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About Akaiwa City

赤 磐 市の沿 革
赤磐市マスコット
キャラクター
あかいわモモちゃん

赤磐市は、平成17年３月７日、赤磐郡内の山陽町、赤坂町、熊山
町及び吉井町が合併して誕生しました。
東部に吉井川が流れ、中央から南部の平野には市街地と
田園地帯が広がり、北部から東部にかけては丘陵地となって
いて、豊かな自然と文化遺産に恵まれた地域です。
温暖な気候と肥沃な土地を活用して、桃・ぶど
う・米など、品質の高い多様な農作物が生産さ
れています。
また、南西部の山陽インターチェンジをは
じめとして広域交通の利便性が高いことか
ら、多くの企業が立地しています。生活環境の
整った大規模な住宅団地も広がり、子育て施設
や文化交流施設、商業施設なども充実しています。

フォレストパークドイツの森
クローネンベルク

The modern city of Akaiwa was formed on March 7, 2005
through the merger of four towns in the Akaiwa district.
With a mild climate and fertile soil, Akaiwa is known for highquality agricultural products including peaches, grapes
and rice. It is home to many businesses which take
advantage of the excellent transportation links. There
are large and expanding residential complexes, and a
full complement of childcare, educational, cultural
and commercial facilities to serve the population.
鳥取上高塚古墳

赤磐市へのアクセス
〈車でのアクセス〉
岡山桃太郎空港から車で30分。
岡山駅から車で30分。
山陽自動車道山陽I.Cを出て、すぐの信号を左折。
北へ２㎞進み、
３つ目の信号を（下市交差点）で右折。
約200mで左に市役所。
〈公共交通機関でのアクセス〉
山陽新幹線岡山駅下車、バスまたはタクシーで約40分。
JR山陽本線瀬戸駅下車、バスまたはタクシーで約10分。

山陽地域

熊山地域

KUMAYAMA AREA

赤磐市の南西部に位置します。地域内には両宮山古墳（国
指定）、備前国分寺跡（国指定）等の史跡が残されています。
山陽自動車道の山陽インターチェンジがあり、人と物が交流
する拠点となっています。熊山地域にかけて開発された大規模
な住宅団地は、県庁所在地である岡山市の通勤圏内であるこ
とから、人気の住宅地です。

赤磐市の東部に位置します。地域内には熊山遺跡（国指
定）
などの史跡が存在します。
フィールドホッケーの全国大会、オリンピック代表チームの
事前キャンプが行われた運動公園があります。また、市内で最
も広い面積を持つ工業団地があり、
７社７工場が操業してい
ます。

In southwestern Akaiwa. Several historic sites including the
Ryoguzan Burial Mound（a national historic site）. A highway
interchange is a hub for people and logistics. Growing residential
complexes, within commuting distance to the urban area.

In eastern Akaiwa. The Kumayama Remains （a national
historic site） and other remains. This area has an
international-standard hockey arena and the cityʼs largest
industrial park.

赤坂地域
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SANYO AREA

AKASAKA AREA

吉井地域

YOSHII AREA

赤磐市の中央部に位置します。地域内には大型の横穴式
石室を持つ鳥取上高塚古墳があります。
日本で唯一の洋梨「パスクラサン」の生産地であり、ぶどう
や地酒など、豊かな実りが広がります。

赤磐市の北部に位置します。シャインマスカットや黄ニラ、
ご
ぼうの産地として有名で、都市部からの移住も多い地域です。
地域内には、地質学的に貴重な地層が存在し、吉備高原
が非常に安定している地盤である学術的根拠として学会で注
目されています。

In central Akaiwa. Many ancient tomb mounds, including the
Tottori Kamitakatsuka Burial Mound, and rich natural bounties
of grapes and sake.

In northern Akaiwa. Well known for Shine Muscat grapes,
yellow chives, and burdock. The land includes strata of
interest to geological researchers.

