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　市内には後楽園、岡山城をはじめ、美術館・博物館な
どの文化施設が集中する「カルチャーゾーン」や吉備津
神社、陣屋町足守の町並みなど歴史・文化的遺産が数多
く残る「吉備路」など魅力的な観光スポットがありま
す。そして、西大寺会陽（はだかまつり）やおかやま桃太
郎まつり、おかやま国際音楽祭をはじめとするイベン
トなど、全国に誇れる地域・文化資源も豊富です。また、
観光ボランティアの育成や観光地の美化推進などを支
援し、訪れる人を温かくおもてなしするまちづくりに
努めています。

　岡山の見どころ、イベント、特産品などの情報は、（公
社）おかやま観光コンベンション協会ホームページや各
種パンフレットで紹介しています。

観光
�観光振興課�☎086-803-1332� �
プロモーション・MICE推進課�☎086-803-1333

国際友好交流都市・地域
　サンノゼ市（米国）、サンホセ市（コスタリカ）、プロヴ
ディフ市（ブルガリア）、洛陽市（中国）、富川市（韓国）、
新竹市（台湾）、ウマティラインディアン居留区部族連
合（米国）、グアム準州（米国）

国際交流
国際課�☎086-803-1112

　国際友好交流都市・地域との交流を中心に、子どもた
ちのホームステイ事業や市民訪問団の派遣・受入事業
などを企画・実施し、市民の皆さんの国際理解を促進し
ています。

平和祈念
�岡山空襲展示室�☎086-253-7070� �
福祉援護課　　�☎086-803-1218

◆岡山空襲に関連する戦災資料の収集
　岡山空襲に関連する戦災資料を収集しています。寄
贈いただけるものがあればお知らせください。
※�岡山空襲に直接関係のない軍事用品などは、お断り
する場合があります。

岡山市ももたろう観光センター
�北区駅元町1-1�岡山駅構内� �
（岡山駅2階新幹線乗降口東側）� �
☎086-222-2912

　岡山市、県内市町村、中四国地域などの各種観光パン
フレットを設置しています。また、観光の相談も受け付
けます。
営業時間 9時〜20時（年中無休）
電子メール momotaro@okayama-kanko.net

友好交流サロン

開館時間  火〜金曜　10時〜20時   
土・日曜　10時〜18時 

休館日  月曜・毎月第2日曜、祝日（祝日が休館日の
場合は翌日も）、年末年始

　外国人への生活情報や日本人市民と外国人市民が気
軽に交流できる場所を提供しています。

◆外国語会話教室・日本語教室
　英語、中国語、韓国語、スペイン語、ベトナム語の外国
語会話教室のほか、外国人市民向けの日本語教室を開
催しています。

◆国際交流ふれあい講演会、日本文化・異文化体験交流会
　さまざまな国の人からその国の生活や文化などにつ
いて学ぶ「国際交流ふれあい講演会」や、外国人市民と
日本人市民の交流がより深まるように「日本文化体験
交流会」、「異文化体験交流会」を開催しています。

�北区幸町10-16（西川アイプラザ4階）� �
☎086-234-5882／℻086-234-5878

　観光やコンベンションの相談、コンベンション開催
事業補助金の交付、会場の優先的確保、各種観光パンフ
レットの提供などを行っています。また、協会ホーム
ページでは岡山のお得な情報や観光情報を掲載してい
るほか、ホームページ上からお問い合わせも受け付け
しています。
（公社）おかやま観光コンベンション協会WEBサイト
　https://okayama-kanko.net/

（公社）おかやま観光コンベンション協会
�北区厚生町三丁目1-15�岡山商工会議所6階� �
☎086-227-0015

学びと楽しみ
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名　称 電話番号 所 在 地
旭公民館 ☎086-224-0515 北区広瀬町3-26
足守公民館 ☎086-295-1942 北区足守718
一宮公民館 ☎086-284-6224 北区一宮638-1

名　称 電話番号 所 在 地
北ふれあい
センター ☎086-251-6500 北区谷万成二丁目6-33

岡山ふれあい
センター ☎086-274-5151 中区桑野715-2

西大寺ふれあい
センター ☎086-944-1800 東区西大寺中二丁目16-33
西ふれあい
センター ☎086-281-9611 南区妹尾880-1

南ふれあい
センター ☎086-261-7001 南区福田690-1

ウェルポート
なださき ☎086-363-5001 南区片岡159-1

公民館

ふれあいセンター

　生涯学習や共生のまちづくりを進めるため、さまざ
まな主催講座やクラブ講座を設けています。また、集い
や仲間づくりの場としても気軽に利用できます。
開館時間  9時30分〜21時（1週間前までに申し込めば

