育利用を申し込むには、市が
定める期限までに、就園管理課、各福祉事務所・支所または各希望施設へ申込

書類を提出する必要があります。

【４月入園を希望する場合】
前年の11月ごろに受付期間を限って一斉募集を行います。受付期間などは、市ホー
ムページなどでお知らせします。

【年度途中入園を希望する場合】
毎月１日からの入園となり、申込期限は入園を希望する月の前月１日（閉庁日の場合
は翌開庁日）です。入園を希望する保育施設または就園管理課・福祉事務所などに
申し込んでください。
詳しくは「保育利用ガイド」をご覧ください。

認可保育園などの入園を申し込むには、どうしたらいいですか？

〒542-0066  大阪府大阪市中央区瓦屋町3-6-13
TEL：06-6766-3361　FAX：06-6766-3345

営業時間/平日（月曜～金曜） 9:00～18:00
定休日/土日祝、GW、夏季休暇、年末年始

運営会社：株式会社サイネックス・ネットワーク

寝 具  |  クッション  |  雑 貨
キッチン  |  収 納  | テーブル
照 明  |  ダストボックス  |  etc…

自分の色＝イメージにあった部屋を作り
たい。そんな想いから「wagairo」は誕
生しました。毎日帰ってくるのが楽しくな
るお家作りをコンセプトに

“ 上質でおしゃれなモノ。 ”
“ おうちでリラックスできるモノ。 ”

“ 使っていて楽しくなるモノ。 ”
“ ひとに優しいナチュラルなモノ。 ”
を厳選したインテリアのセレクトショップ
です。ちょっとした普段の生活にオシャレ
感をプラス。きっと毎日が楽しい
“wagairolife”の始まりです。

送料無料で全国にお届けいたします。
ご注文はこちらから
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子育て支援について知りたいです！
「安心して子育てができ、子ども・若者が輝くまち」を目指して、
さまざまな支援や環境づくりを推進しています。

子育て Ver.

利用に関する条件

子どもの居場所づくり相談窓口 

おかやま産前産後相談ステーションおかやま産前産後相談ステーション

子ども医療費助成制度

子育て 

子ども医療費助成制度子育て応援サイト
「こそだてぽけっと」
子育て応援サイト

「こそだてぽけっと」

岡山市社会福祉協議会の下記6事務所

放課後児童クラブ

児童家庭支援センターどんぐり

さんさん育児相談さんさん育児相談

オンライン育児相談オンライン育児相談

魅力発見

&
魅力 　発見 &

要 件施設種別

水曜

施設ごとに保育時間などは異なる

施設ごとに保育時間などは異なる

施設ごとに保育時間などは異なる

認定こども園
1号

2号
3号

地域型保育事業
（事業所内保育事業・小規模保育事業）

食 事

制限ありません

制限ありません

弁当持参

給食提供
3歳以上は主食
持参の園あり

給食提供

給食提供
3歳以上は主食
持参の園あり

対象年齢（R3.3.31時点）
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 7 8 9 ～ 14 15 ～ 17 18 19 20

利用時間

3歳児受け入れ
園の場合

認可保育園
認可外保育施設は直接施設にお尋ねくだ
さい

市立幼稚園
私立幼稚園は直接園にお尋ねください

共働きなど保育を必要
とする認定を受けた人

共働きなど保育を必要
とする認定を受けた人

共働きなど保育を必要
とする認定を受けた人

　子ども食堂や学習支援など「子どもの居場
所」に関するさまざまな相談に応じます。お気軽
にご相談ください。

※施設の種別ごとの対象年齢、利用時間は一般的な目安です。施設で異なるため、詳細は希望施設にお尋ねください。

北区中央事務所

北区北事務所

中区事務所

東区事務所

南区南事務所

南区西事務所

!月曜から金曜  8時30分から17時15分
※土曜・日曜・祝日・年末年始はお休みです。 ※来所または電話でご相談ください。

　保護者が昼間に仕事などで家庭
にいない小学生を対象に、放課後に
適切な遊びおよび生活の場を与えて、
健全な育成を行います。

「こそだてぽけっと」
イメージ
キャラクター

!月曜日から金曜日  9時から16時30分  ※祝日・年末年始を除く

個別
相談
で丁
寧に

アド
バイ
スし
てく
れま
す

おかやま産前産後相談ステーション
（北区中央保健センター内）

南区西さんさんステーション
（南区西保健センター内）

南区南さんさんステーション
（南区南保健センター内）

東区さんさんステーション
（東区保健センター内）

　生後12カ月までの赤ちゃんを対象に、身長・体重など
の身体測定や、発育・発達についての個別相談を行って
います。定期的に開催されていますので、お近くの会場
にお越しください。詳しくは、子育て応援サイト「こそだ
てぽけっと」でご確認ください。

