
小・中学校

家庭の事情や、教育的な配慮が必要なときは、教育委員
会が入学を指定した学校の変更を求める申し立てを行
うことができます。どのような時に申し立てが認められ
るかについては、「大館市立小・中学校における通学区域
に関する規則の運用に関する要綱」の「指定校変更の判
断基準」を参照してください。また、申し立てを行うとき
は、「様式/申立書」および必要な書類を提出していただ
きます。なお、申し立ての際に必要な書類は、情況によっ
て異なりますのでお問い合わせください。
大館市立小・中学校における通学区域に関する規則の運
用に関する要綱
（目的）
第 1条　この要綱は、学校教育法施行令第8条及び、大
館市立小・中学校通学区域に関する規則第4条に基づ
き、就学指定校変更の申立に関し、必要な事項を定め
ることを目的とする。

（申立）
第 2条　就学指定校の変更を申立しようとする者（以下
「申立者」という。）は、就学指定校変更申立書（以下「申
立書」という。）に必要書類を添付し、教育長に提出し
なければならない。

（決定）
第 3条　教育長は、申立書が提出されたときは、これを
審査し、申立の可否を決定するとともに、その結果を
就学校の指定に係る通知書により申立者に通知する。

10月1日現在の住民基本台帳をもとに、通学区域ごとの学
齢簿を作成し、翌年度に新しく小学校へ入学するお子さん
がいる家庭には、10月上旬に、就学、健康診断の実施場所、
日時を直接通知しています。なお、10月2日以降に転入転
居されたかたには、転入転居届をもとに通知しています。

他の市町村から児童・生徒が転入したり、転出・転居により
通学区域が変わったりしたときは、次の手続きが必要です。
転入のとき
他の市町村から市内の小・中学校に転入されるときは、
市民課で転入届を出すと、「入学通知カード」が交付され
ます。この通知と在学していた学校の「在学証明書」、「教
科書給与証明書」を持参のうえ、指定された学校で手続
きをしてください。
転出のとき
市内の小・中学校から他の市区町村に転校されるとき
は、市民課で転出届を出すと、「転出証明書」が交付され
ます。この証明書を在学している学校へ持参して、「在学
証明書」、「教科書給与証明書」の交付を受けてから転出
先の市区町村役場で手続きしてください。

経済的理由で修学が困難な学生に奨学金を無利子で貸
与します。
対象　 市民の子弟で、高校・大学・短期大学、専門学校等

に入学予定または在学中のかた
貸与額　•高校生など　月額 1万2千円
　　　　•大学生など　月額 4万円
　　　　•医学生　　　月額 6万円
募集人員　•高校生など　10人
　　　　　•大学生など　15人
　　　　　•医学生　　　 5人
貸与期間　正規の修業年限内
返済期間　 卒業後、貸与期間の倍の年数以内（最長10

年・無利子）
受付期間　3～4月上旬
※ 奨学生は選考により決定します。また、医学生につい
ては将来医師として市内に勤務する場合、勤務した期
間に応じた返済減免制度があります。詳しくはお問い
合わせください。

お問い合わせ
教育委員会学校教育課　学事係　☎43-7112

お問い合わせ
教育委員会学校教育課　学事係　☎43-7112

お問い合わせ
教育委員会学校教育課　学事係　☎43-7112

教育・スポーツ
働きながら奨学金を返還中の市民に、返還額の一部を助
成しています。詳しくはお問い合わせください。
• 対象奨学金　 日本学生支援機構奨学金、秋田県育英会