22時まで延長可）、日曜は9時30分〜17時 
休館日  水曜（祝日の場合は翌日も休館）、祝日、年

末年始（12月28日〜1月4日）

◆多言語生活情報紙「あくら」
　地域のイベントや伝統的な文化、岡山の著名人など、
外国人市民の生活に役立つ情報を、日本語、英語、中国
語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語で1
月、4月、7月、10月の年4回発行しています。

◆同行通訳・翻訳ボランティア
　日常会話程度以上の外国語力がある人に登録してい
ただき、希望者に登録者を紹介しています。

◆ホームステイボランティア
　家族全員の了解が得られる家庭に登録していただ
き、ホームステイを希望する来岡外国人に紹介してい
ます。

◆文化紹介ボランティア
　日本文化・外国文化の紹介、日本語指導、外国語絵本
読み聞かせなどができる人を登録し、希望団体に紹介
しています。

�各公民館� �
ホームページ　https://www.city.okayama.
jp/0000013582.html

※�令和3年度中に「東区東平島191」へ移転予定

名　称 電話番号 所 在 地
大元公民館 ☎086-241-8526 北区大元上町10-31
北公民館 ☎086-254-4633 北区津島東一丁目3-14
吉備公民館 ☎086-293-2170 北区庭瀬416
京山公民館 ☎086-253-8302 北区伊島町二丁目9-38
岡輝公民館 ☎086-222-0855 北区旭本町1-80
岡西公民館 ☎086-253-7581 北区下伊福西町1-48
高松公民館 ☎086-287-2057 北区津寺104
建部町公民館 ☎086-722-2212 北区建部町福渡496-1
津高公民館 ☎086-294-4222 北区栢谷1677
御津公民館 ☎086-724-1441 北区御津宇垣1629
御南西公民館 ☎086-244-1855 北区田中157-110
操南公民館 ☎086-276-7898 中区藤崎201-4
高島公民館 ☎086-275-1341 中区国府市場99-5
富山公民館 ☎086-274-0827 中区福泊246-1
東公民館 ☎086-271-1911 中区高屋344-1
東山公民館 ☎086-276-6202 中区平井四丁目13-33
操山公民館 ☎086-271-5030 中区国富三丁目9-12
旭東公民館 ☎086-943-1154 東区西大寺松崎310-1
西大寺公民館 ☎086-942-6252 東区向州1-1
山南公民館 ☎086-946-8165 東区邑久郷688
上道公民館※ ☎086-297-2377 東区竹原474
上南公民館 ☎086-948-3352 東区君津636
瀬戸公民館 ☎086-952-4146 東区瀬戸町瀬戸54-1
万富公民館 ☎086-953-0610 東区瀬戸町万富257
興除公民館 ☎086-298-2660 南区中畦589-1
岡南公民館 ☎086-262-3483 南区若葉町22-16
光南台公民館 ☎086-267-1255 南区宮浦1324
妹尾公民館 ☎086-282-4747 南区箕島1025-1
灘崎公民館 ☎086-362-0408 南区片岡159-1
福田公民館 ☎086-282-3773 南区古新田1186
福浜公民館 ☎086-265-4835 南区福富中一丁目16-22
藤田公民館 ☎086-296-2185 南区藤田508
南公民館 ☎086-263-7919 南区芳泉三丁目2-2
芳田公民館 ☎086-245-0688 南区西市96-1
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北区 P44 中区 P46 東区 P48 南区 P50各区問合せ先

※�いずれも年末年始は休館。中央図書館を除く各館は、祝日が
休館日に当たる場合、翌日も休館。

館　名 開館時間 休 館 日
中央
北区二日市町56
☎086-223-3373 10時〜18時

（木曜11時〜19時）

月曜（月曜が祝日
の場合は開館）

視聴覚ライブラリー
北区二日市町56
☎086-223-0097 月・第2日曜、

祝日
幸町　北区幸町10-16
☎086-234-5188

10時〜20時
（土・日曜18時まで）

足守　北区足守718
☎086-295-1942

10時〜18時
（日曜は17時まで） 水曜、祝日

伊島
北区伊島町二丁目9-38
☎086-253-0822

10時〜18時 月・水・
第2日曜、祝日

建部町
北区建部町福渡487-1
☎086-722-4555

10時〜18時

月・第2日曜、
祝日御津

北区御津宇垣1629
☎086-724-1712
西大寺緑花公園
緑の図書室
東区西大寺南一丁目2-3
☎086-943-2298

月、祝日

瀬戸町
東区瀬戸町下188-2
☎086-952-4531

月・第2日曜、
祝日

浦安総合公園�
南区浦安南町493-2
☎086-265-6141
灘崎　南区片岡186
☎086-362-5277 9時〜17時

◆貸し出しの案内
▶ 図書、DVD、ビデオテープ、CDの貸し出しは2週間
（無料）。
▶ 初めて借りるときは、本人確認のできるものが必要。
▶ 移動図書館が市内各所へ月1回巡回しています。
▶ 身体の不自由な人には、録音図書の貸し出しや家庭
配本も行っています。
▶ ホームページで図書館の情報を検索できます。   
https://www.ocl.city.okayama.jp
▶ 視聴覚ライブラリーでは、団体が教育目的で利用する
ときに、各種視聴覚教材・機材を無料で貸し出します。