史跡・文化財
Historic Sites & Cultural Properties

古来より受け継がれてきた
豊かな文化・景観を、
次の世代へしっかりと伝えたい。

備前国分寺跡（国指定史跡）

Bizen Kokubun-ji Temple Remains（National Historic Site）

岩神のゆるぎ岩

Iwagami Rocking Stone

奈良時代、聖武天皇の勅願に
よって建立された官寺。主要
な建物は平安時代末頃に失
われ、その後再建された建物
も安土桃山時代に焼失したと
されます。発 掘 調 査で南 門、
中門、金堂、講堂、僧房、塔な
ど主要な建物の跡が確認され、1975年に国の史跡に。現在は、
鎌倉時代の石造七重層塔が残り、基壇整備が進んでいます。

岩神神社は、拝殿奥に祀られ
る巨石群を御神体として、大
国 主 命を祭 神としています 。
約５mの船岩が４mの台石の
上にわずかな支点で支えられ
シーソーのように動くことから、
ゆるぎ岩と呼ばれています 。
脳の病に霊験があるとされ、岡山藩主が参詣し黄金の刀を奉
納した逸話や天狗が船岩を乗せなおした伝承があります。

The site of a temple founded by an emperor in the Nara
Period（8th century AD）. Most buildings are gone, though a
seven-story stone pagoda from the Kamakura period（11851333）remains.

An object of veneration at Iwagami Shrine, the ﬁve by fourmeter stone rocks like a seesaw.

両宮山古墳（国指定史跡）

Ryoguzan Burial Mound（National Historic Site）
水を湛えた美しい内濠を持つ
ことで知られる両宮山古墳は
墳長206mの前方後円墳で５
世 紀 後 半の築 造と推 定され
る国 指 定 史 跡です 。造 山 古
墳、作山古墳に続いて造られ
た吉備三大古墳のひとつであ
り、その大きさも２古墳に続きます。平成14〜16年
度の調査によって、二重の周濠が廻っていることが
わかりました。外濠を含めた総長は349mにおよび、
５世紀後半の吉備の首長の古墳にふさわしい規
模と格式を備えた古墳です。
しかし、
これまでの発
掘調査では、埴輪や葺石などが発見されていませ
ん。両宮山古墳が造られた５世紀後半においては
埴輪や葺石を設置することは古墳築造の最終段
階の葬送儀礼の一部であり、首長の権威を示すものでした。
両宮山古墳は何らかの特殊な事情により、通常の葬送儀礼が
行われなかったのかもしれません。今後の発掘調査、研究によ
り、両宮山古墳のもつ謎が少しずつ明かされていくことでしょ
う。平成30年５月24日に認定された日本遺産“「 桃太郎伝説」
の生まれたまち おかやま〜古代吉備の遺産が誘う鬼退治の
物語〜”のストーリーの構成文化財の一つになっています。
One of the three largest tomb mounds in Okayama Prefecture,
from the later 5th century AD. Recognized by Japan Heritage
as part of a series of built cultural properties.

熊山遺跡（国指定史跡）

Kumayama Remains（National Historic Site）

古代から聖なる山とされる「熊
山」一帯には、33基もの石積
遺構が点在しています。中で
も標高508mの山頂近くにある
最大の遺構は熊山遺跡と呼
ばれ、国史跡に指定されてい
ます。岩盤を取り入れた基壇
上に方形三段の石積が築成され、二段目の各面には龕（がん）
が、頂部には深さ２mの竪穴が設けられています。出土品から、
奈良時代の仏塔と考えられています。
また、熊山には大国主命
を祭神とした熊山神社があり、中世には「帝釈山霊山寺」の山
上伽藍が威容を誇っていました。熊山神社から熊山遺跡へ向
かう小道沿いには、樹齢700年ともいわれる天然杉の巨木が２
本そびえ立ち、信仰の対象であったことが偲ばれます。
Near the top of Mt. Kumayama, believed to be the site of a stone
Buddhist monument of the Nara period（8th century AD）
.