奨学金、大館市奨学資金、その他市長が
特に認めるもの
産業部商工課　商工係　☎43-7071お問い合わせ

小学校への入学

小・中学校を変わるとき

奨学資金制度を利用したいかた

奨学金返還助成金

就学指定校の変更申し立て
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生涯学習
身近な問題や市政情報など、皆さんが聞いてみたいテーマ
に沿って、市職員が出向いて説明等を行う「出前講座」を実
施しています。さまざまな学習活動にご活用ください。
メニュー、申込書は生涯学習課、市内各公民館に備え付け
ています。市ホームページからもご覧いただけます。
開催日、時間
午前10時から午後8時までの間、1講座につき2時間以
内とします（土・日曜日、祝日も可能です。ただし担当課
の都合により、お受けできない場合があります）。
会場
市内各公民館のほか町内会館など市内の施設での開催
とします。なお、会場の手配、準備片付け、使用料負担（有
料会場の場合）は申込者のご負担でお願いします。
対象者
学校、PTA、各種団体、サークル、企業等を対象とします。
ただし、特定の政治活動、宗教の布教活動または営利を
目的とした集会、苦情や要望をお寄せになるだけの講座
はお受けできません。
利用（申し込み）方法
実施希望日の3週間前までに、担当課または事務局（生
涯学習課）へお申し込みください。FAX（54-6100）、郵
送（生涯学習課宛て）、Eメール（gakusyu@city.odate.
lg.jp）での申し込みも可能です。事務局で申し込みを受
けた場合は、担当課と日程等を調整し、開催の可否を申
込者に連絡します。
なお、申込書提出から開催可否の連絡まで数日を要する
場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 担当課で直接受け付け（日程等相談）が可能です。

事由 期間 必要書類

病気・障害 病院学級に入級するとき。 必要とする期間 就学指定校変更申立書、医
師の診断書心身の障害等により、指定校へ通学することに支障があるとき。

転居などにより通学校
が変更となるとき

最終学年に達し、同じ学校へ継続して就学を希望するとき。ただ
し通学に支障がないこと。 必要とする期間

就学指定校変更申立書学期途中に転居し、転居の日が学期末または長期休業日の最初
の日まで原則として30日未満であり、通学に支障がないとき。

原則として30日
未満で必要とす
る期間

家屋の新築または借家のため、近日に申し立てを行う通学区域
に転居を予定しているとき。 必要とする期間

就学指定校変更申立書、土
地建物売買契約書等の写
し、建物確認通知書の写
し、建物賃貸契約書の写し

家屋の新・改築により一時的に指定された通学区域外へ転居す
るとき。

教育的配慮によるとき

保護者の仕事などの都合により、下校後通学区域外の信頼でき
る親族等に児童（小学生）を預かるとき。

必要とする期間

就学指定校変更申立書、同
居の成人の就労証明書、児
童の預り証明書

いじめ、不登校等により、教育的配慮を必要とするとき。 就学指定校変更申立書、校
長の意見書

その他教育長が必要と認めたとき。 就学指定校変更申立書、そ
の他証明書類

教育委員会学校教育課　学事係　☎43-7112お問い合わせ

2 　就学指定校変更の承認を受けた者は、その変更期間
が複数年度にわたるときは、毎年1月15日から2月14
日までの間に現況届を教育長に提出しなければなら
ない。ただし、変更期間の最終年度については、この限
りでない。

（変更基準）
第 4条　就学指定校変更の基準は、別表のとおりとする。

（補足）
第 5条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、
その都度教育長が決定する。
附 則　この要綱は、平成19年4月1日から施行し、大館
市小・中学校における通学区域制度の運用に関する要
綱（平成13年12月20日要綱）は、平成19年3月31日
をもって廃止する。

生涯学習は、人々が自己の充実と生活の向上を目指して、
生涯にわたって行う自発的な学習、日常のスポーツ活動、
文化活動、レクリエーション活動、ボランティア活動など
生活のあらゆる領域におよびます。市では生涯学習の推進
を図るため、生涯学習推進本部を設置し「生涯学習フェス
ティバル」や「大館市出前講座」「おおだて人財名簿」など、
さまざまな事業および学習支援活動を実施しています。

「生涯学習フェスティバル」は、展示会、体験学習など多彩
な行事の中で、生涯学習に関するいろいろな情報、素材を
提供し、より多くの方々に親しんでいただくために実施
しています。毎年9月と10月を生涯学習強調月間として、
期間内にさまざまな行事やイベントが開催されます。