図書館

児童館・児童センター
名　称 電話番号 所在地

大井児童館 ☎086-295-0915 北区大井2382-1
北ふれあい児童館 ☎086-251-6504 北区谷万成二丁目6-33
清輝児童センター ☎086-225-6124 北区新道2-20
富原児童館 ☎086-254-9727 北区富原1140
平津児童館 ☎086-284-0348 北区楢津2168
馬屋下児童館 ☎086-284-0408 北区大窪49-5
三門児童センター ☎086-254-9775 北区三門西町6-32
旭東児童センター ☎086-272-8902 中区旭東町二丁目2-12
財田児童センター ☎086-279-6393 中区神下535
浜川原児童館 ☎086-272-4997 中区浜一丁目3-16
ふれあい児童館 ☎086-274-5156 中区桑野715-2
久保東児童館 ☎086-942-8031 東区河本町3
西大寺ふれあい児童館 ☎086-944-1830 東区西大寺中二丁目16-33
宿毛児童館 ☎086-946-1475 東区宿毛628
児童館ゆう遊プラザ ☎086-908-0415 東区瀬戸町瀬戸143-2
植松児童館 ☎086-485-5210 南区植松397
大曲児童館 ☎086-296-2992 南区藤田92-1
片岡児童館 ☎086-362-2888 南区片岡1030-4
興除児童館 ☎086-298-2501 南区曽根347-1
七区児童館 ☎086-362-4446 南区北七区61-8
錦児童館 ☎086-296-2994 南区藤田724-128
西ふれあい児童館 ☎086-281-9622 南区妹尾880-1
南ふれあい児童館 ☎086-261-7046 南区福田690-1

館　名 開館時間 休 館 日
岡山シンフォニーホール
北区表町一丁目5-1
☎086-234-2001

9時〜17時
（催事により22時）

第2・4火曜（祝日の
場合は翌日）、年末
年始

岡山市民会館
北区丸の内二丁目1-1
☎086-223-2165

9時〜22時 年末年始（12月28
日〜1月4日）

ホール・会館

館　名 開館時間 休 館 日
岡山コンベンションセンター
北区駅元町14-1
☎086-214-1000

9時〜21時 年末年始

勤労者福祉センター
北区春日町5-6
☎086-233-8311

9時〜21時 祝日、年末年始 

西川アイプラザ
北区幸町10-16
☎086-234-5877

10時〜20時
（土・日曜10時
〜18時）

月・第2日曜（祝日
の場合は翌日も休
館）、祝日、年末年始

建部町文化センター
北区建部町建部上899
☎086-722-9111

9時〜22時
月曜（祝日の場合
は翌日）、祝日の翌
日（土・日曜、休日
は除く）、年末年始

市民文化ホール
中区小橋町一丁目1-30
☎086-273-0395

9時〜22時 水曜（祝日の場合
は翌日）、年末年始

福祉文化会館
中区小橋町一丁目1-30
☎086-272-7881

9時〜21時
（日曜9時〜17時）

水曜（祝日の場合
は翌日も休館）、祝
日、年末年始 

西大寺公民館大ホール
東区向州1-1
☎086-942-6252

9時〜22時
水曜（祝日の場合
は翌日も休館）、祝
日、年末年始

灘崎文化センター
南区片岡186
☎086-362-1600

9時〜22時 月曜（祝日の場合
は翌日）、年末年始 

西大寺緑花公園
体験学習施設�百花プラザ
東区西大寺南一丁目2-3
☎086-944-8716

9時〜21時 月曜（祝日の場合
は翌日）、年末年始
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休館日休