　生後12カ月までの赤ちゃんを対象に、発育・発達に関する相談を
オンラインで行います。詳しくは、市ホームページをご確認ください。

　岡山の子育てに関する話題
はもちろん、お子さんと一緒
に参加できるイベントの情報
など、子育てに役立ついろい
ろな情報を集めています。

アド
バイ
スし
てく
れま
す

　生後12カ月までの赤ちゃんを対象に、発育・発達に関する相談を

岡山市保健所 健康づくり課母子歯科保健係
x北区鹿田町一丁目1-1　=086-803-1264

x中区海吉206番地（児童養護施設若松園内）
=086-237-7373　=090-9417-7300

x北区鹿田町一丁目1-1 保健福祉会館7階
=086-222-8619

x東区西大寺中二丁目16-33
　西大寺ふれあいセンター内
=086-942-3260

x北区谷万成二丁目6-33 
　北ふれあいセンター内
=086-250-2007

x中区赤坂本町11-47 中区福祉事務所2階
=086-238-9200

x南区妹尾880-1 西ふれあいセンター内
=086-281-0027

x南区福田690-1 南ふれあいセンター内
=086-263-0012

x北区鹿田町一丁目1-1（岡山市保健福祉会館2階）
=086-803-1201

x南区福田690-1（南ふれあいセンター内）
=086-902-0223

x南区妹尾880-1（西ふれあいセンター内）
=086-209-0223

x東区西大寺中野本町4-5
=086-942-0223

ぽっけ入園には

岡山市の支給認
定

が必要となりま
す保育園・幼稚園・認定こども園など、子どもの年齢、家庭の状況などに

合わせて通わせる園の選択肢が増えています。

E「育児・教育相談など」 問い合わせ先は…P92

放課後子ども教室
　学校・家庭・地域が連携して多様な体験活動を行い、
子どもたちに安全・安心な居場所を提供します。

　児童福祉法に基づく子どもと家庭の相談専門機関
です。ご家庭や子育ての悩みなどに専門の相談員や臨
床心理士が相談に応じます。また、必要に応じて、福
祉・行政・教育・医療等と連携しながら、地域に密着し
たきめ細かな相談支援を行います。

　妊娠から出産後１年未満のママと赤ちゃん（乳児）、その家族を対象とし、助産師などの
専門職が親子手帳の交付や、妊娠、出産、育児についての相談に応じます。

受診した医療機関などの窓口で
「乳幼児または子ども医療費受給資格
証」と子どもの「健康保険証」を提示
すれば、保険診療の自己負担分の全部
または一部が助成されます。

問い合わせ

北区北さんさんステーション
（北区北保健センター内）

中区さんさんステーション
（中区保健センター内）

x北区谷万成二丁目6-33（北ふれあいセンター内）
=086-214-0223

x中区桑野715-2（岡山ふれあいセンター内）
=086-200-0223

f

よくある質問

認可保育園、認定こども園、地域型保育事業の保育利用を申し込むには、市が
定める期限までに、就園管理課、各福祉事務所・支所または各希望施設へ申込

書類を提出する必要があります。

【４月入園を希望する場合】
前年の11月ごろに受付期間を限って一斉募集を行います。受付期間などは、市ホー
ムページなどでお知らせします。

【年度途中入園を希望する場合】
毎月１日からの入園となり、申込期限は入園を希望する月の前月１日（閉庁日の場合
は翌開庁日）です。入園を希望する保育施設または就園管理課・福祉事務所などに
申し込んでください。
詳しくは「保育利用ガイド」をご覧ください。

認可保育園などの入園を申し込むには、どうしたらいいですか？

〒542-0066  大阪府大阪市中央区瓦屋町3-6-13
TEL：06-6766-3361　FAX：06-6766-3345

■営業時間/平日（月曜～金曜） 9:00～18:00
■定休日/土日祝、GW、夏季休暇、年末年始

運営会社：株式会社サイネックス・ネットワーク

寝 具  |  クッション  |  雑 貨
キッチン  |  収 納  | テーブル
照 明  |  ダストボックス  |  etc…

自分の色＝イメージにあった部屋を作り
たい。そんな想いから「wagairo」は誕
生しました。毎日帰ってくるのが楽しくな
るお家作りをコンセプトに

“ 上質でおしゃれなモノ。 ”
“ おうちでリラックスできるモノ。 ”

“ 使っていて楽しくなるモノ。 ”
“ ひとに優しいナチュラルなモノ。 ”
を厳選したインテリアのセレクトショップ
です。ちょっとした普段の生活にオシャレ
感をプラス。きっと毎日が楽しい
“wagairolife”の始まりです。

送料無料で全国にお届けいたします。
ご注文はこちらから
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岡山市の美味しい食べ物にはどんなものがありますか？
ローカルフードから自慢の特産品まで、岡山市ならではの
グルメがいっぱい！ おなかもいっぱい（・ｖ・）

