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見どころ
主な観光スポット

①岡山後楽園と岡山城 －岡山の芸術と文化に触れる場所－
日本三名園の一つ 「岡山後楽園」は、日本庭園の集大成とし
て世界に誇る、江戸時代を代表する回遊式の庭園で、ミシュラン・
グリーンガイド・ジャポンで三つ星の評価を得ています。隣接
う じょう
する「岡山城」は、黒い外観から別名「烏 城 」とも呼ばれ、岡
山後楽園との調和は絶妙です。周辺地域には、美術館や博物館
などの文化施設が集まっており、
「岡山カルチャーゾーン」と呼
ばれています。
②倉敷美観地区 －白壁の町並み。県内一の観光地－
柳並木のある堀割に沿って軒を連ねる白壁の町並み。江戸時
代、天領として、栄えた商都の面影が今も息づいています。国
選定の重要伝統的建造物群保存地区です。
付近には、日本初の西洋近代美術館「大原美術館」、明治時代
の紡績工場を改造したレトロな雰囲気の「倉敷アイビースクエ
ア」などがあります。
ひるぜん

③国立公園 蒜山 －西日本屈指の高原リゾート－
中国山地の山すそに広がる高原リゾート。ジャージー牛が放
牧され、ヨーロッパのアルプス地方を思わせる牧歌的な風景。
夏も冬も楽しめ、ジャージー牛乳を使った乳製品も人気です。
④玉野・渋川 －美しい自然に恵まれた風光明媚な港町－
瀬戸内海沿岸に位置し、瀬戸大橋や瀬戸の多島美が一望でき
る「王子が岳」、イギリス庭園などもある桜の名所「みやま公園」、
県内最大の海水浴場「渋川海水浴場」
、
「玉野海洋博物館（渋川
マリン水族館）」などがあります。
⑤美作三湯 －あふれる名湯に、身をまかせて－
白鷺に導かれた名湯「湯郷温泉」
（美作市）
、全国露天風呂番
付西の横綱である「砂湯」が有名な「湯原温泉」
（真庭市）
、「足
踏み洗濯」と美人の湯で知られる「奥津温泉」
（鏡野町）があり
ます。

９

⑥吉備路 －古代ロマンあふれる桃太郎伝説の舞台－
古代吉備国の中心地。全国で第 4 位の規模を誇る「造山古墳」
などの巨大古墳をはじめ、本殿と拝殿が国宝の「吉備津神社」、
吉備路のシンボル「備中国分寺五重塔」
、桃太郎伝説の鬼の居城
ともいわれている「鬼ノ城」
、
「雪舟」が幼年期に修行した「井山
宝福寺」などがあります。
⑦瀬戸大橋 －瀬戸内海国立公園を渡る－
6 つの橋が連なり本州と四国を結んでおり、鉄道との併用橋で
は世界最大規模。海峡部分は 9.4km。岡山県側の海岸線にある
「鷲
羽山」山頂からは、瀬戸内海の多島美に橋がとけこんだ美しい
景観が望めます。
⑧津山城・鶴山公園 －桜と石垣の華やかなコントラスト－
1616 年完成の平山城。迷路のように複雑に入り組ませた石垣
は高さ 10m 前後もあり、遠くから見ると何層にも重なり合う雄
大さです。春は西日本有数の桜の名所として知られ、石垣をバッ
クに約千本の桜が乱れ咲く光景は圧巻です。
⑨特別史跡・旧閑谷学校 －現存する日本最古の庶民の学校－
340 年以上前（1670 年）に開校。庶民の子弟が学んだ学校と
しては、現存する日本最古の学校です。全ての屋根瓦に備前焼
を用いた講堂は、国宝に指定されています。また、2015 年に「近
世日本の教育遺産群」の一つとして日本遺産に認定されました。
⑩吹屋ふるさと村 －国の重要伝統的建造物群保存地区－
全国で唯一、ベンガラの産地として栄えた町。石州瓦で葺か
れた屋根に、ベンガラを塗り込んだ格子窓をもつ長者屋敷が山
あいの谷にこつぜんと現れ、訪れる人を驚かせます。周辺には
「坑
道跡」や映画「八つ墓村」のロケ地ともなった「広兼邸」など
があります。
⑪勝山町並み保存地区 －「美しいまちなみ大賞」受賞－
白壁の土蔵や武家屋敷、格子窓の商家などが建ち並び県内初
の「町並み保存地区」に指定されました。最近は、店のシンボ
ルなどをあしらった草木染めの「のれん」が各家の軒先を彩り、
「のれんの町」としても人気が高まっています。
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２