オリエント美術館
北区天神町9-31
☎086-232-3636
休   月曜（祝日の場合は
翌日）、年末年始

オリエント研究の拠点として機能する、公
立としては東アジア唯一の専門美術館。

岡山市水道記念館
北区三野一丁目2-1
☎086-232-5213
休   月曜（祝日の場合は
翌日）、年末年始

※ 耐震補強工事および
　 館内改修のため休館中（令和4年度リ
ニューアルオープン予定）

明治38年水道創設当時の動力室・ポンプ室
を利用した、水について楽しく学べる体験
型施設。

岡山シティミュージアム
北区駅元町15-1
※JR岡山駅から
　東西連絡通路で直結
☎086-898-3000
休   月曜（祝日の場合は
翌日）、年末年始

岡山の歴史・文化を保存・展示。多彩な企画展
を開催。講義室、展示室の貸し出しもあり。

少年自然の家
北区日応寺4
☎086-294-3461
休   月曜（祝日の場合は
翌日も休み）、祝日、
年末年始

野外活動のできる宿泊研修施設。
1日利用も可。個人利用不可。

岡山城天守閣内備前焼工房
北区丸の内二丁目3-1
☎086-224-3396
休   年末

天守閣1階で備前焼土ひねり体験が可。

岡山城天守閣
北区丸の内二丁目3-1
☎086-225-2096
休   年末

慶長2（1597）年、豊臣五大老の一人・宇喜
多秀家が築城した城。関ヶ原合戦以前の古
式を伝える貴重な天守。

近水園
北区足守803
☎086-295-0981
休   月曜（祝日の場合
は翌日）、祝日の翌
日、年末年始

足守藩主木下家の庭園。
（岡山県指定名勝 昭和34年3月27日指定）

備中足守まちなみ館
北区足守928
☎086-295-2500
休   月曜（祝日の場合は
翌日）、年末年始

江戸後期の商家を再現した館内には地元
の人々の手による神楽面などの民工芸品
を展示。

半田山植物園
北区法界院3-1
☎086-252-4183
休   火曜（祝日の場合は
翌日）、年末年始

四季折々の草花や樹木が楽しめる植物園。

牧山クラインガルテン
北区中牧219
☎086-228-2280
管理センター休館日：
 火曜（祝日の場合は翌
日）、年末年始、8月13
日〜8月15日

ラウベ付き農園や普通農園などの7タイプ
の農園を貸し出している市民農園

足守プラザ
北区足守979
☎086-295-0001
休   月曜（祝日の場合は
翌日）、年末年始

足守町並み保存地区中心にあるアート体
験施設。隣接の米蔵ギャラリーは陶芸・絵
画などの創作活動やミニコンサートなど
の場として利用可。

旧旭東幼稚園園舎
北区二日市町56
☎086-226-2434
休   月曜（祝日の場合は
翌日も休み）、第2日
曜、祝日、年末年始

明治41年に竣工した園舎を復元。平成19
年6月に国の重要文化財（建造物）に指定さ
れる。幼児が自由に遊べる施設で、各種行
事を開催。

旧足守藩侍屋敷
北区足守752
☎086-295-0983
休   月曜（祝日の場合は
翌日）、祝日の翌日、
年末年始

旧足守藩家老杉原家邸宅。母屋は伝統的な
武家書院造の構造を持ち、今日の和風住宅
の原型。

かながわSAKAGURA
北区御津金川690-1
☎086-724-0010
休   月曜（祝日の場合は
翌日）、年末年始

江戸時代末期の酒蔵を改修した施設。
各種展示や食堂を設置。

旧足守商家藤田千年治邸
北区足守916
☎086-295-0005
休   月曜（祝日の場合は
翌日）、年末年始

江戸時代末期に建築され、足守の商家の姿
を伝える貴重な建築物。

岡山空襲展示室
北区駅元町15-1 5階
☎086-253-7070
岡山空襲に関する資料
や写真などを展示

余暇・文化・研修施設など
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121岡山市役所代表 086-803-1000

