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10 槇谷ダム

　吉備中央町との境界に位置するダ
ム。槇谷川沿いの農地を洪水被害から
守るため建設され、平成元年に完成。
住所　槇谷
御輪印場所　休憩舎
利用時間　随時

19 なっ茶ん家

　水内地区にある施設。定期的になっ
ちゃん市というイベントが開催されて
いる
住所　原 2195
御輪印場所　休憩舎
利用時間　随時

11井風呂谷川砂防公園

　県を代表する石造砂防堰
えん

堤である井
風呂谷川砂防三号堰堤を有する公園。
治山治水の歴史について学べる
住所　見延
御輪印場所　休憩舎
利用時間　随時

20 備中国分寺

　国指定重要文化財の五重塔があり、
四季折々の吉備路の風景が楽しめる
住所　上林 1046
御輪印場所　国分寺観光案内所
開館時間　10:00 ～ 16:00　※年末年始
を除く

12 秦原廃寺

　飛鳥時代に創建された寺で、中四国
最古の寺院跡の一つとされる。約 800
年前に廃寺となった
住所　秦 2328ー9
御輪印場所　入り口横
参拝時間　随時

21吉備路もてなしの館

　備中国分寺の南側にあり、地産地消
の食事や特産品の買い物ができる施設
住所　宿 418
御輪印場所　入り口横
開館時間　9:00 ～ 17:00　※火曜日、
年末年始を除く

13 本庄國司神社

　赤米の神事を継承している神社。東
側のご神田で赤米を栽培し、霜月祭と
正月祭りで神饌

せん
として供えている

住所　新本 1975
御輪印場所　本殿
参拝時間　随時

22サンロード吉備路

　天然温泉の入浴や宿泊ができ、カフ
ェや農産物直売所がある国民宿舎
住所　三須 825ー1
御輪印場所　吉備路観光案内センター
開館時間　４～９月は 9:00～18:00、10～
３月は 9:00～17:00　※年末年始を除く

14サントピア岡山総社

　レジャープールやグランピング設
備、テニス・フットサルコートなどが
ある大型宿泊施設。
住所　秦 1215
御輪印場所　受付横
開館時間　8:00 ～ 22:00

23 作山古墳

　全国第 10 位、県下２位の規模を誇
る前方後円墳。５世紀ごろ築造された。
全長約 282 ｍ、高さ約 24 ｍ
住所　三須 193ー1
御輪印場所　駐車場
利用時間　随時

15 伊与部神社

　伊与部山にある神社で、総社市と真
備町が一望できる。周辺には 88 カ所
霊場や展望台がある
住所　下原 690
御輪印場所　本殿
参拝時間　随時

24 軽部神社

　昔、垂
た ら ち ね

乳根の桜と呼ばれる枝垂れ桜
があり、乳神様として信仰されていた。
乳房の病気や安産などの祈願で有名
住所　清音軽部 2331
御輪印場所　拝殿
利用時間　随時

16 菊池邸

　日本庭園がある古民家で、築 230 年
を超える歴史的家屋。定期的にふれあ
い市というイベントが開催されている
住所　山田 909
御輪印場所　正門前
利用時間　随時

25 清音ふるさと清音ふるさと
ふれあい広場ふれあい広場

　テニスコートやグラウンドゴルフ
場、遊具や水遊びの場などがある広場
住所　清音三因 1017ー4
御輪印場所　管理棟
開館時間　9:00 ～ 21:00　※年末年始
を除く

17 魔法神社

　市の北部の山中に位置する、自然豊
かで静かな神社。県道 306 号線沿いか
ら参拝できる
住所　槁 453ー2
御輪印場所　本殿
参拝時間　随時

26 総社移住・創業総社移住・創業
サポートセンターサポートセンター

　移住や創業のワンストップ窓口。コ
ワーキングスペースとしても利用可能
住所　窪木 890ー4
御輪印場所　受付
開館時間　9:00 ～ 17:00　※土・日曜
日、祝日、年末年始を除く

18 美袋駅

　JR 伯備線の駅で、大正時代に建設さ
れた。駅舎は登録有形文化財
住所　美袋 1924ー2
御輪印場所　入り口横（吉備路商工会
昭和支所展示スペース）
利用時間　随時

27 市役所本庁舎

　市の中心施設。リン得健康商品券事
業へ参加する場合は、健康医療課へ
住所　中央一丁目 1ー1
御輪印場所　玄関案内
開館時間　8:30 ～ 17:15　※土・日曜
日、祝日、年末年始を除く

２ 井山宝福寺

　臨済宗東福寺派の寺院で、画聖雪舟
が修行した。三重塔は県下２番目の古
塔。春は新緑、秋は紅葉が楽しめる
住所　井尻野 1968
御輪印場所　仏殿
参拝時間　5:00 ～ 17:00

６ 砂川公園

　炊事棟・トイレ完備のキャンプ場や
ウォータースライダーがある公園
住所　黒尾 792
御輪印場所　管理事務所横
開館時間　8:00 ～ 20:30　※ 11 月～
２月は 8:00 ～ 18:00

３ やよい広場

　かやぶき屋根の高床式倉庫がある公
園。吉備路自転車道沿いにあり、休憩
に最適
住所　真壁 271ー2
御輪印場所　休憩舎
利用時間　随時

７埋蔵文化財学習の館

　市内で出土した遺物や模型など、吉
備地方の考古資料を展示している
住所　南溝手 265ー3
御輪印場所　玄関前　※休館日押印可
開館時間　9:00 ～ 16:00　※土・日曜
日、祝日、年末年始を除く

４ 総社北公園

　陸上競技場やテニスコート、親水広
場、古墳公園などを備えた公園
住所　福井 1200
御輪印場所　管理棟　※石畳の上は自
転車走行不可
開園時間　9:00～21:00　※年末年始を除く

８ 鬼城山鬼城山
ビジターセンタービジターセンター

　鬼ノ城の登城口。古代山城・鬼ノ城
の紹介や西門の模型を展示している
住所　黒尾 1101ー2
御輪印場所　入り口ロビー
開館時間　9:00 ～ 17:00　※月曜日（祝
日の場合は翌日）、年末年始を除く

５雪舟生誕地公園

　雪舟生誕 600 年を記念し、2020 年
に開園。雪舟の功績を展示している
住所　赤浜 2025
御輪印場所　館内
開館時間　9:00 ～ 17:00　※年末年始
を除く

９ 豪渓

　主峰の天注山を始め、剣
けんがみね

峰や雲
うんていほう

梯峰
といった奇岩がそびえ立つ全長 600 ｍ
の渓谷。県内有数の紅葉の名所
住所　槇谷 2761
御輪印場所　休憩舎
利用時間　随時

　自転車の走行距離を測定してポイントを貯める
と、市内で使える商品券に交換できる “リン得” 健
康商品券事業を実施中。総社の名所を巡り、御輪
印を集めることでもポイントを獲得できます。
　このページでは、御輪印を設置している 27 カ所
を紹介します。事業に参加していない人も、総社
のまちを楽しく巡って御輪印を集めてみませんか。
　問い合わせ　健康医療課健康増進係（☎� 8259）

１まちかど郷土館

　市内で唯一現存する明治洋風建築。
当時の伝統産業の資料を展示している
住所　総社ニ丁目 17ー33
御輪印場所　館内
開館時間　9:00 ～ 17:00　※月曜日（祝
日の場合は翌日）、年末年始を除く

※�新型コロナウイルス感
染症の状況により、施設
の開館時間などが変更
になる場合があります

▶ リン得
申し込み ▶
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