ユニークな観光地

①映画などのロケ地※（ ）は公開年
・
「秋津温泉」（1962）
奥津温泉
・
「砂の器」
（1974）
邑久、倉敷市
・横溝正史関係 ※横溝正史は倉敷市（旧真備町）に疎開
「八つ墓村」（1977）
広兼邸、満奇洞、
八塔寺ふるさと村、神庭の滝
「獄門島」（1977）
笠岡港、真鍋島、六島
「悪霊島」（1981）
下津井港、鷲羽山、笠岡市
・
「瀬戸内少年野球団」
（1984） 真鍋島、犬島
・
「黒い雨」
（1989）
八塔寺
・
「男はつらいよ」シリーズ
「寅次郎恋歌（第 8 作）」
（1971）
高梁市
「口笛を吹く寅次郎（第 32 作）
」（1983） 高梁市
「寅次郎紅の花（最終作）」（1995）
津山市、勝山
・
「あぐり」（1997）
鶴山公園、津山市
・
「カンゾー先生」（1998）玉野市、建部、牛窓
・「武蔵 MUSASHI」
（2003）真庭市、井原市、新見市、岡山市
・
「あずみ 2」（2005）
中世夢が原
・
「鉄人 28 号」（2005） 犬島
・
「花より男子」（2005） 岡南飛行場
・
「ALWAYS 三丁目の夕日」（2005）西大寺、玉島、藤戸、久世
・
「ALWAYS 続・三丁目の夕日」
（2007）
久世
・
「ALWAYS 三丁目の夕日 ‘64」（2012）
西大寺
・
「県庁の星」（2006）
高梁市
・
「バッテリー」（2007） 美作市、高梁市、新見市、備前市、
津山市、真庭市、岡山市、倉敷市、
奈義町、西粟倉村
・
「釣りバカ日誌 18 ハマちゃんスーさん瀬戸の約束」（2007）
倉敷市、笠岡市、瀬戸内市、
鏡野町、岡山市、高梁市
・「DIVE ！！ダイブ」（2008）児島、岡山市
・
「アキレスと亀」（2008）美咲町
・
「天地人」（2009）
岡山城・岡山後楽園
・
「八日目の蝉」（2011） 岡山市
・
「るろうに剣心」（2012）倉敷市
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・「とんび」（2013）
岡山市、倉敷市、瀬戸内市、笠岡市
・「魔女の宅急便」（2014）岡山市、瀬戸内市
・「マッサン」（2014）
倉敷市
・「軍師官兵衛」（2014） 高松城跡、岡山市
・「でーれーガールズ」（2015）岡山市、倉敷市
・「天皇の料理番」（2015）倉敷市
・「種まく旅人」（2015） 赤磐市、岡山市
・「真田丸」（2016）
備中松山城
・「君と 100 回目の恋」（2016）瀬戸内市、岡山市
・「桃とキジ」（2017）
岡山市、倉敷市
・「ひるね姫（アニメ作品）」（2017） 倉敷市
②百選に選定されている所
・さくらの名所 100 選
・森林浴の森 100 選
・水源の森百選