北区 P44 中区 P46 東区 P48 南区 P50各区問合せ先

御津郷土歴史資料館・御津ふれあいプラザ
北区御津金川529
☎086-724-3581
休   月曜（祝日の場合は
翌日）、祝日の翌日、
年末年始

御津の歴史や文化に関する資料を展示。

承芳ふれあい広場
北区御津紙工2222-1
☎086-726-0010
休  月曜、年末年始

古来の紙作りをパネル展示。8ホールのグ
ラウンドゴルフ場で自然を満喫できます。
また、隣接する河原邸では、金曜から日曜
は蕎麦を賞味できます。

たけべの森公園
北区建部町田地子
1571-40
☎086-722-3111
休   月曜（祝日の場合は
翌日）、火曜（冬季の
み）

広場、キャンプ場、レジャープールなどあ
り。建部の自然が楽しめる公園。

操山公園里山センター
中区沢田649-2
☎086-270-3308
休   火曜（祝日の場合は
翌日）、年末年始

操山を歩く人のための情報・イベント案内
や自然保護の情報・図書などを用意。自然
観察会や自然・歴史に関する講座など各種
イベントを開催。

環境学習センターめだかの学校
北区建部町建部上609
☎086-722-1231
休   火曜（祝日の場合は
翌日）、祝日の翌日、
12月28日〜1月4日

環境保全の重要性を学習できる施設で、自
然体験行事や各種環境教室を開催。旭川に
生息する淡水魚の飼育や展示などもあり
ます。

政田民俗資料館
東区政津1032-3
☎086-948-2948

政田地区の干拓地関係の民俗資料を展示。
要事前連絡。

埋蔵文化財センター
中区網浜834-1
☎086-270-5066
休  日曜、祝日、年末年始

市の埋蔵文化財保護の拠点となる施設。各
種展示や講座も開催。

犬島公園犬島キャンプ場
東区犬島221-2
☎086-947-1550
休   火曜（祝日の場合は
翌日）

広さ1.8ヘクタｰルの敷地にテントサイトを整備
しています。（事前予約必要）。キャンプ用品の貸
し出しもあり。利用期間は4月15日〜10月15日。

犬島自然の家
東区犬島119-1
☎086-947-9001
休   火曜（祝日の場合は
翌日）、年末年始

自然・文化体験活動ができる自炊宿泊型の社
会教育施設。シーカヤック体験や天体観測も
できる。団体、個人などだれでも利用可。

瀬戸町郷土館
東区瀬戸町観音寺567
☎086-803-1611
（教育委員会文化財課）
第2・4日曜のみ開館
（年末年始は除く）

旧瀬戸町内から出土した石器、土器などの
考古遺物と近世地方文書や農具、生活用具
などの民俗資料を展示。

西大寺緑花公園体験学習施設
百花プラザ（花と緑の相談所）
東区西大寺南一丁目2-3
☎086-944-8716
休   月曜（祝日の場合は
翌日）、年末年始

都市緑化・自然保護・環境共生・食育など、
「見て、触って、体験できる」学習・交流施
設。緑化相談など、各種行事を開催。

岡山市サウスヴィレッジ
南区片岡2468
☎086-362-5500
休   火曜（祝日の場合は
翌日）、奇数月第2
水曜、12/26〜1/1

※ 点検等のため、臨時休業
の場合あり、ロードサイ
　ドマーケットは年中無休

農業の振興と市民に憩いの場を提供する
ための拠点施設。農産物の直売所などもあ
ります。

灘崎歴史文化資料館
南区片岡186
☎086-803-1611
（教育委員会文化財課）

彦崎貝塚出土品をはじめ、旧灘崎町内から
出土した遺物と民俗資料を展示し、旧町内
の歴史や民俗を概観できる。

花と緑の相談所
南区浦安西町148-1
☎086-261-8588
休   土・日曜、祝日、年末
年始

緑化相談など、各種行事を開催。

たけべ八幡温泉
北区建部町建部上510-1
☎086-722-2500
休  年末年始
　  食事処は火曜休み
　  （祝日の場合は翌日）

平成27年4月にリニューアルした旭川の
河畔にある「八幡温泉郷」の温泉。露天風
呂、サウナ、貸切風呂のほかに食事処や会
議室も完備。

市場ふくふく通り（岡山市中央卸売市場内）
南区市場一丁目1
☎086-265-8001
休  各店舗による

市場関係者だけでなく一般消費者も利用
可能。
水産物や青果（野菜・果物）だけでなく、各
種食料品・雑貨・飲食店などが充実。
毎月18日は「市民イチバデー」開催（上の写真）
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スポーツ施設

施 設 名 所 在 地 施設内容 問い合わせ先
岡山西部総合公園（仮称）多目的広場 北区北長瀬表町一丁目 小学生ソフトボール4面 岡山ドーム管理事務所 ☎086-805-8883
建部町総合スポーツセンター
ソフトボール場 北区建部町川口48 1面 建部町B&G海洋センター ☎086-722-1661

財田スポーツ広場多目的広場 中区長岡4-101 2面 社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533
百間川緑地（穝川原橋）
ソフトボール場

中区内 百間川河川敷
（穝川原上流右岸） 1面 百間川緑地管理事務所 ☎086-273-2453

浅越スポーツパーク多目的広場 東区浅越625 2面 浅越スポーツパーク管理事
務所 ☎086-944-0140

六番川水の公園多目的グラウンド 東区升田614-11 2面 六番川水の公園体育館 ☎086-948-4515
山田グリーンパーク
ソフトボール兼サッカー場 南区山田2263-2 1面 山田グリーンパーク管理事務所 ☎086-282-6668

