
HIGASHIKU 東区役所
〒704-8555　東区西大寺南一丁目2-4東 区
人口：94,822人　面積：160.53㎢

東区

区役所の位置

MINAMIKU 南区役所
〒702-8544　南区浦安南町495-5南 区
人口：169,460人　面積：127.48㎢

区役所の位置

南区南区

KITAKU 北区役所
〒700-8544　北区大供一丁目１-１（市役所本庁舎および分庁舎内）北 区

人口：296,351人　面積：450.70㎢
北区

区役所の位置

NAKAKU 中区役所
〒703-8544　中区浜三丁目7-15中 区
人口：147,893人　面積：51.24㎢

中区

区役所の位置

各区役所への電話は、市役所代表番号からおつなぎします。

☎086-803-1000市役所代表

※人口は住民基本台帳による数（令和２年８月31日現在）。

各区からのお
知らせや魅力・

取り組みなどを
紹介します。
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甲浦郵便局甲浦郵便局

←締切堤防
←締切堤防 甲浦駐在所甲浦駐在所

児島地域センター

　足守メロンは、瀬戸内の温暖な気
候風土に恵まれた岡山の足守地区に
おいて、太陽光をいっぱい吸収しな
がら育った香りのよいメロンです。
　当地区にて、1924年（大正13年）
から栽培が行なわれ、４年後の2024
年には、100年の節目を迎えようと
しています。
　品種は表面の皮の網目が特徴のア

ールスメロンですが、麝香（ムス
ク）のような特有のよい香りがする
ことから、マスクメロンとも呼ばれ
ています。
　入念な品質管理のもとで丹精込め
て育てられ、１本の苗木から１個の
実が収穫されます。果皮の網目が緊
密で美しいメロンは、一つ一つ丁寧
に育てられた証拠。例年10月に開催
される足守メロンまつりは、今年は
中止となっていますが、温室栽培に
より、年間を通じて収穫され、風味
と豊かなよい香りがお楽しみいただ
けます。

　ビタミン、ミネラルなどの栄養素
が多く含まれるメロンのおいしさを、
ぜひご堪能ください。
〇おすすめのおいしい食べ方
　常温で保存し、完熟させた後、食
べる３～５時間前に、冷蔵庫に入れ
て、５℃～
８℃に冷や
してお召し
上がりくだ
さい。

歴史ある芳醇な味と香り 足守メロン 上南今昔絵図
～上南地区八十八カ所納札所巡り～

今谷橋の歩道が広くなりました！
～歩行者の安全対策と橋の長寿命化対策を実施～

児島地域センター
～新しい庁舎を建設中です～

　上南今昔絵図は、上南地域を案内
する地図が欲しいという地元からの
声を受け、上南公民館と地元有志に
より昨年５月から作り始め今年の６
月に完成しました。
　絵図は、江戸時代に四国八十八カ
所霊場を模して開場された沖新田八
十八カ所納札巡り案内図を基に現在
の地図に落とし込んで作成しており、
併せて上南地域の歴史や昔の写真、
カフェや観光やグルメなど現在の見
どころも一目で分かる絵図となって
います。
　上南公民館では、この絵図を使い

健康ウオーキングを実施したところ
大変好評でした。皆さんもぜひ上南
今昔絵図を片手に見どころたっぷり
の上南地域を散策されてみてはいか
がでしょうか。
　上南今昔絵図は、右記のＱＲコー
ドでダウンロードできるほか、上南

公民館、西大寺公民館、操南公民館、
東区役所総務・地域振興課にも置い
ていますのでご利用ください。

　中区今谷の百間川に架かる「今谷
橋」の歩道拡幅工事がこのたび完成
し、令和２年９月に供用開始しまし
た。
　工事前は歩道幅1.5ｍと狭く、歩
行者は車と隣り合わせの危険な状態
でしたが、歩道幅を2.0ｍとし、歩

車道境界に防護柵を設置することで、
歩行者の安全を図りました。　　　
　歩道拡幅にあたっては、アルミニ
ウム合金を素材とした軽量の床版を
採用することで既存の橋を有効活用
しました。また、歩道照明を設置し
夜間の安全対策を行ったこと、さら
に長寿命化対策も併せて実施したこ
とで、安全で安心な橋の整備が完了
しました。
　今谷橋を通勤、通学で利用される
人、周辺でウオーキングやランニン
グをされる人は、広く明るく、より
安全になったこの橋をぜひご利用く

ださい。

　現在の児島地域センターの庁舎の
歴史は古く、甲浦村役場として建築
された昭和６年までさかのぼります。
昭和27年の岡山市との合併後も今な
お現役（築後89年）であり、大きな
蔵を備えた木造２階建て、淡いピン

ク色の独特の外観は、長年地域の皆
さんから親しまれてきました。
　しかし、構造的に大きな災害に耐
えうる状態にないことから、同じ敷
地内で、新庁舎の建設工事が始まっ
ています。
　利便性の向上を図りバリアフリー
などを重視した新庁舎は、今年度末
に完成し、来年度初めには業務を引
き継ぐ予定です。
　今後とも、現庁舎同様に親しみや
すく、気軽に利用できる市民サービ
ス拠点となることを目指してまいり
ます。

●問い合わせ
　足守地域センター
　☎086-295-1111

●問い合わせ
　児島地域センター
　☎086-267-2231

●問い合わせ
　中区役所　地域整備課建設係
　☎086-901-1628

▲沖新田八十八カ所納札巡り案内図
の原版とウオーキング参加者

▲上南今昔絵図

▲完成した上南今昔絵図と作成担当の松口久美子さん

(新地域センター・イメージ図)
・鉄骨造平屋建
・延べ面積約230㎡

（※現在は外に囲いがあります。）

▲歩道部分

▲今谷橋

●問い合わせ
　上南公民館
　☎086-948-3352

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じゃこう

いま  だに  ばし
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