指定校変更の判断基準

お問い合わせ
教育委員会生涯学習課　生涯学習係　☎43-7113

お問い合わせ
教育委員会生涯学習課　生涯学習係　☎43-7113

お問い合わせ
教育委員会生涯学習課　生涯学習係　☎43-7113

生涯学習

生涯学習フェスティバル

大館市出前講座
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生涯学習推進本部では、学校の授業や市民の学習活動を
支援するため、市民の皆さんが趣味、娯楽、学習、サーク
ル活動などを通して得た特技や知識を「人財（学習ボラ
ンティア）」として募集・登録する「人財名簿」を作成して
います。「自分の技術を教えたい」「こんなことでお手伝
いしたい」など、特技や知識を学校の授業や市民の学習
活動に生かしてみませんか。歴史、語学、自然観察、芸術、
スポーツ、レクリエーション、手芸、楽器演奏など、分野
は問いません。特別な資格や専門家でなくても、意欲の
あるかたはぜひ登録してください。
「人財名簿」への登録方法
生涯学習課、市内各公民館に備え付けの「おおだて人
財名簿登録申請書（様式第1号）」に必要事項を記入の
うえ、各窓口にお申し込みください。年間を通して登
録可能です。また、団体での登録も可能です。FAX（54-
6100）、Eメール（gakusyu@city.odate.lg.jp）での申し
込みも可能です。
「おおだて人財名簿」の使いかた
① 「おおだて人財名簿」より、学びたい内容や講師の条件
などを確認してください。

② 学びたい内容・講師が決まりましたら、活用する日の
21日前までに「おおだて人財名簿活用申込書（様式第
4号）」を事務局へ提出してください。

③ 活用申込書をもとに、事務局から講師へ連絡を取り活
用日時や内容等を伝え、成立・不成立を確認し、その旨
を依頼者へ連絡します。

④ 講師を活用した際は「おおだて人財名簿活用報告書
（様式第5号または第6号（複数回答用））」を事務局へ
提出してください。

※ 学習ボランティア以外の政治・宗教・営利活動を目的
とする催し等には活用できません。

※ 「おおだて人財名簿」は、個人・団体に配布していません
が、市内各公民館に配置しているほか、市ホームページ
からもご覧いただけます。
※ 「人財」とは、地域の指導者を「財産」と捉えた独自の造
語です。
お問い合わせ
教育委員会生涯学習課　生涯学習係　☎43-7113

放課後の留守家庭児童の健全育成のため、市内に19カ
所設置されています。
また、児童センターでは、学童の体力増進のための「学童
スポーツクラブ」、幼児の親子での遊びを通じた体力づく
りのための「幼児スポーツクラブ」なども行っています。

児童クラブ名 所在場所 電話番号
桂城児童仲良しクラブ 桂城児童センター 49-4708
城南児童仲良しクラブ 城南児童会館 42-8719
城南第二児童仲良しクラブ 城南小学校内 080-2813-2340
城西児童仲良しクラブ 城西児童センター 43-6153
有浦児童仲良しクラブ 有浦児童会館 49-4420
有浦第二児童仲良しクラブ 有浦児童会館分館 42-3131
釈迦内児童仲良しクラブ 釈迦内児童センター 48-4486
東館にこにこクラブ 東館小学校内 090-7066-6605
山瀬児童仲良しクラブ 山瀬小学校内 090-4634-9206

成章にこにこクラブ ふれあいセンター
やまびこ内 47-7220

比内わんぱくクラブ 比内児童館 55-0479

お問い合わせ
教育委員会生涯学習課　生涯学習係　☎43-7113

児童クラブ名 所在場所 電話番号
西館わくわくクラブ 西館児童館 55-0301
はやぐち児童仲良しクラブ はやぐち児童館 54-6866
上川沿キラキラクラブ 上川沿小学校内 090-6456-1509
川口キラキラクラブ 川口小学校内 090-6621-0041
長木キラキラクラブ 長木小学校内 090-2979-1506
南キラキラクラブ 南小学校内 090-6683-1508
花岡キラキラクラブ 花岡小学校内 090-9427-1615
矢立キラキラクラブ 矢立小学校内 090-1379-1510