津山城（鶴山公園）（津山市）
岡山県立森林公園（鏡野町）
若杉天然林（西粟倉村）
岡山県立森林公園（鏡野町）

毛無山ブナ林（新庄村）
・残したい日本の音風景 100 選
諏訪洞・備中川のせせらぎと水車（真庭市）
新庄宿の小川（新庄村）
・かおり風景 100 選
吉備丘陵の白桃（岡山市、倉敷市、赤磐市）
毛無山ブナとカタクリの花（新庄村）
・日本の白砂青松 100 選 渋川海岸（玉野市）
・日本の滝百選
神庭の滝（真庭市）
・日本の都市公園 100 選 岡山後楽園（岡山市）
・日本の歴史公園 100 選 岡山後楽園及び烏城公園（岡山市）
高松城址公園（岡山市）
吉備真備公園（矢掛町）
鶴山公園（津山市）
かもがた町家公園（浅口市）
・日本の渚百選
沙美海岸（倉敷市）
渋川海岸（玉野市）
・快水浴場百選
渋川海水浴場（玉野市）
・21 世紀に残したい日本の自然 100 選
百間川（岡山市）臥牛山（高梁市）
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・日本の道 100 選

本町楢井線・下町薬師院線（高梁市）
吉備路自転車道（岡山市～総社市）
・ふるさといきものの里 100 選
ほくぼうホタルの里（真庭市）
・名水百選
塩釜の冷泉（真庭市）
雄町の冷泉（岡山市）
岩井（鏡野町）
・平成の名水百選
夏日の極上水（新見市）
・日本 100 名城
津山城（津山市）備中松山城（高梁市）
鬼ノ城（総社市）岡山城（岡山市）
・ため池百選
神之渕池（久米南町）
鯉ヶ窪池（新見市）
・未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選
大多府漁港元禄防波堤（備前市）
むかし下津井回船問屋（倉敷市）
・日本の棚田百選
北庄・上籾（久米南町）
小山・大垪和西（美咲町）
・死ぬまでに行きたい世界の絶景日本編
天王八幡神社のキンボタル（新見市）
奈義町現代美術館展示室「太陽」
（奈義町）

③町並み保存地区
・勝山地区 （真庭市）
・下津井地区（倉敷市）
・古町地区 （美作市）
・城東地区 （津山市）
・足守地区 （岡山市）
・新庄地区 （新庄村）
・玉島地区 （倉敷市）
・矢掛地区 （矢掛町）
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④ふるさと村
・八塔寺ふるさと村 （備前市）
・越畑ふるさと村
（鏡野町）
・大高下ふるさと村 （津山市）
・石火矢町ふるさと村（高梁市）
・吹屋ふるさと村
（高梁市）
・真鍋島ふるさと村 （笠岡市）
・円城ふるさと村
（吉備中央町）

３

もっとある！観光スポット

①岡山・東備地域
いんべ

・備前市伊部 －備前焼のふるさと－
日本六古窯の一つで千年の伝統を誇る「備前焼」。作家や窯
元の店が並び、窯の煙突がいたるところに見られます。伊部
駅前の「備前市立備前焼ミュージアム」では、備前焼の歴史
や人間国宝の作品を紹介しています。
・牛窓 －日本のエーゲ海－
古くから栄えた内海の風待ち、潮待ちの港。国内有数のオ
リーブの生産地で、今では日本のエーゲ海ともいわれ、マリ
ンリゾートとして注目されています。
ひ なせ

・日生・日生諸島 －カキオコが有名－
古くからの漁師町。日生港近くの「五味の市」では、朝と
れたばかりの新鮮な魚が並びます。日生諸島では海水浴、ミ
カン狩り、釣りなどが楽しめ、日生港から船が出ています。
・犬島 －美しき煙突・近代化産業遺産の島－
岡山市の宝伝沖に浮かぶ大小 7 つの島の総称。大煙突など
の銅精錬所の工場跡が独自の産業景観を形成し、この遺構を
生かして設計された美術館「犬島精錬所美術館」があります。
「近代化産業遺産群 33」に認定されています。
・備前おさふね刀剣の里 －刀が魅せる伝統の技術－
瀬戸内市長船町は「備前刀」のふるさと。全国でも珍しい
日本刀の博物館「備前長船刀剣博物館」があり、実際の刀作
りの工程を見ることもできます。近くには、福岡県福岡市の
地名のルーツともいわている「福岡の市」の史跡もあります。
・岡山市サウスヴィレッジ（体験できる農業公園）（岡山市南区片岡）
南欧風の建物が並ぶ園内には、高さ 42 ｍの展望塔や芝生広
場、遊具などがあります。農産物直売所「ロードサイドマーケッ
ト」には、新鮮な地元の農産物が並びます。
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②倉敷・井笠地域
・由加神社 －日本三大権現の一つであり、厄よけの総本山－
由加山にあり、由加大権現として江戸時代から信仰を集め
てきました。四国のこんぴらさんとの「両参り」が有名。
境内には備前焼で造られたものとしては日本一の大鳥居があ
ります。
・円通寺（倉敷市玉島） －良寛さんも愛した寺－
奈良時代に僧・行基が創建したと伝えられる古刹。良寛さ
んが修業した寺として有名で、庭園は老松・古杉がうっそう
と茂る自然庭園の趣をなし、瀬戸内海の景観を一望できます。
近隣には「沙美海水浴場」があります。
・笠岡諸島
大小 30 余の島々があり、それぞれに個性をもっています。
花こう岩の採掘で有名な「北木島」
、一年を通じて花栽培が行
われている「真鍋島」、
「白石踊」や美しい砂浜の広がる海水
浴場で有名な「白石島」などがあります。
でんちゅう