吉井郷土資料館（登録有形文化財〈建造物〉）

Yoshii Local Museum（Registered Tangible Cultural Property, Building）
昭 和２年に建 築された旧 仁
堀尋常高等小学校の本館を
縮小移転改築したもので、昭
和 初 期のモダンな洋 風 建 築
です 。郷 土の文 化 財や民 俗
資料を展示しています。
The modern-style building is from the early Showa years（late
1920s）. Exhibits on local history and popular culture.
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教育・文化
Education & Culture

教育環境やスポーツ施設の
整備を推進し、心身ともに豊かさを
実感できるまちに。

学校教育の充実

赤磐市立中央図書館

Fine Public Schools

Akaiwa Municipal Library

様々な個性、価値観、家庭環境に合わせた多様で主体的な
学びを保障します。そのために子どもたちが将来のビジョンを
自ら見つける力や社会で生き抜く力を育てる学校環境づくりを
目指して、ICTの活用や地域・外部組織との連携、授業改善
に取り組んでいます。
Dedicated to personalized learning, with carefully designed
school environments.

平成20年６月６日、市役所の
一角から新築移転しました。
蔵 書は約 2 1 万 冊で、市 民１
人あたりの年間貸出冊数は
県内15市で最多です。開放
的でゆったりした開架スペー
スとやわらかな自然採光が差
し込む空間で、
ゆっくりと本と出会い、読書を楽しむことができま
す。読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受
賞するなど、本との出会いを演出するイベントが充実し、近隣市
町との広域利用などの新しいサービスにも取り組んでいます。
A collection of about 210,000 books in a bright and spacious
facility.

▲ICT機器の整備 ： コンピュータ
や情報通信ネットワーク環境を整
備をして、プログラミング教育や情
報活用能力の育成をしています。

▲国際理解教育の充実 ： 市内小
中 学 校 に 外 国 語 指 導 助 手 （ A LT ）
を 配 置 し 、 英 語 力 向 上 を 図 って い
ます。

山陽ふれあい公園
Sanyo Fureai Park

多目的 広 場 、冒 険 の 森 、屋
内温水プール、
テニスコート、
体 育 館などを整 備 。幼 児 か
ら高 齢 者まで幅 広い利 用を
想定した17.8haのレクリエー
ション施設です。
Heated swimming pool, tennis courts, gymnasium and other
facilities.

赤磐市グラウンド・ゴルフ場
Akaiwa Ground Golf Course
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●ブックスタート事業

赤ちゃんと本の出会いを応援するため、毎月１回の乳児健診
では、図書館の職員から赤ちゃんと保護者へ絵本を開く楽しさ
を伝えながら、絵本２冊をプレゼントしています。

吉井B&G海洋センター

Yoshii B&G Community Sports Center
アリーナ、
トレーニングルー
ム、温水プールなどが設けら
れ、年 間を通じてどなたでも
気楽に利用できます。
An arena, training rooms,
heated swimming pool and
other facilities.

赤磐市熊山運動公園
Kumayama Sports Park

芝２コース（ 認 定 ）、
クレー２
コースの 常 設コースで す 。
芝、
クレーとも手 入れの行き
届いたフラットなコースで、市
内外からもたくさんの人に親
しまれる施設として利用され
ています。

多目的広場（人工芝）、野球
場 、テニスコート
（５面 ）など
を整 備 。特 に、多目的 広 場
は、フィールドホッケーの 国
際規格を満たす充実した設
備で、サッカーやフットサルで
も活用されています。

Grass and clay courses.

Multipurpose area（artiﬁcial grass）, baseball ﬁeld, ﬁve tennis
courts and other facilities.