　芳醇で濃密な
味わいは絶品。

　旬の果物をたっぷり使った新
しく独創的なフルーツパフェが
食べられるお店が岡山市には
いっぱい！「フルーツパフェの街
おかやま」が合言葉です！

　旬の果物をたっぷり使った新
しく独創的なフルーツパフェが
食べられるお店が岡山市には
いっぱい！「フルーツパフェの街
おかやま」が合言葉です！

　優美な色合い、果肉
は緻密で糖度の高い
果汁がたっぷり。

　足守地区を中心
に栽培。香りの良さ
が特徴です。

　建部地域の良質生乳
100％の無添加ヨーグ
ルト。

　岡山市のご当地グル
メで、デミグラスソース
を使ったカツ丼です。

　ご飯に海老などの具
を入れて炒め、ソース味
に仕上げた料理です。

　岡山といえば桃
太郎、桃太郎といえ
ばきびだんご。

　岡山ばらずしをベー
スに、黄ニラ、黒豆、金
粉などの具材を加えて
創作された岡山市の
新名物。岡山城の金の
鯱をイメージして創作
されています。

　山海の幸に恵まれた
岡山市の郷土料理。素材の
特徴を生かしてそれぞれ別々
に調理した豊富な具材が、豪
華に盛り付けられます。

　豊かな清流を利用して造
られた岡山の特産品です。

　新鮮なサワラが集まる岡山では
古くからサワラに親しみを持ち、
刺身をはじめさまざまな方法
で食べられています。　にぎりずしのほか、

酢漬け、素焼き、甘露
煮などがあります。

グルメ Ver.
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えびめし
　ご飯に海老などの具
を入れて炒め、ソース味
に仕上げた料理です。
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グルメがいっぱい！ おなかもいっぱい（・ｖ・）
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魅力発見
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よくある質問

市役所に駐車場はあります。ただし、駐車可能台数に限りがあるため、できる
だけ電車・バスでのご来庁をお願いします。また、駐車場空き状況について

の事前お問い合わせは、ご遠慮ください。
●鹿田町駐車場
〔使用料〕最初の1時間300円。以降30分毎100円
〔駐車可能台数〕300台
※鹿田町駐車場をご利用されて、岡山市役所(本庁舎)・岡山市北区役所（分庁舎）・保健福
祉会館へお越しの人は、1時間割引処理機(駐車券割引機)で処理をしていただくと、1時
間無料となります。
●保健福祉会館駐車場
〔使用料〕最初の1時間無料。以降30分毎100円　〔駐車可能台数〕18台
●分庁舎駐車場
〔使用料〕最初の1時間無料。以降30分毎100円　〔駐車可能台数〕17台
（注）新庁舎整備に伴い、上記内容が変更になる場合があります。

岡山市役所に駐車場はありますか？
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岡山市の美味しい食べ物にはどんなものがありますか？
ローカルフードから自慢の特産品まで、岡山市ならではの
グルメがいっぱい！ おなかもいっぱい（・ｖ・）

　芳醇で濃密な
味わいは絶品。

　旬の果物をたっぷり使った新
しく独創的なフルーツパフェが
食べられるお店が岡山市には
いっぱい！「フルーツパフェの街
おかやま」が合言葉です！

　旬の果物をたっぷり使った新
しく独創的なフルーツパフェが
食べられるお店が岡山市には
いっぱい！「フルーツパフェの街
おかやま」が合言葉です！

　優美な色合い、果肉
は緻密で糖度の高い
果汁がたっぷり。

　足守地区を中心
に栽培。香りの良さ
が特徴です。

　建部地域の良質生乳
100％の無添加ヨーグ
ルト。

　岡山市のご当地グル
メで、デミグラスソース
を使ったカツ丼です。

　ご飯に海老などの具
を入れて炒め、ソース味
に仕上げた料理です。

　岡山といえば桃
太郎、桃太郎といえ
ばきびだんご。

　岡山ばらずしをベー
スに、黄ニラ、黒豆、金
粉などの具材を加えて
創作された岡山市の
新名物。岡山城の金の
鯱をイメージして創作
されています。

　山海の幸に恵まれた
岡山市の郷土料理。素材の
特徴を生かしてそれぞれ別々
に調理した豊富な具材が、豪
華に盛り付けられます。

　豊かな清流を利用して造
られた岡山の特産品です。

　新鮮なサワラが集まる岡山では
古くからサワラに親しみを持ち、
刺身をはじめさまざまな方法
で食べられています。　にぎりずしのほか、

酢漬け、素焼き、甘露
煮などがあります。

グルメ Ver.

白 桃
足守メロン

フルーツパフェ

建部ヨーグルト

地酒・地ビール
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烏城黄金ずし
　岡山ばらずしをベー
スに、黄ニラ、黒豆、金
粉などの具材を加えて

烏城黄金ずし

デミカツ

えびめし

きびだんご

マスカット
ピオーネ

岡山はフルーツ
王国！

フルーツをたっ
ぷり使ったフル

ーツパフェも絶
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お祭りや特別な日に
食べます
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ソースの味やト
ッピングは

お店によって違
います！

ソースの味やト
ッピングは

お店によって違
います！

魅力発見

&
魅力 　発見 &

よくある質問

市役所に駐車場はあります。ただし、駐車可能台数に限りがあるため、できる
だけ電車・バスでのご来庁をお願いします。また、駐車場空き状況について

の事前お問い合わせは、ご遠慮ください。
●鹿田町駐車場
〔使用料〕最初の1時間300円。以降30分毎100円
〔駐車可能台数〕300台
※鹿田町駐車場をご利用されて、岡山市役所(本庁舎)・岡山市北区役所（分庁舎）・保健福
祉会館へお越しの人は、1時間割引処理機(駐車券割引機)で処理をしていただくと、1時
間無料となります。
●保健福祉会館駐車場
〔使用料〕最初の1時間無料。以降30分毎100円　〔駐車可能台数〕18台
●分庁舎駐車場
〔使用料〕最初の1時間無料。以降30分毎100円　〔駐車可能台数〕17台
（注）新庁舎整備に伴い、上記内容が変更になる場合があります。