市内には、栗盛記念図書館、花矢図書館、比内図書館、田代
図書館があります。小説や絵本、毎日の生活に役立ついろ
いろな本や雑誌のほか、郷土資料など、調査・研究に必要
な資料もそろえていますので、お気軽にご利用ください。
ただし、郷土資料や古文書など、閲覧を制限している資
料もあります。
初めて利用するときは
• 市内在住のかたや、市内に通勤、通学しているかたは
どなたでも利用できます。
• 本を借りるには図書館利用カードが必要です。カード
をお持ちでないかたは、運転免許証や保険証、学生証な
どの身分証明書類を持参のうえ、お申し込みください。
貸出数・貸出期間
• 一人で本・雑誌・紙芝居あわせて10点まで借りられます。
•貸出期間は2週間以内です。
返すときは
市内の図書館と移動図書館車「おおとり号」のどこでも
返却することができます。閉館時は玄関前に返却用ブッ
クポストを設けていますので、ポストに本を入れてくだ
さい。
各種サービス
図書館では、本の貸し出し以外にも、いろいろなサービ
スをしています。（各館ごとに実施内容は異なります）
○蔵書検索
　 栗盛記念図書館と比内図書館では、自分で本を検索で
きるタッチパネルパソコンを設置しています。
○予約・リクエスト
　 図書や雑誌が貸し出し中のときに予約できます。ま
た、図書館に所蔵されていない本を借りたいときは、
リクエストを受け付けています。
○ コピー（白黒1枚10円、カラー1枚50円※カラーは栗
盛記念図書館のみ）
　 著作権の範囲内で、図書館の本や新聞などをコピーで
きます。

市内には、12カ所の公民館と19カ所の分館があり、幼
児から高齢者まで参加できるいろいろな学級や講座を
開設しています。また、趣味のサークルを作り、公民館を
利用して積極的に活動している仲間もいます。これらに
参加して、新しい仲間を作り、余暇の時間を十分に活用
してください。
詳しくは中央公民館までお問い合わせください。
お問い合わせ
中央公民館　公民館管理係　☎42-4369

おおだて人財名簿

放課後児童クラブ

公民館の活動

図書館の活動
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○レファレンス（参考業務）
　 調査・研究に役立つ資料や調べてみたいことについ
て、アドバイスや資料を探すお手伝いをしています。

○移動図書館
　 移動図書館車「おおとり号」が、およそ2,500冊の本や
紙芝居を積んで市内の各ステーションを巡回してい
ます。

○団体貸し出し
　 市内の団体（職場、施設、地域文庫など）に本をまとめ
て貸し出ししています。

○講座
　 「文学講座」、「文化講演会」、「読書感想文コンクール」
などを開催しています。また、図書館後援会・図書館ボ
ランティアの会員も募集しています。

○絵本の読み聞かせ
　絵本の読み聞かせ会を定期的に開催しています。
○インターネット端末による情報収集
　 栗盛記念図書館では、誰でも使用できるインターネッ
ト端末（公共端末）が設置され、インターネットを利用
して情報収集ができます。

○ブックスタート事業
　 栗盛記念図書館と健康課では、5か月児すこやか教室
で本に親しむブックスタートを行っています。  
絵本の読み聞かせと配布を行い、豊かな親子関係を育
み子どもの心の発達と子育てを応援します。

■ 栗盛記念図書館
開館時間　火～金曜日：午前9時30分～午後7時
　　　　　土・日曜日、祝日：午前9時30分～午後5時
休館日　 毎週月曜日、年末年始（12月29日～1月3日）、

蔵書点検期間
蔵書　 図書：149,312冊（R2.4.1現在）  

古文書：真崎文庫2,099点（真崎勇助氏収集）  
秋田県指定有形文化財「菅江真澄著作46点」を含む

※ 古文書の閲覧を希望されるかたは事前にお問い合わ
せください。

■ 花矢図書館
開館時間　火～金曜日：午前9時～午後7時
　　　　　土・日曜日：午前9時～午後5時
休館日　毎週月曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
蔵書　図書：13,678冊（R2.4.1現在）

■ 比内図書館
開館時間　火～金曜日：午前9時～午後7時
　　　　　土・日曜日：午前9時～午後5時
休館日　 毎週月曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
蔵書　図書：32,575冊（R2.4.1現在）

■ 田代図書館
開館時間　火～金曜日：午前9時～午後7時
　　　　　土・日曜日：午前9時～午後5時
休館日　 毎週月曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
蔵書　図書：47,772冊（R2.4.1現在）