ソフトボール場

施設名 所 在 地 施設内容 問い合わせ先
牟佐スポーツ広場 北区牟佐1177-1 1面 社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533
日応寺自然の森スポーツ広場 北区日応寺200 1面 日応寺自然の森管理事務所 ☎086-294-4670
御津スポーツパークあおぞら広場 北区御津高津1566 ☆1面 御津スポーツパーク ☎086-724-9191
奥市公園補助球場 中区奥市3-11 ☆2面 奥市公園管理事務所 ☎086-273-2030
桑野スポーツ広場 中区桑野291-8 野球1面、ソフト2面 社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533
上道公園野球場 東区竹原488 ☆2面 社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533
向州公園補助野球場 東区向州1-1 ☆1面 西大寺武道館 ☎086-942-9980
吉井川第一緑地野球場 東区西大寺射越 2面 西大寺武道館 ☎086-942-9980
神崎ふれあい広場 東区神崎町2676 ☆1面 神崎衛生施設組合 ☎086-946-8002
六番川水の公園野球場 東区升田614-11 1面 六番川水の公園体育館 ☎086-948-4515
藤田都スポーツ広場 南区藤田230-110 2面 藤田公民館 ☎086-296-2185
小串スポーツ広場 南区小串1037-1 野球1面、ソフト2面 社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533

野球場またはソフトボール場 （☆はナイター利用可）

施 設 名 所 在 地 施設内容 問い合わせ先
健康みつ21公園多目的広場 北区御津伊田 1面（野球場兼サッカー場） 御津支所産業建設課 ☎086-724-1114
建部町総合スポーツセンター野球場 北区建部町川口48 1面 建部町B&G海洋センター ☎086-722-1661
奥市公園本球場 中区奥市3-11 ☆1面 奥市公園管理事務所 ☎086-273-2030

百間川緑地（穝川原橋） 中区内 百間川河川敷
（穝川原橋上流右岸） 1面 百間川緑地管理事務所 ☎086-273-2453

百間川緑地（沢田橋） 中区内 百間川河川敷
（沢田橋下流左岸） 1面 百間川緑地管理事務所 ☎086-273-2453

瀬戸町総合運動公園野球場 東区瀬戸町南方1311 ☆1面（硬式可） 瀬戸町総合運動公園 ☎086-953-1003
浦安総合公園野球場 南区浦安南町493-2 1面 総合文化体育館管理事務所 ☎086-263-7474
山田グリーンパーク野球場 南区山田2263-2 1面 山田グリーンパーク管理事務所 ☎086-282-6668
灘崎野球場 南区北七区61-4 ☆1面 灘崎体育センター ☎086-362-4321

野球場 （☆はナイター利用可）

施 設 名 所 在 地 施設内容 問い合わせ先
御津スポーツパーク体育館 北区御津高津1566 　 御津スポーツパーク ☎086-724-9191
建部町B&G海洋センター体育館 北区建部町川口48 　 建部町B&G海洋センター ☎086-722-1661
建部農村教養文化体育施設 北区建部町中田341-5 　 建部町B&G海洋センター ☎086-722-1661
岡山市障害者体育センター 北区二日市町56 　 岡山市障害者体育センター ☎086-223-5480
六番川水の公園体育館 東区升田614-64 観客席500席 六番川水の公園体育館 ☎086-948-4515
瀬戸町総合運動公園体育館 東区瀬戸町南方1311 　 瀬戸町総合運動公園 ☎086-953-1003
岡山市総合文化体育館 南区浦安南町493-2 第1競技場・第2競技場 総合文化体育館管理事務所 ☎086-263-7474
灘崎体育センター 南区彦崎2686 灘崎体育センター ☎086-362-4321

体育館
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施 設 名 所在地 施設内容 問い合わせ先
財田スポーツ広場サッカー場 中区長岡4-101 1面 社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533
神崎山公園競技場サッカー場 東区神崎町744 1面 神崎山公園競技場管理事務所 ☎086-946-2010
政田サッカー場 東区升田614-11 3面（天然芝2面、☆人工芝1面） 政田サッカー場管理事務所 ☎086-948-0035

施 設 名 所 在 地 施設内容 問い合わせ先
旭西排水センタースポーツ広場 北区七日市西町6-10 ☆4面 下水道施設管理課（西部管理係）☎086-225-0646
日応寺自然の森スポーツ広場テニスコート 北区日応寺200 4面 日応寺自然の森管理事務所 ☎086-294-4670
牟佐スポーツ広場テニスコート 北区牟佐1177-1 2面 社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533
御津スポーツパークテニスコート 北区御津高津1566 ☆4面 御津スポーツパーク ☎086-724-9191
平井排水センタースポーツ広場 中区平井五丁目1-49 1面 下水道施設管理課（東部管理係）☎086-948-4540
百間川緑地（沢田橋）テニスコート 中区内 百間川河川敷（沢田橋）8面 百間川緑地管理事務所 ☎086-273-2453
六番川水の公園テニスコート 東区升田614-11 4面 六番川水の公園体育館 ☎086-948-4515
浦安総合公園テニスコート 南区浦安南町493-2 ☆20面 浦安テニスコート管理事務所 ☎086-264-8104
小串スポーツ広場テニスコート 南区小串1037-1 1面 社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533
興除テニスコート 南区中畦589-3 3面 社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533
山田グリーンパークテニスコート 南区山田2263-2 3面 山田グリーンパーク管理事務所 ☎086-282-6668
灘崎町総合公園テニスコート 南区片岡119-1 ☆2面 灘崎町総合公園管理事務所 ☎086-362-0845