岡山市役所に駐車場はありますか？
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岡山の皆さんから愛され、
郷土の誇りとなれるよう
日々活動しています。
　岡山初のプロサッカークラブと
して2009年からJ2に参戦。岡山
市、倉敷市、津山市を中心とした岡山県全域をホームタウンとして活
動しています。ホームゲームでは毎試合多くの観客が来場し、試合前
にフーズやイベントを楽しみながら、試合中は選手へ熱い声援を送っ
ています。また、地域に根差したクラブを目指し、ファジアーノ岡山の
拠点・政田サッカー場に地域の子どもたちを招く天然芝体験事
業など、さまざまな取り組みをしています。

株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ

URL https://www.fagiano-okayama.com/
TEL 086-948-5654
住所 東区升田614-11 政田サッカー場

岡山リベッツ岡山リベッツ

URL https://okayama-rivets.com/
TEL 086-239-8824
住所 北区野田一丁目8-17

ファジ丸
マスコットキャラクター

りべきち
マスコットキャラクター

子どもたちに夢を!プロサッカークラブ
子どもたちに夢を!プロサッカークラブ

「ファジアーノ岡山」に熱い声援を
「ファジアーノ岡山」に熱い声援を

打ち破れ、岡山リベッツ!
打ち破れ、岡山リベッツ!

岡山市を拠点とするトップスポーツチームって？
サッカー「ファジアーノ岡山」、バレーボール「岡山シーガルズ」、　　　　　　 卓球「岡山リベッツ」、バスケットボール「トライフープ岡山」の
　　  4チームがあります。岡山市をホームタウンとして活動する　　　　　　 4チームへの応援をよろしくお願いします!

スポーツ Ver.

　　  4チームがあります。

魅力発見

&
魅力 　発見 &

10年後に岡山から五輪メダリストを輩出
卓球を通じて岡山にエンターテイメントを提供
卓球を通じて岡山の健康に貢献する
　岡山の特産であるジーンズとポケットをつなぐ大切な
パーツであるリベットのように、卓球と地元岡山との架

け橋になるチームでありたいと考えて
います。また、リベットは「人を引き付け
る」という意味もあり、卓球を通じて日
本だけでなく世界中で岡山に注目が集
まるようなチームを目指します。

©FAGIANO OKAYAMA
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岡山の皆さんから愛され、
郷土の誇りとなれるよう
日々活動しています。
　岡山初のプロサッカークラブと
して2009年からJ2に参戦。岡山
市、倉敷市、津山市を中心とした岡山県全域をホームタウンとして活
動しています。ホームゲームでは毎試合多くの観客が来場し、試合前
にフーズやイベントを楽しみながら、試合中は選手へ熱い声援を送っ
ています。また、地域に根差したクラブを目指し、ファジアーノ岡山の
拠点・政田サッカー場に地域の子どもたちを招く天然芝体験事
業など、さまざまな取り組みをしています。

株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ

URL https://www.fagiano-okayama.com/
TEL 086-948-5654
住所 東区升田614-11 政田サッカー場

岡山リベッツ岡山リベッツ

URL https://okayama-rivets.com/
TEL 086-239-8824
住所 北区野田一丁目8-17

ファジ丸
マスコットキャラクター

りべきち
マスコットキャラクター

子どもたちに夢を!プロサッカークラブ
子どもたちに夢を!プロサッカークラブ

「ファジアーノ岡山」に熱い声援を
「ファジアーノ岡山」に熱い声援を

打ち破れ、岡山リベッツ!
打ち破れ、岡山リベッツ!

岡山市を拠点とするトップスポーツチームって？
サッカー「ファジアーノ岡山」、バレーボール「岡山シーガルズ」、　　　　　　 卓球「岡山リベッツ」、バスケットボール「トライフープ岡山」の
　　  4チームがあります。岡山市をホームタウンとして活動する　　　　　　 4チームへの応援をよろしくお願いします!

スポーツ Ver.
魅力発見

&
魅力 　発見 &

10年後に岡山から五輪メダリストを輩出
卓球を通じて岡山にエンターテイメントを提供
卓球を通じて岡山の健康に貢献する
　岡山の特産であるジーンズとポケットをつなぐ大切な
パーツであるリベットのように、卓球と地元岡山との架

け橋になるチームでありたいと考えて
います。また、リベットは「人を引き付け
る」という意味もあり、卓球を通じて日
本だけでなく世界中で岡山に注目が集
まるようなチームを目指します。

