
HIGASHIKU 東区役所
〒704-8555　東区西大寺南一丁目2-4東 区
人口：94,572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：169,069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：296,499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：147,984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３年１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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箕島ふれあいの里

　「車中心から人優先の歩いて楽し
いまちづくり」をキーワードに、中
心市街地のにぎわい創出や回遊性向
上を目指す県庁通りのリニューアル
工事ですが、一部区間が３月末に完
成します。本事業は平成27年、28年
に実施した１車線化の社会実験を皮
切りに、セミナーやワークショップ、
デザインミーティング、にぎわいづ

くりの実践など、官民連携で事業を
進めており、それぞれの意見を反映
して次の４点をデザイン方針としま
した。
①安心・安全に活動できる空間
②都会的なイメージを体現
③店舗や人が主役となれるよう落ち
　着きがあり、親しみの持てる空間
④にぎわい創出のために“活用”で
　きる空間
　歩道の拡幅や自転車レーンの整備、
さらに連続照明を設置することで安
心・安全な道路空間を創出します。
また使用する資材や色に統一感を持

たせることや、風格のあるアヤケヤ
キの植樹、ベンチの設置により景観
にも配慮した憩いの空間を演出しま
す。さらに、拡幅した歩道を活用し
オープンカフェなどができる新しい
仕組みも構築中です。完成後には、
ぜひ足を運んでみてください。

県庁通りリニューアル工事
～一部区間（市役所筋から西川緑道公園筋）が完成します～

春の妹尾地域散策～歩いてめぐる桜探訪～

「マルシェ万富」が後押しする地域の活性化
　瀬戸町千種地区では、平成28年か
ら毎月第４日曜日10時～12時に万富
公民館で青空市の「マルシェ万富」
が開催されています。
　地元でとれた新鮮な季節の野菜や
果物、特産品などを安く販売してい
ることから好評を得ており、出荷す
る農業者の意欲の向上や地産地消、
リサイクルの推進につながっていま
す。
　また「マルシェ万富」の売り上げ
は瀬戸町千種地区での生活交通「モ
モタク」の運営資金として、地元に
根差した持続可能な生活交通を支え

ています。
　「マルシェ万富」は、地域の農業
者や地域おこし協力隊員、ボランテ
ィアの人たちが協力して運営されて
おり、地域の活性化になくてはなら
ない存在になっています。

　コロナ禍により地域のつながりも
大きな影響を受けていますが、活発
な地域コミュニティの持続のために
これからも「マルシェ万富」の応援
をお願いします。

　中区円山にある曹源寺は、元禄11
年（1698）に岡山藩主の池田綱政が
池田家累世の菩提寺として建立した
禅寺です。
　曹源寺には、本堂や山門など多く
の歴史的な建築物が並ぶほか、国の
史跡に指定されている岡山藩主池田
家墓所や、1500坪もの広さを有する
庭園があります。
　この庭園は後楽園と同時に津田永
忠によって築庭された池泉回遊式の
お庭で、春は新緑、秋には紅葉を楽
しみながら散策できます。

　また曹源寺では、アメリカ、ドイ
ツ、インドにある分院などを通じて、
11の国から21人の修行僧（うち６人
が女性）が禅の修行にいそしんでい
ます（昨年12月１日時点）。
　毎週日曜日には朝８時から１時間、
誰でも参加できる座禅会が開かれて
います。座禅会への参加は予約不要
であり、コロナ禍にあって、隣との
間隔を以前よりも広く取るなど、感
染対策に気を配っているそうです。
　一度、曹源寺を訪ねて、岡山の歴
史と四季の移ろいを感じてみてはい
かがでしょうか。

　妹尾地域にある、春におすすめの
散策スポットを２カ所ご紹介します。
　まず１カ所目は、ＪＲ妹尾駅から
北西へ徒歩15分程の「芳塘園」（妹
尾緑道公園）です。ここは、妹尾川
に沿って約300mにわたり桜の木が
立ち並び、３月下旬には美しい桜の
トンネルとなります。

　２カ所目は、ＪＲ備中箕島駅から
北へ徒歩20分程の「箕島ふれあいの
里」です。この公園は隣接する親水
公園とともに景観が良く、ウオーキ
ングや散策を楽しむ地域の人たちが
集う場所になっています。春は桜や
菜の花が咲き、夏には蛍が飛び交う
など、四季折々の自然を感じること
ができる散策スポットです。
　これらの公園は、地域の子どもか
ら大人まで多くのボランティアの人
たちによる清掃活動や植栽の手入れ
によって、美しい姿を保っています。
　地域の人たちの温かい気持ちに思

いをはせながら、散策を楽しんでみ
てはいかがでしょうか。

●問い合わせ
　北区役所地域整備課
　☎086-803-1666

▲完成イメージパース

▲デザインミーティング『公開会議』

（写真：梶原憲之さん提供）

●問い合わせ
　モモタク運営協議会　
　会長　伊永　高明さん
　☎090-8712-2476

禅寺 曹源寺
～歴史と四季を感じて～

●問い合わせ
　曹源寺　☎086-277-8226

●問い合わせ
　妹尾地域センター　☎086-282-3121

▲芳塘園

▲箕島ふれあいの里

　　　　　　まるやま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ち  せん

　　　　　　　  　ち  くさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ほうとうえん

　　　　　 　そう  げん   じ

　　　　　　　　　　　　   ま ん  とみ
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