
（別紙１）

市町村 施設名 住所

1 岡山市 岡山県庁県民室 岡山市北区内山下2-4-6 

2 岡山市 岡山県立図書館 岡山市北区丸の内2-6-30

3 岡山市 岡山県立博物館 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） 岡山市北区天神町8-54 

5 岡山市 犬養木堂記念館 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） 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） 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） 岡山市北区後楽園1-5 

9 岡山市 岡山県総合グラウンド（体育館受付窓口横スペース） 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 岡山市北区西花尻1325-3

11 岡山市 岡山市立中央図書館 岡山市北区二日市町56 

12 岡山市 岡山市立幸町図書館 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 岡山市南区浦安南町493-2 

14 岡山市 岡山市立建部町図書館 岡山市北区建部町福渡830-1 

15 岡山市 岡山市立御津図書館 岡山市北区御津宇垣1629 

16 岡山市 岡山市立瀬戸町図書館 岡山市東区瀬戸町下188-2 

17 岡山市 岡山市立灘崎図書館 岡山市南区片岡186 

18 岡山市 西大寺緑花公園　緑の図書館 岡山市東区西大寺南1丁目2-3 

19 岡山市 岡山市立オリエント美術館 岡山市北区天神町9-31 

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

21 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) 倉敷市中庄3250-1 

22 倉敷市 倉敷市立中央図書館 倉敷市中央2-6-1 

23 倉敷市 倉敷市立水島図書館 倉敷市水島青葉町4-40 

24 倉敷市 倉敷市立児島図書館 倉敷市児島味野2-2-37 

25 倉敷市 倉敷市立玉島図書館 倉敷市玉島1-2-37 

26 倉敷市 倉敷市立船穂図書館 倉敷市船穂町船穂1702-1 

27 倉敷市 倉敷市立真備図書館 倉敷市真備町箭田47-1 

28 倉敷市 ライフパーク倉敷図書室 倉敷市福田町古新田940 

29 倉敷市 倉敷市立美術館 倉敷市中央2-6-1 

30 倉敷市 倉敷市立自然史博物館 倉敷市中央2-6-1 

31 倉敷市 環境学習センターエコライブラリー 倉敷市水島東千鳥町1-50

32 倉敷市 環境交流スクエア 倉敷市水島東千鳥町1-50

33 倉敷市 玉島市民交流センター 倉敷市玉島阿賀崎1-10-1

34 倉敷市 児島市民交流センター 倉敷市児島味野2-2-38

35 倉敷市 倉敷市立埋蔵文化財センター 倉敷市福田町古新田940

36 津山市 津山市中央公民館 津山市大谷600 

37 津山市 津山市勝北公民館 津山市新野東584 

38 津山市 津山郷土博物館 津山市山下92

39 津山市 津山洋学資料館 津山市西新町5

40 津山市 リージョンセンター 津山市大田920
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41 玉野市 渋川マリン水族館（市立玉野海洋博物館） 玉野市渋川2丁目6番1号