女性センターは、誰でも気軽に受講できる各種講座を開
いていて、教養や趣味を深め、交流を図る施設として利
用されています。また、講習室、調理室、和室、軽運動室、
木育ひろばなどを設け、サークル活動、グループ活動、各
種会議、レクリエーション活動など余暇の場としてご利
用いただけます。
なお、木育ひろばには、40種類の様々な木のおもちゃが
あり、親子でゆっくりと遊ぶことができます。ホールは
世代交流の場「木のぬくもりホールる・る・る」として生
まれ変わり、遊んだり、食事やお茶を楽しめます。講座や
サークル活動などに参加する利用者の子どもさんの託
児も実施していますので、ご利用ください。（事前に予約
が必要です）
開館時間　月～金曜日：午前9時～午後9時
　　　　　土曜日：午前9時～午後5時
休館日　日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）お問い合わせ

栗盛記念図書館　字谷地町13番地　☎42-2525

お問い合わせ
栗盛記念図書館　字谷地町13番地　☎42-2525

お問い合わせ
花矢図書館　花岡町字前田162-3　☎46-1557

お問い合わせ
比内図書館　比内町扇田字庚申岱8番地　☎43-7142

お問い合わせ
田代図書館　早口字上野43番地1　☎43-7127

女性センター　☎49-7028お問い合わせ

木のぬくもりホールる・る・る 木育ひろば

女性センターの利用
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■ 大館郷土博物館
市の自然、産業、歴史、民俗、美術工芸を紹介するほか、こ
ども科学室、曲げわっぱ展示室があります。
休館日　 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、年末

年始
開館時間　 午前9時～午後4時30分（入館は午後4時まで）
入館料

お問い合わせ
大館郷土博物館　釈迦内字獅子ヶ森1番地　☎43-7133

お問い合わせ
鳥潟会館　花岡町字根井下156　☎46-1009

お問い合わせ
長走風穴館　長走字長走362-6　☎51-2005

市内外問わず、誰でも気軽に有料で利用できる施設です。
多目的ホール、大中小会議室、和室、調理室、音楽室、実習
室など完備。
各種会議、研修会、町内会、サークル活動、軽スポーツ、お
楽しみ会等多用途にご利用できます。（営利料金で展示
販売も可能）
開館時間　午前9時～午後9時
休館日　12月29日～1月3日（臨時休館あり）
お問い合わせ
大館市北地区コミュニティセンター　
大館市有浦1丁目　☎0186-45-0515

※1 団体15名以上～
※2 大館市内の小・中学生は無料

個人 団体（※1）
大　人 330円 220円
高校生・大学生 220円 110円
中学生・小学生（※2） 110円  50円

■ 鳥潟会館
昭和11年に増改築した、花岡の旧家「鳥潟家」の住宅を公
開しています。京都の造園師が作庭した庭園が有名です。
土蔵内には鳥潟家ゆかりの品々などが展示されています。
開館時間　 見学（無料）  

午前9時～午後5時（4月1日～10月31日）  
入館は30分前まで  
午前9時～午後4時（11月1日～3月31日）  
入館は30分前まで

休館日　 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、年末
年始

見学料　無料

■ 長走風穴館
自然の神秘「風

ふう

穴
けつ

」を紹介しています。長走風穴の植物群
落は、国の天然記念物に指定されていて、初夏から夏に
かけては高山植物が見学できます。
開館時間　午前9時30分～午後4時30分（4～11月）
休館日　 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日。ただ

し6～8月は休館日はありません）  
12月1日～3月31日は冬期閉館。

見学料　無料

お問い合わせ
民舞伝習館　比内町独鈷字大日堂前10番地　☎56-2312

■ 民舞伝習館
昭和55年に独鈷大日神社に隣接して建設され、民俗資
料等の保存、展示をしています。市の指定文化財になっ
ている浅利則頼遺愛の琵琶は、菅江真澄が遊覧記「ゆき
のあきたね」で、浅利家重代の古器と記した鉄刀木のも
ので、琵琶の中には「むかし誰が手に馴しけん四の緒に
調べかへたる松風のこゑ」と菅江真澄が詠んだ歌の短冊
が残っています。
また、舞台を備えた研修室では、市指定無形民俗文化財
である「独