©FAGIANO OKAYAMA
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市民クラブチームとして競技活動や
さまざまな地域活動に取り組んでいます
　1999年に市民クラブチームとしてスタートし、2001
年に河本昭義監督の故郷である岡山県に活動拠点を移
しました。史上初の国体5連覇・通算10度の優勝を成し
遂げた他、Vリーグでは2013/14、2019-20シーズンに準
優勝を果たしました。近年は日本代表選手を輩出、ロンド
ン五輪で山口舞さん（2019年引退）が銅メダルを獲得、リ
オ五輪には宮下遥選手も共に出場しました。地域活動にも
力を入れ、バレーボール教室や海外チームの強化合宿受け
入れ、健康寿命延伸の取り組み、学校給食交流事業や各種
啓発活動、講演などは年間200回にも及びます。2018年に
は法務省『人権擁護功労賞』を受賞、経済産業省『地域未来牽引企
業』に認定されました。スポーツを通した地域の発展と心と身体の
育成を目指し、“岡山”を全国へ、そして世界へと発信していきます。

岡山シーガルズ岡山シーガルズ

URL https://okayama.v-seagulls.co.jp/
TEL 086-230-5572
住所 北区厚生町三丁目1-15 岡山商工会議所ビル8階

トライフープ 岡山トライフープ 岡山

URL http://tryhoop.com/
TEL 086-230-3886
住所 北区厚生町三丁目1-15 岡山商工会議所ビル 616

トライプ (TRYP)
マスコットキャラクター

バレーボールの国内トップリーグで活動中の
バレーボールの国内トップリーグで活動中の

市民クラブチーム「岡山シーガールズ」を応援!
市民クラブチーム「岡山シーガールズ」を応援!

あなたと共に、バスケで岡山を熱くする。
あなたと共に、バスケで岡山を熱くする。

スポーツ Ver.
魅力発見

&
魅力 　発見 &

「挑戦」や「感動」を、
エンターテイメントとして創造するクラブ
　岡山市を拠点とするホームアリーナで、観客を魅了す
るエンターテイメントを提供。そして、クラブの取り組み
がトライフープに関わる人々の生活をより豊かで実りあ
るものへと変化させていく。そうしたお手伝いができるク
ラブでありたいと願っています。皆様に必要とされ、「愛さ
れる」クラブとなれるよう、選手・スタッフ・社員が持てる力
を最大限に発揮し、理念の実現を目指していきます。

#14 セッター
宮下 遥 選手

サッカー「ファジアーノ岡山」、バレーボール「岡山シーガルズ」、卓球「岡山リベッツ」、バスケットボール「トライフープ岡山」　　　　　　　　　の4チームがあります。岡山市をホームタウンとして活動する4チームへの応援をよろしくお願いします!
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市民クラブチームとして競技活動や
さまざまな地域活動に取り組んでいます
　1999年に市民クラブチームとしてスタートし、2001
年に河本昭義監督の故郷である岡山県に活動拠点を移
しました。史上初の国体5連覇・通算10度の優勝を成し
遂げた他、Vリーグでは2013/14、2019-20シーズンに準
優勝を果たしました。近年は日本代表選手を輩出、ロンド
ン五輪で山口舞さん（2019年引退）が銅メダルを獲得、リ
オ五輪には宮下遥選手も共に出場しました。地域活動にも
力を入れ、バレーボール教室や海外チームの強化合宿受け
入れ、健康寿命延伸の取り組み、学校給食交流事業や各種
啓発活動、講演などは年間200回にも及びます。2018年に
は法務省『人権擁護功労賞』を受賞、経済産業省『地域未来牽引企
業』に認定されました。スポーツを通した地域の発展と心と身体の
育成を目指し、“岡山”を全国へ、そして世界へと発信していきます。

岡山シーガルズ岡山シーガルズ

URL https://okayama.v-seagulls.co.jp/
TEL 086-230-5572
住所 北区厚生町三丁目1-15 岡山商工会議所ビル8階

トライフープ 岡山トライフープ 岡山

URL http://tryhoop.com/
TEL 086-230-3886
住所 北区厚生町三丁目1-15 岡山商工会議所ビル 616

トライプ (TRYP)
マスコットキャラクター

バレーボールの国内トップリーグで活動中の
バレーボールの国内トップリーグで活動中の

市民クラブチーム「岡山シーガールズ」を応援!
市民クラブチーム「岡山シーガールズ」を応援!

あなたと共に、バスケで岡山を熱くする。
あなたと共に、バスケで岡山を熱くする。

スポーツ Ver.
魅力発見

&
魅力 　発見 &

「挑戦」や「感動」を、
エンターテイメントとして創造するクラブ
　岡山市を拠点とするホームアリーナで、観客を魅了す
るエンターテイメントを提供。そして、クラブの取り組み
がトライフープに関わる人々の生活をより豊かで実りあ
るものへと変化させていく。そうしたお手伝いができるク
ラブでありたいと願っています。皆様に必要とされ、「愛さ
れる」クラブとなれるよう、選手・スタッフ・社員が持てる力
を最大限に発揮し、理念の実現を目指していきます。

#14 セッター
宮下 遥 選手

サッカー「ファジアーノ岡山」、バレーボール「岡山シーガルズ」、卓球「岡山リベッツ」、バスケットボール「トライフープ岡山」　　　　　　　　　の4チームがあります。岡山市をホームタウンとして活動する4チームへの応援をよろしくお願いします!
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岡山市の四季について教えてほしいです
特徴的なお祭りに伝統行事、多彩なお祭り、
美しい風景は歳時記でチェック!