子育て・健康・福祉
Childcare & Health, Social Services

子育て環境の整備や医療、福祉の
充実に努め、市民一人ひとりが
健やかで安心して暮らせるまちに。

●子育て支援
「 子 育 て す る な ら 赤 磐 市 」 を ス ロ ー ガ ン に、 子 ど も
たちの笑顔あふれるまちづくりを目指して、妊娠期
から子育て期まで切れ目なく、様々な施策で子育て
世代を支えます。
Childcare Support : Various policies for support of the childrearing generation.

●健康増進
地域で支え合い、健やかに暮らせるまちづくりを目
指し、各種がん検診、健康教育、相談などを行って
います。
Health Enhancement : Various health checkups available to
support healthy lifestyles.

●医療・福祉
高齢者にとっては、健康で生きがいを持って社会に
参画できるまち、支援や介護が必要となっても住み
慣 れ た 地 域 で 安 心 して 暮 らせ る ま ち であ り つ づ け
るために、関係機関と連携を図りながら、環境整備
に取り組んでいます。
Medical and Social Services : Health monitoring, home nursing,
and social support services for the elderly.

いきいき百歳体操

Gymnastics for a Long Active Life

介護予防を目的として、地区内の身近な場所を会場として、毎
週１回高齢者が集まり、
レクリエーションなどの活動もあわせて
実施しています。
Gymnastics in neighborhood locations, with the goal of reducing
home care needs.

赤坂ひまわりこども園

Akasaka Himawari Childcare Center
市 内 初の公 立 保 育 所 型 認
定こども園として平 成 2 9 年
10月に開園しました。在園中
に家 庭や職 場の事 情による
保育園部と幼稚園部の間の
転籍もできます。
A single facility for a variety of needs including kindergarten
and preschool classes.

りんくステーション（子ども・障がい者相談支援センター）
Link Station（Resources for Child and Disability Care）

子育てや障がいに関する悩みを総合的に相談できる窓口とし
て、平成29年４月に設置しました。障がいのあるなしに関わら
ず、
ちょっとした子育ての不安や悩み、障がいに関する様々な
相談に応じます。
Advisory services related to the care of children and persons
with disabilities.

複合型介護福祉施設 （あかいわハートフル太陽）
Combined Care Facility �Akaiwa Heartful Taiyo�
高齢者の地域における自立
した生活を支援するため、市
内初の公設民営型施設とし
て平成31年４月に開設されま
した。小 規 模 多 機 能 型 居 宅
介護、サービス付き高齢者向
け 住 宅 、グループホームな
ど、様々なニーズにあわせたサービスを提供しています。
Serving a wide range of personal caregiving needs.

診療所（熊山・佐伯北・是里）

Medical Clinics（Kumayama, Saeki Kita, and Koresato)
医療、福祉、保健の連携を図
り、地域包括医療の拠点とし
て、市民の健康を守ります。

熊山診療所

A base of regional comprehensive medical care that coordinates medical, welfare,
and health.
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産業・観光
Industry & Tourism

温暖な気候と豊かな風土に
恵まれた赤磐市の魅力を
もっと沢山の人に伝えたい。

赤磐市の特産物

吉井竜天オートキャンプ場

Akaiwa Specialty Products

Yoshii Ryuten Auto Camping Ground

温暖な気候と豊かな風土に恵まれた赤磐市。白桃の発祥の
地でもあります。桃をはじめ、ぶどう、梨、柿、いちごなどの果物
や稲や黒大豆、黄ニラなど、高い品質の多様な農作物が生産
されています。
Akaiwa is blessed with a warm climate and fertile land. There
are many high-quality farm products including peaches, grapes
and other fruit, as well as rice, black soybeans and yellow chives.

広 いサイトと充 実した 設 備
があり、アウトドア派に人 気
のスポット。コテージもあり、
デイキャンプから手軽に楽し
めます 。高 台にあり、満 天の
星空や晴れた日の眺望は格
別です。
Cottages also available. Popular with day users.