とっ

鈷
こ

囃
ばや

子
し

」の伝習活動が行われています。
休館日　毎週月曜日、年末年始
開館時間　午前9時～午後5時

お問い合わせ
小畑勇二郎記念館　早口字堤沢15番地37　☎54-2230

■ 小畑勇二郎記念館
県知事を24年間勤め、県勢発展に多大な功績を残した
本市（旧早口村）出身の故小畑勇二郎氏を顕彰し、郷土か
ら優秀な人材が続くことを願い建設されました。
開館時間　午前9時～午後4時30分
休館日　 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、翌

日休館）、年末年始
入館料　 一般100円（15人以上の団体

は1人につき50円割引）  
18歳以下　無料

大館市北地区コミュニティセンターの利用

施設案内
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スポーツ・レクリエーション施設一覧
アリーナ（体育館）

施設名称 住所 TEL 開館時間、休館日

タクミアリーナ（樹海体育館） 上代野字八幡岱29-4 43-7136 午前9時～午後9時30分
休館日：12月29日～1月3日

田代体育館
（グリアス田代） 早口字岩瀬越6-1 54-0555 午前9時～午後10時

休館日：12月29日～1月3日
比内体育館 比内町扇田字庚申岱34-2 55-0194 午前9時～午後10時

休館日：12月29日～1月3日
ニプロハチ公ドーム
（大館樹海ドーム） 上代野字稲荷台1-1 45-2500 午前9時～午後9時30分

休館日：第2・第4月曜日、12月29日～1月3日
城西体育館 根下戸新町6-20 49-4661 午前9時～午後10時

休館日：12月29日～1月3日
花岡体育館 花岡町字姥沢32-1 46-2245 午前9時※～午後10時

休館日：12月29日～1月3日
釈迦内体育館 釈迦内字台野道上10-1 48-4461 午前9時～午後10時

休館日：12月29日～1月3日
十二所体育館 猿間字長漕61-2 52-3064 午前9時※～午後10時

休館日：12月29日～1月3日
花岡総合スポーツ公園体育館 花岡町字アセ石33 46-2050 午前9時～午後10時

休館日：12月29日～1月3日
※平日（土日祝日・夏・冬休み期間を除く）は午後1時開館
野球場

施設名称 住所 TEL 開場時間・期間

長根山野球場 字東台地内 43-7136（タクミアリーナ）
49-0262（現地） 午前9時～午後7時　4～10月

大館野球場（田町球場） 字土飛山下3-1 49-4661（城西体育館） 午前9時～午後7時　4～10月
達子森野球場 比内町達子字前田野地内 55-0194（比内体育館）

55-1602（現地） 午前9時～午後7時　4～10月

田代野球場 早口字岩瀬越地内 54-0555（田代体育館）
54-0890（現地） 午前9時～午後7時　4～10月

二井田野球場 二井田字中台15-1 49-4121（二井田公民館） 午前9時～午後7時　4～10月
花岡野球場 花岡町字前田3-1 ほか 46-2245（花岡体育館） 午前9時～午後7時　4～10月
犀川河川敷公園野球場 比内町新館字城下地内 43-7082

（都市計画課都市整備係） 午前5時～午後7時　4月～降雪まで

スポーツ

施設名称 住所 TEL 開場時間・期間
長根山テニスコート 字東台地内 49-6298（陸上競技場） 午前9時～午後6時　4～10月
二ツ山テニスコート 餅田一丁目129 49-4567（二ツ山総合公園管理棟）午前9時～午後6時　4～10月
高館テニスコート 釈迦内字高館下100-1 48-6618 午前9時～午後9時　4～10月
扇田テニスコート 比内扇田字南扇田地内 55-0194（比内体育館） 午前9時～午後6時　4～10月
田代テニスコート 岩瀬字上岩瀬塚ノ岱地内 54-0555（平日日中）

54-6666（夜間・祝日） 午前9時～午後9時　4～10月

施設名称 住所 TEL 開場時間・期間

二ツ山多目的運動広場 字餅田一丁目地内 49-4567
（二ツ山総合公園管理棟） 午前9時～午後6時　4～10月

田代多目的運動広場 岩瀬字上岩瀬塚ノ岱地内 54-0555（田代体育館） 午前9時～午後6時　4～10月
樹海コミュニティ広場 上代野字八幡岱地内 43-7136（タクミアリーナ） 午前9時～午後7時　4～10月
長根山運動公園多目的広場 字東台地内 43-7136（タクミアリーナ） 午前9時～午後7時　4～10月