　相生橋から蓬莱橋までの旭
川沿い約1㎞の土手に、約200
本の桜が咲き、多彩なイベント
が行われます
x旭川 河川敷

歳時記 Ver.

岡山さくらカーニバル
　相生橋から蓬莱橋までの旭
川沿い約1㎞の土手に、約200
本の桜が咲き、多彩なイベント

岡山さくらカーニバル
夜はライトアッ

プされ、

幻想的なムード
が漂います

！夜はライトアッ
プされ、

幻想的なムード
が漂います

！

夜空を彩る冬花
火が、

はだか祭りの雰
囲気をより一層

盛り上げます
！

夜空を彩る冬花
火が、

はだか祭りの雰
囲気をより一層

盛り上げます
！

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

魅力発見

&
魅力 　発見 &

4月上旬 　岡山の市花「菊」で秋を彩る行事
x烏城公園

おかやま菊花大会
10月下旬～11月上旬

　西川緑道公園をイルミネーションで美
しく彩る
x西川緑道公園

西川イルミ
11月下旬～2月中旬

　岡山市の冬を代表するイルミネーショ
ンイベント
xJR岡山駅東口広場・
西口広場

MOMOTAROH FANTASY
12月上旬

　真冬の夜に行われる天下の奇祭「西大
寺会陽」は、通称・はだか祭りと呼ばれ、
500年以上続く伝統行事です。手に入れ
た者は福を授かるとされる宝木をめぐっ
て、激しい争奪戦が繰り広げられます
x西大寺観音院

西大寺会陽
2月第3土曜

　神輿が高 と々差し上げられ高さを競う
x北区建部町内の神社

建部祭り
【岡山県重要無形民族文化財】

10月第2日曜

　メーンストリートから岡山城の周辺な
ど、見どころ満載なコースをランナーが駆
け抜ける

おかやまマラソン
11月第2日曜

x後楽園
秋の幻想庭園 【夜間特別開園】

11月下旬

　秋らしい色合いで美しくライトアップ
x岡山城およびその周辺

秋の烏城灯源郷【夜間特別開館】
11月下旬

　ご当地グルメの販売、郷土芸能など多
彩な催しを展開　
x岡山城およびその周辺

秋のおかやま桃太郎まつり
　ご当地グルメの販売、郷土芸能など多
彩な催しを展開　
x岡山城およびその周辺

秋のおかやま桃太郎まつり
10月上旬

　秋の岡山の街を多彩なジャンルの音楽
で彩る　x市内各所

おかやま国際音楽祭

10月上旬

　秋の岡山の街を多彩なジャンルの音楽
で彩る　x市内各所

おかやま国際音楽祭
9月下旬～10月

　市内各所でさまざまな文化芸術イベン
トが開催　x市内各所

岡山市芸術祭

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の郷土の郷土の郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ食郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ食郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ食郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ食郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ食と郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ芸能郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ芸能郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ芸能芸能