テニス（硬式・軟式両用） 〈砂入り人工芝〉 （☆はナイター利用可）

施 設 名 所 在 地 施設内容 問い合わせ先
野山武道館テニスコート 北区野殿西町1650 1面 社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533
足守テニスコート 北区足守718 ☆2面 社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533
東山プールテニスコート 中区赤坂本町11-50 3面（バレーコート1面）社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533
百間川緑地（米田橋）テニスコート 中区内 百間川河川敷（米田橋）2面 百間川緑地管理事務所 ☎086-273-2453
向州公園テニスコート 東区向州 ☆3面 西大寺武道館 ☎086-942-9980
瀬戸町総合運動公園テニスコート 東区瀬戸町南方1311 ☆8面 瀬戸町総合運動公園 ☎086-953-1003

テニス（硬式・軟式両用） 〈クレーコート〉 （☆はナイター利用可）

サッカー場 〈芝張り〉 （☆はナイター利用可）

施 設 名 所 在 地 施設内容 問い合わせ先
岡山西部総合公園（仮称）多目的広場 北区北長瀬表町一丁目 1面（少年サッカー3面）岡山ドーム管理事務所 ☎086-805-8883
御津スポーツパークあおぞら広場 北区御津高津1566 ☆1面 御津スポーツパーク ☎086-724-9191
健康みつ21公園多目的広場 北区御津伊田 1面（野球場兼サッカー場） 御津支所産業建設課 ☎086-724-1114
桑野スポーツ広場 中区桑野291-8 1面 社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533
百間川緑地（米田橋）サッカー場 中区内 百間川河川敷

（米田橋下流左岸） 1面 百間川緑地管理事務所 ☎086-273-2453

百間川緑地（百間川橋） 中区内 百間川河川敷
（百間川橋下流右岸） 2面 百間川緑地管理事務所 ☎086-273-2453

百間川緑地（沢田橋） 中区内 百間川河川敷
（沢田橋下流左岸） 1面 百間川緑地管理事務所 ☎086-273-2453

吉井川第一緑地多目的グラウンド 東区西大寺射越 1面 西大寺武道館 ☎086-942-9980
浅越スポーツパーク多目的広場 東区浅越625 1面 浅越スポーツパーク管理事務所 ☎086-944-0140
神崎ふれあい広場 東区神崎町2676 ☆1面 神崎衛生施設組合 ☎086-946-8002
当新田公園サッカー場 南区当新田488 ☆1面（105ｍ×68ｍ）社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533
山田グリーンパーク
ソフトボール兼サッカー場 南区山田2263-2 1面 山田グリーンパーク管理事務所 ☎086-282-6668

サッカー場 〈クレー〉 （☆はナイター利用可）

テニス（硬式・軟式両用） 〈全天候型ハードコート〉 （☆はナイター利用可）

施 設 名 所 在 地 施設内容 問い合わせ先
二日市公園テニスコート 北区二日市町51 ☆4面 社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533
塚山公園テニスコート 北区大内田770 2面 流通センター運営協議会 ☎086-292-5551
一宮浄化センタースポーツ広場 北区一宮217 2面 一宮浄化センター ☎086-284-0080
百間川緑地（穝川原橋）テニスコート 中区内百間川河川敷（穝川原橋） 8面 百間川緑地管理事務所 ☎086-273-2453
吉井川第一緑地テニスコート 東区西大寺射越 4面 西大寺武道館 ☎086-942-9980
建部町総合スポーツセンターテニスコート 北区建部町川口48 4面 建部町B&G海洋センター ☎086-722-1661
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施 設 名 所 在 地 施設内容 問い合わせ先
吉備津弓道場 北区吉備津931（吉備津神社内） 近的5人立 社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533
野山武道館 北区野殿西町1650 柔道場1面、剣道場1面 社会体育施設本部受付窓口 ☎086-230-0533
建部町B&G海洋センター武道館 北区建部町川口48 剣道場2面 建部町B&G海洋センター ☎086-722-1661
奥市公園相撲場 中区奥市3-11 相撲場 奥市公園管理事務所 ☎086-273-2030
西大寺武道館 東区西大寺東二丁目1-80 剣道場2面、柔道場1面 西大寺武道館 ☎086-942-9980
総合文化体育館 南区浦安南町493-2 武道場、弓道場 総合文化体育館管理事務所 ☎086-263-7474