・田 中 美術館（井原市） －日本近代彫刻の巨匠－
ひらくし でん ちゅう

井原市出身の近代彫刻の巨匠「平 櫛田 中 」の作品を一堂に
集めた美術館です。また市内には、
健康祈願の珍しい名称の
「嫁
いらず観音」があり、参拝客でにぎわっています。
・中世夢が原（井原市美星町）
鎌倉～室町時代のムラの様子を再現。農家、道路などが厳
密な歴史考証に基づいてつくられています。隣接する美星天
文台では、プロの指導の下、天体観測が楽しめます。
③高梁・新見地域
・備中松山城（高梁市） －天守が現存する山城では日本一高い－
随所に見られる防御の工夫が戦国時代をしのばせる山城。
高梁市街地には、城下町のたたずまいが残され、武家屋敷が
残存する「石火矢町ふるさと村」
、小堀遠州の作といわれる「頼
久寺庭園」も人気観光スポットです。
・弥高山（高梁市川上町） －雲海の人気スポット－
美しい雲海が見える人気スポット。標高 654m の山頂から
は 360 度の大パノラマが展望できます。高梁市川上町にはユ
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ニークな、漫画をテーマとした「吉備川上ふれあい漫画美術館」
もあります。
・井倉洞（新見市） －日本三大鍾乳洞のひとつ－
清流高梁川に面した断崖絶壁に開いた鍾乳洞。付近は秋の
紅葉も見事です。
ま き
かな ち あな
このほか近くには「満奇洞」「備中鐘乳穴」があります。
④美作（真庭・津山・勝英）地域
かん ば

ばく

・神庭の滝（真庭市） －西日本一の名瀑－
国指定名勝に選ばれている西日本一の名瀑。滝までの渓流
沿いの景色も美しく、特に紅葉期には多数の観光客が訪れま
す。周辺には野猿が群生しています。
・恩原高原（鏡野町） －夏はキャンプ、冬はスキーのリゾート地－
「恩原湖」と美しい高原に恵まれ、
「恩原高原オートキャン
プ場」は 4 つ星の評価。県内最大の「恩原高原スキー場」や
コテージハウスなどもあり一年中自然を楽しめる観光地です。
・まきばの館（美咲町）
県の畜産研究所内にあるレジャーゾーン。初夏には 6 千株
のラベンダーが咲くハーブガーデンがあります。レストラン
では、バーベキュー料理などが楽しめます。
・おかやまファーマーズ・マーケット ノースヴィレッジ
（体験できる農業公園）（勝央町）
広大な自然を生かした緑の敷地に、大きなアスレチック施
設、広い芝生広場のプレイフィールドがあり、いちご狩りな
どの農業体験やアイスクリーム・バター・クラフト体験がで
きます。
・奈義町現代美術館
現代アートと建物、風景が一体化した新しいタイプの美術
館は、
「死ぬまでに行きたい世界の絶景」にも選ばれています。
独特で、印象的な空間を生み出しています。
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