42 笠岡市 笠岡市立竹喬美術館 笠岡市六番町1-17 

43 笠岡市 笠岡市立カブトガニ博物館 笠岡市横島1946-2 

44 笠岡市 笠岡市立図書館 笠岡市六番町1-15

45 井原市 井原市立田中美術館 井原市井原町315 

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

47 井原市 井原市井原図書館 井原市井原町1260-1

48 井原市 井原市芳井図書館 井原市芳井町吉井4058-1

49 井原市 井原市美星図書館 井原市美星町三山1055番地　井原市美星支所３階

50 井原市 アクティブライフ井原 井原市七日市町12番地1

51 井原市 井原バスセンター 井原市井原町700-1

52 井原市 井原保健センター 井原市上出部町658番地2

53 井原市 井原駅 井原市七日市町944番地5

54 高梁市 成羽図書館 高梁市成羽町下原967 

55 高梁市 有漢図書室 高梁市有漢町有漢3387 

56 高梁市 川上図書室 高梁市川上町地頭1822 

57 高梁市 備中図書室 高梁市備中町布賀29-2 

58 高梁市 高梁市成羽美術館 高梁市成羽町下原1068-3 

59 高梁市 高梁市文化交流館 高梁市原田北町1203-1 

60 高梁市 高倉町生活改善センター 高梁市高倉町田井4532-2 

61 高梁市 川面地域福祉センター 高梁市川面町2212-1

62 高梁市 方谷の里ふれあいセンター 高梁市中井町西方3158 

63 高梁市 落合勤労福祉会館 高梁市落合町阿部2303-2 

64 高梁市 津川総合会館 高梁市津川町今津1801-1

65 高梁市 玉川総合会館 高梁市玉川町玉1550 

66 高梁市 松原町コミュニティハウス 高梁市松原町春木669-1 

67 新見市 新見美術館 新見市西方361 

68 新見市 新見市立中央図書館 新見市新見123番地2 

69 新見市 新見市立哲西図書館 新見市哲西町矢田3604番地 

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

71 新見市 哲多総合センター図書コーナー 新見市哲多町本郷664番地1 

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

73 備前市 備前市立図書館　本館 備前市西片上17-2

74 備前市 備前市立図書館　日生分館 備前市日生町日生241-87

75 備前市 備前市立図書館　吉永分館 備前市吉永町吉永三股19

76 備前市 備前市エコハウス 備前市畠田20-1

77 瀬戸内市 瀬戸内市立美術館
瀬戸内市牛窓町牛窓4911
（瀬戸内市役所牛窓庁舎3・4階）

78 瀬戸内市 備前長船刀剣博物館 瀬戸内市長船町長船966番地

79 瀬戸内市 瀬戸内市民図書館 瀬戸内市邑久町尾張465番地1

80 瀬戸内市 瀬戸内市牛窓図書館
瀬戸内市牛窓町牛窓4911
（瀬戸内市役所牛窓庁舎2階）
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81 瀬戸内市 瀬戸内市保健福祉センターゆめトピア長船 瀬戸内市長船町土師277-4

82 赤磐市 山陽ふれあい公園 赤磐市正崎1368 

83 真庭市 真庭市立北房図書館 真庭市上水田3131

84 真庭市 真庭市立落合図書館 真庭市落合垂水618

85 真庭市 真庭市立久世図書館 真庭市鍋屋17-1

86 真庭市 真庭市立勝山図書館 真庭市本郷1819

87 真庭市 真庭市立美甘図書館 真庭市美甘4134（美甘振興局2階）

88 真庭市 真庭市立湯原図書館 真庭市豊栄1515

89 真庭市 真庭市立蒜山図書館 真庭市蒜山上長田545-2

90 真庭市 津黒いきものふれあいの里 真庭市蒜山下和1077

91 真庭市 クリエイト菅谷 真庭市美甘1050-2

92 真庭市 高仙の里　よの 真庭市余野下465

93 美作市 美作市立中央図書館 美作市栄町35

94 美作市 美作市立作東図書館 美作市江見945

95 美作市 美作市立英田図書館 美作市福本806-1

96 美作市 美作市立東粟倉図書館 美作市東青野395

97 浅口市 岡山天文博物館 浅口市鴨方町本庄3037-5 

98 浅口市 かもがた町家公園 浅口市鴨方町鴨方240 

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

100 和気町 和気町立図書館 和気町尺所２－７

101 和気町 和気町立佐伯図書館 和気町父井原４３０－１

102 早島町 早島町立図書館 都窪郡早島町前潟370-1

103 矢掛町 矢掛町立図書館 小田郡矢掛町矢掛2677-1 

104 矢掛町 やかげ郷土美術館 小田郡矢掛町矢掛3118-1 

105 矢掛町 やかげ町家交流館 小田郡矢掛町矢掛2639

106 矢掛町 水車の里　フルーツトピア 小田郡矢掛町東三成3974-20

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

108 勝央町 勝央町役場 勝田郡勝央町勝間田201

109 勝央町 勝央町公民館 勝田郡勝央町勝間田200-1

110 勝央町 勝央美術文学館 勝田郡勝央町勝間田207-4 

111 勝央町 勝央町総合保健福祉センター 勝田郡勝央町平242-1

112 勝央町 勝央図書館 勝田郡勝央町勝間田207-4 

113 久米南町 久米南町図書館 久米郡久米南町下弓削515-1 

114 美咲町 美咲町立中央図書館 久米郡中央町打穴下448-4

115 美咲町 美咲町立旭文化会館 久米郡旭町西川1001-7

116 美咲町 美咲町立柵原図書館 久米郡柵原町書副180

117 美咲町 柵原鉱山資料館 久米郡柵原町吉ヶ原394-2

118 吉備中央町 岡崎嘉平太記念館 加賀郡吉備中央町吉川4860-6　


