
施設
数

市町村 施設名 郵便番号 住所

1 岡山市 岡山県庁県民室 700-8570 岡山市北区内山下２-４-６ 

2 岡山市 岡山県立図書館 700-0823 岡山市北区丸の内2-6-30

3 岡山市 岡山県立博物館 703-8257 岡山市北区後楽園1-5 

4 岡山市 天神山文化プラザ（2階文化情報センター） 700-0814 岡山市北区天神町８-５４ 

5 岡山市 犬養木堂記念館 701-0161 岡山市北区川入102-1

6 岡山市 岡山県男女共同参画推進センター（きらめきプラザ6階情報コーナー） 700-0807 岡山市北区南方２-１３-１ 

7 岡山市 岡山県生涯学習センター（交流棟1階総合案内） 700-0016 岡山市北区伊島町3丁目1-1

8 岡山市 後楽園（総合案内所） 703-8257 岡山市北区後楽園1-5 

9 岡山市 総合グラウンド（体育館受付窓口横スペース） 700-0012 岡山市北区いずみ町2-1 

10 岡山市 岡山県古代吉備文化財センター 701-0136 岡山市北区西花尻1325-3

11 岡山市 岡山市立中央図書館 700-0843 岡山市北区二日市町56 

12 岡山市 岡山市立幸町図書館 700-0903 岡山市北区幸町10-16 

13 岡山市 岡山市立浦安総合公園図書館 702-8024 岡山市南区浦安南町493-2 

14 岡山市 岡山市立足守図書館 701-1463 岡山市北区足守718 

15 岡山市 岡山市立伊島図書館 700-0016 岡山市北区伊島町二丁目9-38

16 岡山市 岡山市立建部町図書館 709-3111 岡山市北区建部町福渡830-1 

17 岡山市 岡山市立御津図書館 709-2121 岡山市北区御津宇垣1629 

18 岡山市 岡山市立瀬戸町図書館 709-0856 岡山市東区瀬戸町下188-2 

19 岡山市 岡山市立灘崎図書館 709-1215 岡山市南区片岡186 

20 岡山市 西大寺緑花公園　緑の図書室 704-8117 岡山市東区西大寺南1-2-3 

21 岡山市 岡山市立オリエント美術館 700-0814 岡山市北区天神町9-31 

22 岡山市 中国電力株式会社岡山支社エネルギアプラザ 700-8706 岡山市北区内山下1-11-1 うちさん下電気ビル

23 倉敷市 倉敷スポーツ公園(マスカットスタジアム外野事務所) 710-0016 倉敷市中庄3250-1 

24 倉敷市 倉敷市立中央図書館 710-0046 倉敷市中央2-6-1 

25 倉敷市 倉敷市立水島図書館 712-8064 倉敷市水島青葉町4-40 

26 倉敷市 倉敷市立児島図書館 711-0913 倉敷市児島味野2-2-37 

27 倉敷市 倉敷市立玉島図書館 713-8102 倉敷市玉島1-2-37 

28 倉敷市 倉敷市立船穂図書館 710-0261 倉敷市船穂町船穂1702-1 

29 倉敷市 倉敷市立真備図書館 710-1301 倉敷市真備町箭田47-1 