テニスコート

多目的広場

施設名称 住所 TEL 開場時間・期間
長根山陸上競技場 字東台地内 49-6298 午前9時～午後7時　4～10月
二井田陸上競技場 二井田字中台15-1 49-4121（二井田公民館） 午前9時～午後7時　4月中旬～10月
比内グラウンド 比内町扇田字伊勢堂岱地内 55-0194（比内体育館） 午前9時～午後7時　4月中旬～10月

陸上競技場

施設名称 住所 TEL 開場時間・期間
花岡総合スポーツ公園
多目的室内運動場 花岡町字アセ石33番地 46-2050

（体育館管理事務室）
午前9時～午後10時
休館日：12月29日～1月3日

室内運動場
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施設名称 住所 TEL 開場時間・期間

弓道場 花岡町字姥沢30 ほか 46-2245（花岡体育館） 午前9時～午後10時
休館日：12月29日～1月3日

弓道場

施設名称 住所 TEL 開場時間・期間

二ツ山総合公園水遊び施設 餅田一丁目地内 49-4567
（二ツ山総合公園管理棟） 6月中旬～9月中旬

花岡総合スポーツ公園
多目的プール 花岡町字アセ石33 毎年電話番号が変わります。 午前9時30分～午後7時　6～9月

施設名称 住所 TEL 開場時間・期間

花岡総合スポーツ公園武道場 花岡町字アセ石33 46-2050
（体育館管理事務室）

午前9時～午後10時
休館日：12月29日～1月3日

施設名称 住所 TEL 開場時間・期間

達子森スキー場 二井田字達子森1-1
55-0550（開場期間のみ）
毎年電話番号が変わります。
55-0194（比内体育館）

1月上旬～2月

施設名称 住所 TEL 開場時間・期間
長木川河川緑地
ゲートボール場 字水門町 43-7082

（都市計画課都市整備係） 午前9時～午後6時　4～10月

施設名称 住所 TEL 開場時間・期間
長木川河川緑地
（デイキャンプ場） 字長木川南・有浦六丁目 43-7082

（都市計画課都市整備係） 午前9時～午後6時　4～10月
ベニヤマ自然パーク
（キャンプ場） 比内町大葛字ホッパ沢8 57-2324

（比内ベニヤマ荘） 4～11月

ユップラオートキャンプ場 早口字岩瀬字岩瀬塚の岱
43番地1

54-2626
（たしろ温泉ユップラ） 4月中旬～10月

五色湖キャンプ場 岩瀬字大川目元渡148 43-7103
（田代総合支所地域振興係） 4～11月

プール

武道場

スキー場

ゲートボール場

キャンプ場

■ ニプロハチ公ドーム  
（大館樹海ドーム）
野球を中心にテニスやフットサル、運
動会などの各種レクリエーション、コ
ンサートや見本市、展示会などさまざ
まな分野にわたり使用可能な多目的
ドーム。木造ドームでは世界最大級
で、樹齢60年生以上の地元産秋田杉
を約25,000本使用。

■ 高館テニスコート
秋田わか杉国体に向けて平成17年4
月に開設。砂入り人工芝コート16面、
照明設備4面、駐車場197台。収容人
員は2,418人（中央スタンド1,320
人、芝生スタンド1,098人）。

■ タクミアリーナ  
（樹海体育館）
秋田わか杉国体に向けて平成17年7
月に開設。延床面積8,355.04㎡、収容
人員2,100人、常設観覧席1,600人、可
動式観客席500人。全館冷暖房完備。

施設名称 住所 TEL 開場時間・期間
達子森公園多目的広場 比内町達子字前田野地内 55-0194（比内体育館） 午前9時～午後7時　4～10月
達子森公園芝生広場 比内町達子字前田野地内 55-0194（比内体育館） 午前9時～午後7時　4～10月
犀川河川敷公園多目的広場 比内町新館字城下地内 43-7082

（都市計画課都市整備係） 午前5時～午後7時　4月～降雪まで
花岡総合スポーツ公園
多目的運動広場 花岡町字アセ石33 46-2050（体育館管理事務室） 午前9時～午後7時　4月～10月
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