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

　市内各所でさまざまな文化芸術イベン
トが開催　x市内各所

岡山市芸術祭
10～12月

　夏の恒例となっている「うら
じゃ」では、各演舞会場での演舞
などが2日間にわたって繰り広げ
られ、市内中心部が「うらじゃ」一
色に染まります　x市内各所

おかやま桃太郎まつり
うらじゃ

　夏の恒例となっている「うら
じゃ」では、各演舞会場での演舞
などが2日間にわたって繰り広げ

おかやま桃太郎まつり
うらじゃ

8月上旬

　建部はっぽね太鼓や傘踊りの演舞な
ど、多数の催し
xたけべの森公園

たけべの森はっぽね桜まつり

x旭川 河川敷

　建部はっぽね太鼓や傘踊りの演舞な
ど、多数の催し

たけべの森はっぽね桜まつり
4月上旬

　 豪 華 絢 爛
古 式 ゆ か し
い一大絵巻
x宗忠神社

宗忠神社の御神幸

xxたけべの森公園

　 豪 華 絢 爛
古 式 ゆ か し
い一大絵巻

宗忠神社の御神幸
4月第1日曜

　昔ながらの手植えによる田植えと田植
え踊りが見られる　x後楽園

後楽園のお田植え祭
　昔ながらの手植えによる田植えと田植
え踊りが見られる　x後楽園

後楽園のお田植え祭
6月第2日曜

　ハスが開花する様子を楽しむ
x後楽園

観蓮節　建部はっぽね太鼓や傘踊りの演舞な

　ハスが開花する様子を楽しむ　ハスが開花する様子を楽しむ
観蓮節観蓮節

7月第1日曜

　滝の水に打たれながら無病息災を祈る
x龍泉寺

龍泉寺のお滝祭り

xx後楽園後楽園

　滝の水に打たれながら無病息災を祈る
龍泉寺のお滝祭り

7月第4日曜

x後楽園
夏の幻想庭園 【夜間特別開園】

x龍泉寺

8月1～31日

　涼やかな光と優しい風に包まれてゆっ
たりと散策を楽しめます
x岡山城およびその周辺

夏の烏城灯源郷【夜間特別開館】
　市内各所でさまざまな文化芸術イベン
トが開催　

岡山市芸術祭
10～12月

岡山市芸術祭
10～12月後楽園

夏の幻想庭園 【夜間特別開園】【夜間特別開園】

　涼やかな光と優しい風に包まれてゆっ　涼やかな光と優しい風に包まれてゆっ
たりと散策を楽しめます

岡山城およびその周辺岡山城およびその周辺

夏の烏城灯源郷【夜間特別開館】【夜間特別開館】

x後楽園
春の幻想庭園 【夜間特別開園】

x後楽園

夏の烏城灯源郷4月下旬～5月上旬

　優しい灯で春の夜を楽しめます
x岡山城およびその周辺

春の烏城灯源郷 【夜間特別開館】

おかやま桃太郎まつり
うらじゃ

8月上旬

　涼やかな光と優しい風に包まれてゆっ
たりと散策を楽しめます

岡山城およびその周辺岡山城およびその周辺

8月上旬

x

　涼やかな光と優しい風に包まれてゆっ
たりと散策を楽しめます
xx岡山城およびその周辺岡山城およびその周辺

x後楽園
春の幻想庭園 【夜間特別開園】【夜間特別開園】

　優しい灯で春の夜を楽しめます
xx岡山城およびその周辺岡山城およびその周辺

春の烏城灯源郷 【夜間特別開館】【夜間特別開館】

春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春

夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏

秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋

※岡山城天守閣の大規模改修に伴い、岡山城およびその周辺で開催するイベントが
　中止・変更になる場合があります。（令和4年11月まで）
※新型コロナウイルスの影響などで開催状況が変更になる場合があります。

選挙の投票所の場所はどこになりますか？

選挙の際は、投票所施設の場所
が決まり次第、ホームページに公
開されます。
加えて、選挙の公示（告示）日ご
ろにお届けする「投票所入場券」
に投票所施設の名称、所在地、案
内略図が記載されていますので
ご参照ください。

市ホームページの投票区域一覧をご覧ください。

投票区の
区域について

よくある質問

岡
山
市
ガ
イ
ド
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岡山市の四季について教えてほしいです
特徴的なお祭りに伝統行事、多彩なお祭り、
美しい風景は歳時記でチェック!

　相生橋から蓬莱橋までの旭
川沿い約1㎞の土手に、約200
本の桜が咲き、多彩なイベント
が行われます
x旭川 河川敷

歳時記 Ver.

岡山さくらカーニバル
夜はライトアッ

プされ、

幻想的なムード
が漂います

！夜はライトアッ
プされ、

幻想的なムード
が漂います

！

夜空を彩る冬花
火が、

はだか祭りの雰
囲気をより一層

盛り上げます
！

夜空を彩る冬花
火が、

はだか祭りの雰
囲気をより一層

盛り上げます
！

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

郷土の食と芸能
、歴史を楽しむ

「秋のおかやま
桃太郎まつり」

魅力発見

&
魅力 　発見 &

4月上旬 　岡山の市花「菊」で秋を彩る行事
x烏城公園

おかやま菊花大会
　岡山の市花「菊」で秋を彩る行事

おかやま菊花大会
10月下旬～11月上旬

　西川緑道公園をイルミネーションで美
しく彩る
x西川緑道公園

西川イルミ
　西川緑道公園をイルミネーションで美
しく彩る
x西川緑道公園

西川イルミ
11月下旬～2月中旬

　岡山市の冬を代表するイルミネーショ
ンイベント
xJR岡山駅東口広場・
西口広場

MOMOTAROH FANTASY

xx西川緑道公園

　岡山市の冬を代表するイルミネーショ
ンイベント
xJR岡山駅東口広場・

MOMOTAROH FANTASY
12月上旬

　真冬の夜に行われる天下の奇祭「西大
寺会陽」は、通称・はだか祭りと呼ばれ、
500年以上続く伝統行事です。手に入れ
た者は福を授かるとされる宝木をめぐっ
て、激しい争奪戦が繰り広げられます
x西大寺観音院