30 倉敷市 ライフパーク倉敷図書室 712-8046 倉敷市福田町古新田940 

31 倉敷市 倉敷市立美術館 710-0046 倉敷市中央2-6-1 

32 倉敷市 倉敷市立自然史博物館 710-0046 倉敷市中央2-6-1 

33 倉敷市 環境学習センターエコライブラリー 712-8057 倉敷市水島東千鳥町１－５０

34 倉敷市 環境交流スクエア 712-8057 倉敷市水島東千鳥町１－５０

35 倉敷市 玉島市民交流センター 713-8121 倉敷市玉島阿賀崎1-10-1

36 倉敷市 児島市民交流センター 711-0913 倉敷市児島味野2-2-38

37 津山市 津山市中央公民館 708-0882 津山市大谷600 

38 津山市 津山市勝北公民館 708-1205 津山市新野東584 

39 津山市 津山郷土博物館 708-0022 津山市山下９２

40 津山市 津山洋学資料館 708-0833 津山市西新町５

41 津山市 リージョンセンター 708-0806 津山市大田９２０

42 玉野市 渋川マリン水族館（市立玉野海洋博物館） 706-0028 玉野市渋川2丁目6番1号

43 笠岡市 笠岡市立竹喬美術館 714-0087 笠岡市六番町1-17 

44 笠岡市 笠岡市立カブトガニ博物館 714-0043 笠岡市横島1946-2 

45 笠岡市 笠岡市立図書館 714-0087 笠岡市六番町1-15

46 井原市 井原市立田中美術館 715-8601 井原市井原町315 

47 井原市 古代まほろば館（井原市文化財センター） 715-8601 井原市井原町３３３番地１

48 井原市 井原市井原図書館 715-0019 井原市井原町1260-1

49 井原市 井原市芳井図書館 714-2111 井原市芳井町吉井4058-1

50 井原市 井原市美星図書館 714-1406 井原市美星町三山1055

51 井原市 アクティブライフ井原 715-0014 井原市七日市町１２番地１

52 井原市 井原バスセンター 715-0019 井原市井原町700-1

53 高梁市 高梁中央図書館 716-0029 高梁市向町21 

54 高梁市 成羽図書館 716-0111 高梁市成羽町下原967 

55 高梁市 有漢図書室 716-1321 高梁市有漢町有漢3387 

56 高梁市 川上図書室 716-0201 高梁市川上町地頭1822 

57 高梁市 備中図書室 716-0304 高梁市備中町布賀２９-２ 

58 高梁市 高梁市成羽美術館 716-0111 高梁市成羽町下原1068-3 

59 高梁市 高梁市文化交流館 716-0043 高梁市原田北町1203-1 
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60 高梁市 高倉町生活改善センター 719-2122 高梁市高倉町田井4532-2 