熊山英国庭園

Kumayama English Garden
▲白桃 ： ６月下旬から８月下旬に
かけて、「白鳳」「清水白桃」「おかや
ま夢白桃」「白麗」「白皇」といった
多くの品種の桃が次々と出荷され、
高い人気を集めています。８月下旬
から９月中旬に出荷される「黄金
桃」にも根強い人気があります。

▲ぶどう ： 皮ごと食べられる種な
しの「シャインマスカット」が大人
気です。大粒で甘い「ニューピオー
ネ」や「オーロラブラック」も種なし
で食べやすく贈答品としても人気
があります。

イングリッシュローズやオール
ドローズなど約800本のバラ
やハーブなどが迎えてくれる
本 格 的な庭 園 。約 7 , 9 0 0㎡
の広大な園内には四季折々
の花々が咲き誇ります。園内
で はイベントやアロマ テラ
ピーなど、様々な癒しも体 験
できます。
Some 800 rose bushes and many other seasonal flowers.

吉井城山公園
▲特産米 ： 「赤磐産朝日」はコシ
ヒカリやあきたこまちの祖先にあ
たる米。粘りや硬さなど、品質・食
味ともに優れています。「赤磐産雄
町」はお酒造りに適した高級品種
です。

▲地酒 ： 平成25年12月に、「おい
しい赤磐の地酒」を多くの人に知っ
てもらいたい！と、「赤磐市の地酒
で乾杯を促進する条例」が定めら
れました。

赤磐市就農等支援センター
Akaiwa Farm Support Center
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戦 国 時 代 の 茶 臼 山 城 跡に
城 型 展 望 台 が 造られ てお
り、春には約300本の桜が展
望台周辺を彩ります。
４月上
旬には「城山公園まつり」が
開催され、たくさんの人で賑
わいます。
A castle-style overlook point built on the sight of a medieval
castle, with many blossoming cherry trees.

強い農 業の確 立に向け、担
い手の確 保と育 成に取り組
んでいます。スマート農 業な
ど 先 進 的な取り組 みも進め
ています。
Initiatives include fostering
and training successors, and
application of robot technology.

Yoshii-Shiroyama Park

自動運転実証実験

都市整備
Community Development

市民生活や地域経済に欠かせない
環境整備に努め、誰もが安心・安全で
快適に暮らすことのできるまちに。

赤磐市環境センター（エコプラザあかいわ）

地域防災力の強化

Akaiwa Environment Center（Eco Plaza Akaiwa）

Disaster Preparation

局 地 的な集 中 豪 雨などの 気 象 の 変 化により、災 害 が 多 様
化、激甚化していることに加え、南海トラフ地震などの大規模
災 害の発 生が危 惧されるなか、自らを守り、地 域で助け合う
「自助」と「共助」による防災・減災の取り組みを推進すること
で、地域防災力の強化を図っています。
Training the public for personal safety and mutual assistance
in case of disaster.

▲総合防災訓練 ： 防災・減災意識
の向上や、防災関係機関の連携強
化を目的に、総合的な防災訓練を
実施しています。

平成26年3月に竣工し、赤磐市全域の家庭ごみ等を処理して
います。可燃ごみを安全に焼却するとともに、資源化物を効率
的に回収する設備や環境学習用のスペースも充実していま
す。周辺環境へ最大限の配慮をするため、環境基準値を十
分達成する能力で設計するとともに、排出ガス中の有害物質
の濃度を表示する電光掲示板を設置しています。
The disposal center processes city-wide household garbage.

▲消防指令センター ： 通信指令
センターでは、24時間体制で市民
からの119番通報に対応し、安心、
安全を守っています。

地域交通の維持確保
Road Maintenance

日常の移動手段を確保することは、外出機会増加による健康
増 進やまちのにぎわい創出につながっていきます。将 来にわ
たって利用される公共交通を維持するため、持続可能な仕組
づくりに努めています。
Ongoing projects to build and maintain sustainable traffic
routes.