西大寺会陽
　真冬の夜に行われる天下の奇祭「西大
寺会陽」は、通称・はだか祭りと呼ばれ、
500年以上続く伝統行事です。手に入れ

西大寺会陽
2月第3土曜

　神輿が高 と々差し上げられ高さを競う
x北区建部町内の神社

建部祭り
【岡山県重要無形民族文化財】

x烏城公園

　西川緑道公園をイルミネーションで美
しく彩る
x

11月下旬～2月中旬

xx

12月上旬

　神輿が高 と々差し上げられ高さを競う

建部祭り
【岡山県重要無形民族文化財】

10月第2日曜

　メーンストリートから岡山城の周辺な
ど、見どころ満載なコースをランナーが駆
け抜ける

おかやまマラソン

x北区建部町内の神社

　メーンストリートから岡山城の周辺な
ど、見どころ満載なコースをランナーが駆

おかやまマラソン
11月第2日曜

x後楽園
秋の幻想庭園 【夜間特別開園】

西口広場

西大寺会陽
2月第3土曜

け抜ける

x後楽園
秋の幻想庭園 【夜間特別開園】【夜間特別開園】

11月下旬

　秋らしい色合いで美しくライトアップ
x岡山城およびその周辺

秋の烏城灯源郷【夜間特別開館】
た者は福を授かるとされる宝木をめぐっ
て、激しい争奪戦が繰り広げられます
x西大寺観音院

　真冬の夜に行われる天下の奇祭「西大
寺会陽」は、通称・はだか祭りと呼ばれ、
500年以上続く伝統行事です。手に入れ

西大寺会陽西大寺会陽

　秋らしい色合いで美しくライトアップ
x岡山城およびその周辺

秋の烏城灯源郷【夜間特別開館】【夜間特別開館】
11月下旬

　ご当地グルメの販売、郷土芸能など多
彩な催しを展開　
x岡山城およびその周辺

秋のおかやま桃太郎まつり
10月上旬

　秋の岡山の街を多彩なジャンルの音楽
で彩る　x市内各所

おかやま国際音楽祭
9月下旬～10月

　市内各所でさまざまな文化芸術イベン
トが開催　x市内各所

岡山市芸術祭
10～12月

　夏の恒例となっている「うら
じゃ」では、各演舞会場での演舞
などが2日間にわたって繰り広げ
られ、市内中心部が「うらじゃ」一
色に染まります　x市内各所

おかやま桃太郎まつり
うらじゃ

8月上旬

　建部はっぽね太鼓や傘踊りの演舞な
ど、多数の催し
xたけべの森公園

たけべの森はっぽね桜まつり
4月上旬

　 豪 華 絢 爛
古 式 ゆ か し
い一大絵巻
x宗忠神社

宗忠神社の御神幸
4月第1日曜

　昔ながらの手植えによる田植えと田植
え踊りが見られる　x後楽園

後楽園のお田植え祭
6月第2日曜

　ハスが開花する様子を楽しむ
x後楽園

観蓮節
7月第1日曜

　滝の水に打たれながら無病息災を祈る
x龍泉寺

龍泉寺のお滝祭り
7月第4日曜

x後楽園
夏の幻想庭園 【夜間特別開園】

8月1～31日

　涼やかな光と優しい風に包まれてゆっ
たりと散策を楽しめます
x岡山城およびその周辺

夏の烏城灯源郷【夜間特別開館】

x後楽園
春の幻想庭園 【夜間特別開園】

4月下旬～5月上旬

　優しい灯で春の夜を楽しめます
x岡山城およびその周辺

春の烏城灯源郷 【夜間特別開館】

冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬

※岡山城天守閣の大規模改修に伴い、岡山城およびその周辺で開催するイベントが
　中止・変更になる場合があります。（令和4年11月まで）
※新型コロナウイルスの影響などで開催状況が変更になる場合があります。

選挙の投票所の場所はどこになりますか？

選挙の際は、投票所施設の場所
が決まり次第、ホームページに公
開されます。
加えて、選挙の公示（告示）日ご
ろにお届けする「投票所入場券」
に投票所施設の名称、所在地、案
内略図が記載されていますので
ご参照ください。

市ホームページの投票区域一覧をご覧ください。

投票区の
区域について

よくある質問
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北区には、北部の山間部や清流旭川をはじめとする
豊かな自然や岡山城、吉備津神社、造山古墳などの
歴史・文化資産、そして多くの人が交流し、にぎわう
中心部があり、多様性に満ちた区です。

中区は、旭川や百間川、操山、龍ノ口山に代表される
豊かな水や緑を身近に感じながら、都心部から連続
した市街地が広がり、利便性の高い暮らしを楽しむこと
のできる区です。絶滅危惧種アユモドキの保護活動も
活発です。

南区は、全国有数の広大な干拓地と、瀬戸内海国立
公園の一角をなす児島半島、児島湖などの豊かな自然
環境に加え、岡南地域の臨海工業地帯や、都心部から
連続した市街地を有する、人・まち・自然が調和する
区です。

東区は、干拓による広大で豊かな農地が広がるととも
に行政・商業・工場等が集積しています。また、西大寺
会陽をはじめ歴史・文化資産が数多く残されており、
ダルマガエルの生息地や市内唯一の有人離島である
犬島など豊かな自然環境と特色ある歴史・伝統・文化
を持つ区です。
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4つの区には、どんな特色やスポットがありますか？ 

&
魅力 　発見

■ 面積／51.24㎢　▶Ｐ46■ 面積／450.70㎢　▶Ｐ44

■面積／160.53㎢　▶Ｐ48■ 面積／127.48㎢　▶Ｐ50

西大寺観音院西大寺観音院 瀬戸の宗堂桜瀬戸の宗堂桜

犬島海岸犬島海岸

サウスヴィレッジサウスヴィレッジ

浦安総合公園浦安総合公園

麦畑麦畑

造山古墳造山古墳 近水園近水園

岡山城岡山城

操山公園里山センター操山公園里山センター

龍ノ口グリーンシャワーの森龍ノ口グリーンシャワーの森

アユモドキアユモドキ

平成21年4月に政令指定都市に移行した際に市域が４つに分かれました。
各区役所ごとに、魅力あふれる区づくりに取り組んでいます。
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