61 高梁市 川面地域福祉センター 719-2121 高梁市川面町2212-1

62 高梁市 方谷の里ふれあいセンター 719-2402 高梁市中井町西方3158 

63 高梁市 落合勤労福祉会館 716-0061 高梁市落合町阿部2303-2 

64 高梁市 津川総合会館 716-0002 高梁市津川町今津1801-1


65 高梁市 巨瀬地域福祉センター 716-1311 高梁市巨瀬町4864-1 

66 高梁市 玉川総合会館 716-0052 高梁市玉川町玉1550 

67 高梁市 松原町コミュニティハウス 716-0067 高梁市松原町春木669-1 

68 高梁市 宇治総合会館 719-2232 高梁市宇治町宇治１６９０

69 新見市 新見美術館 718-0017 新見市西方361 

70 新見市 新見市立新見図書館 718-0011 新見市新見823番地1 

71 新見市 新見市立哲西図書館 719-3701 新見市哲西町矢田３６０４番地 

72 新見市 大佐総合センター図書コーナー 719-3503 新見市大佐小阪部1469番地1 

73 新見市 哲多総合センター図書コーナー 718-0303 新見市哲多町本郷664番地1 

74 新見市 神郷生涯学習センター図書コーナー 719-3611 新見市神郷下神代3936番地 

75 備前市 備前市立図書館　本館 705-0021 備前市西片上１７－２

76 備前市 備前市立図書館　日生分館 701-3204 備前市日生町日生２４１－８７

77 備前市 備前市立図書館　吉永分館 709-0224 備前市吉永町吉永中８８５

78 備前市 備前市エコハウス 705-0015 備前市畠田２０－１

79 瀬戸内市 瀬戸内市立美術館 701-4392 瀬戸内市牛窓町牛窓4911

80 瀬戸内市 備前長船刀剣博物館 701-4271 瀬戸内市長船町長船966番地

81 瀬戸内市 瀬戸内市民図書館 701-4221 瀬戸内市邑久町尾張465番地1

82 瀬戸内市 瀬戸内市牛窓図書館 701-4392 瀬戸内市牛窓町牛窓4911

83 瀬戸内市 瀬戸内市保健福祉センターゆめトピア長船 701-4264 瀬戸内市長船町土師277-4

84 赤磐市 山陽ふれあい公園（管理事務所受付付近） 709-0832 赤磐市正崎1368 

85 真庭市 北房文化センター図書室 716-1411 真庭市上水田3131

86 真庭市 落合図書室 719-3144 真庭市落合垂水628落合ショッピングセンター サンプラザ３階

87 真庭市 真庭市立久世図書館 719-3214 真庭市鍋屋１７－１

88 真庭市 真庭市立勝山図書館 717-0007 真庭市本郷1819

89 真庭市 美甘保健文化センター図書室 717-0105 真庭市美甘4134（美甘振興局　２階）

90 真庭市 湯原ふれあいセンター図書室 717-0406 真庭市豊栄１５１５

91 真庭市 真庭市立蒜山図書館 717-0505 真庭市蒜山上長田545-2

92 美作市 美作市立中央図書館 707-8501 美作市栄町３５

93 美作市 美作市立作東図書館 709-4292 美作市江見９４５

94 美作市 美作市立英田図書館 701-2604 美作市福本８０６－１

95 美作市 美作市立東粟倉図書館 707-0403 美作市東青野３９５

96 浅口市 岡山天文博物館 719-0232 浅口市鴨方町本庄3037-5 

97 浅口市 かもがた町家公園 719-0243 浅口市鴨方町鴨方240 

98 和気町 岡山県自然保護センター(センター棟受付付近) 709-0524 和気郡和気町田賀７３０

99 早島町 早島町ふれあいの森公園 701-0301 都窪郡早島町矢尾1049

100 矢掛町 矢掛町立図書館 714-1201 小田郡矢掛町矢掛2677-1 

101 矢掛町 やかげ郷土美術館 714-1201 小田郡矢掛町矢掛3118-1 

102 矢掛町 やかげ町家交流館 714-1201 小田郡矢掛町矢掛２６３９

103 矢掛町 水車の里　フルーツトピア 714-1211 小田郡矢掛町東三成3974-20

104 鏡野町 岡山県立森林公園(受付入口） 708-0601 苫田郡鏡野町上齋原332-8 

105 勝央町 勝央町役場 709-4316 勝田郡勝央町勝間田 ２０１

106 勝央町 勝央町公民館 709-4316 勝田郡勝央町勝間田 ２００－１

107 勝央町 勝央美術文学館 709-4316 勝田郡勝央町勝間田207-4 

108 勝央町 勝央町総合保健福祉センター 709-4334 勝田郡勝央町平 ２４２－１

109 勝央町 勝央図書館 709-4316 勝田郡勝央町勝間田 ２０７－４

110 奈義町 奈義町立図書館 703-1323 勝田郡奈義町豊沢441 

111 奈義町 奈義町現代美術館 708-1323 勝田郡奈義町豊沢441 

112 久米南町 久米南町図書館 709-3614 久米郡久米南町下弓削５１５-１ 

113 美咲町 美咲町立中央図書館 709-3702 久米郡中央町打穴下４４８－４

114 美咲町 美咲町立旭文化会館 709-3404 久米郡旭町西川１００１－７

115 美咲町 美咲町立柵原図書館 708-1543 久米郡柵原町書副１８０

116 美咲町 柵原鉱山資料館 708-1523 久米郡柵原町吉ヶ原３９４－２

117 吉備中央町 岡崎嘉平太記念館 716-1241 加賀郡吉備中央町吉川4860-6　