施 設 名 所 在 地 施設内容 問い合わせ先
岡山ドーム 北区北長瀬表町一丁目1-1 ☆人工芝の多目的ドーム 岡山ドーム管理事務所 ☎086-805-8883
御津スポーツパーク 北区御津高津1566 トレーニング室 御津スポーツパーク ☎086-724-9191
総合文化体育館 南区浦安南町493-2 トレーニング室 総合文化体育館管理事務所 ☎086-263-7474
市民屋内温水プール 南区豊成一丁目4-22 トレーニング室 市民屋内温水プール ☎086-226-4523

ウェルポートなださき 南区片岡159-1 トレーニング室、
フィットネススタジオ ウェルポートなださき ☎086-363-5055

瀬戸町総合運動公園 東区瀬戸町南方1311 トレーニング室 瀬戸町総合運動公園 ☎086-953-1003

その他（屋内）

施 設 名 所 在 地 施設内容 問い合わせ先

津島スポーツ広場 北区津島本町1883-1 小グラウンド
（芝生3段、クレー2段）北区役所総務・地域振興課 ☎086-803-1656

日応寺自然の森スポーツ広場 北区日応寺200 パターゴルフ場、芝生広場 日応寺自然の森管理事務所 ☎086-294-4670
福谷スポーツ広場 北区東山内1295 芝生広場 足守地域センター ☎086-295-1111
松ヶ鼻ファミリーパーク 北区高松田中712-6 ローラースケート場ほか 環境施設課 ☎086-803-1311
御津スポーツパーク 北区御津高津1566 ストリートバスケット場 御津スポーツパーク ☎086-724-9191
承芳ふれあい広場 北区御津紙工2222-1 グラウンドゴルフ場 承芳ふれあい広場 ☎086-726-0010

御津グラウンドゴルフ場 北区御津宇垣1227-2 8ホール 御津グラウンドゴルフ場
御津支所総務民生課 ☎086-724-1111

建部町総合スポーツセンター多目的広場 北区建部町川口48 多目的広場、
グラウンドゴルフ場 建部町B&G海洋センター ☎086-722-1661

建部町B&G海洋センター 北区建部町川口48 カヌー 建部町B&G海洋センター ☎086-722-1661

神崎山公園競技場 東区神崎町744 陸上競技場
（全天候型トラック） 神崎山公園競技場管理事務所 ☎086-946-2010

浅越スポーツパーク 東区浅越625 パークゴルフ場 浅越スポーツパーク管理事務所 ☎086-944-0140
瀬戸町総合運動公園多目的広場 東区瀬戸町南方1311 ☆多目的広場 瀬戸町総合運動公園 ☎086-953-1003
瀬戸町江尻レストパーク 東区瀬戸町江尻990 ☆人工芝広場1面 瀬戸町総合運動公園 ☎086-953-1003

灘崎町総合公園 南区片岡119-1 ☆ フットサルコート2面、芝
生広場（サッカー1面）ほか 灘崎町総合公園管理事務所 ☎086-362-0845

吉備の中山スポーツ広場 北区西花尻1325-13 多目的広場 北区役所総務・地域振興課 ☎086-803-1656

その他（屋外） （☆はナイター利用可）

武道館

施 設 名 所 在 地 施設内容 問い合わせ先
御津スポーツパーク温水プール（屋内）北区御津高津1566 25ｍ、幼児用 御津スポーツパーク ☎086-724-9191
建部町文化センター温泉プール（屋内）北区建部町建部上899 25ｍ、幼児用ほか 建部町文化センター ☎086-722-9111
東山プール（屋外） 中区赤坂本町11-50 50ｍ、幼児用 東山プール内事務所 ☎086-273-7599
西大寺ふれあいセンター（屋内） 東区西大寺中二丁目16-33 20ｍ 西大寺ふれあいセンター ☎086-944-1800
市民屋内温水プール（屋内） 南区豊成一丁目4-22 50ｍ、25ｍ、幼児用 市民屋内温水プール ☎086-226-4523
ウェルポートなださき（屋内） 南区片岡159-1 25ｍ、子ども用 ウェルポートなださき ☎086-363-5055
岡山市サウスヴィレッジ（屋外） 南区片岡2468 子ども用 岡山市サウスヴィレッジ ☎086-362-5500

プール
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