▲施設内には、リユース品の提供を行う「リサイクルプラザ」、フリーマー
ケットやワークショップが開催される「芝生広場」、また、焼却予熱を利
用した「足湯」などがあり、市民が集い、楽しめる場所となっています。

都市基盤整備

Infrastructure Development
誰もが住みよいまちづくりを進め、生 活 基 盤や道 路、交 通 体
系などの整備に努めています。

▲市民バス ： 赤磐市マスコットキャラクター「あかいわモモちゃん」と特
産品の桃とぶどうをイメージしたラッピングで、市民に親しまれています。
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市民憲章

市

Citizens' Charter

章

City Emblem

赤磐市は豊かな自然と歴史、文化が調和したうるおいあふれる住みよい
まちです。私たちはこのまちの市民であることに誇りと責任を持ち、先
人たちが築きあげた郷土と伝統ある文化を守りながら、活力に満ちた安
全で安心なまちをつくるため、この市民憲章を定めます。

一
一
一
一
一

お互いを尊重し、笑顔が輝くまちにします。
美しい自然と郷土を愛し、未来に伝えます。
いのちを大切にし、心とからだを健やかにします。
いきいきと働き、まちに活力をあたえます。
生涯を通じて学び、知恵と勇気とやさしさをそなえます。

We
We
We
We
We

赤磐市の「ア」
をモチーフに、躍動感と
ふれあいのイメージを表 現しました。赤
は市民の活力を、緑は豊かにとりまく自
然と文 化と歴 史を象 徴し、未 来をみつ
め活気あふれる赤磐市の発展を意味し
ています。

practice mutual respect with shining smiles.
love our land and city and we pass them on to the future.
cherish life and keep mind and body healthy.
work energetically and support vital communities.
learn throughout life, and build wisdom, courage and kindness.

市の花・桃

市の花・桜

市の木・松

City Flower / Peach

City Flower / Cherry

City Tree / Pine

赤磐市の特産品としても非常に有名で
あり、
「 果物王国」の名を全国へPRでき
る花です。一面をピンクに染める桃の花
は、古くから受け継がれた栽培の歴史と
風格を感じさせ、豊かさの象徴でもありま
す。赤磐市のさらなる発展を願い、守り
育てていきたい花です。

赤磐市のすべての地域で見られることか
ら、市民に非常になじみが深く、誰でも
手軽に育てられたり、楽しめたりする花
です。春を彩る桜の花は、清らかで人の
心を和ませます。赤磐市への愛着を抱き
ながら、守り育てていきたい花です。

赤磐市のすべての地域に自生し、庭木
としても親しまれているなど、市民になじ
みが深く、赤磐市にふさわしい木です。
常緑樹として１年を通じていきいきとした
緑の葉を茂らせることから、若さ、不老長
寿の象徴としておめでたい木とされてい
ます。赤磐市のさらなる繁栄をめざし、守
り育てていきたい木です。

﹁未来へつなぐ 〜赤磐市の歌〜﹂

作詞／赤磐市ゆかりの皆さん・赤磐市の歌作成委員会

広がる桃色絨毯

作曲／赤磐市の歌作成委員会

一︑緑の山の裾野に

笑い声響くあの川

輝く稲穂の波は

太陽の光浴びて

茜色の空の下

この町を包み広がる

川のように未来をめざして

清らかな風とともに

まっすぐ命をつなぎ流れる

つながる命の喜び

時は流れて行く

ひとつずつ

未来へむかって

明日をつくる宝物

故郷の色の中で

※ひとつずつ

広がった心の輪も

満天の星に願う

ゆっくり育てていこう

二︑棚田の水面にうつる

未来を照らしますように

川のように未来をめざして

心に灯るこの灯が

時は流れて行く

心にうかぶ願いも

新たに生み出す赤磐の夢

ひとつずつ

明日をつくる宝物

未来へむかって

幾千の願い集め

ひとつずつ

優しさもこの笑顔も

ゆっくり育てていこう

あなたと育てていきたい

未来へ伸ばして

三︑ここから始まる未来を

つないだ手と手を

※繰り返し

