
社会教 育 (生涯学習 ) 関連 施設案 内 

 ○指＝指定管理者 

番号 施 設 名 所 在 地 
問合先（電

話） 
利 用 案 内 

１ 
岩美町 
中央公民館 

浦富 1038-6 
 

岩美町 
中央公民館 
（72－0510） 

開館時間：月～土 8:30～22:00 
     日   8:30～17:00 
休館日：祝日、12／29～1／3 

２ 
東地区 
公民館 

陸上 33 
直接施設へ 
（72－8063） 

会議室・研修室・和室・図書室 
調理実習室  （東ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ） 

３ 
浦富地区 
公民館 

浦富 1907-1 
直接施設へ 
（72－8080） 

会議室・研修室・和室・調理実習室 
        

４ 
田後地区 
公民館 

田後 159 
直接施設へ 
（72－0127） 

会議室・研修室・和室・図書室 
調理実習室  （田後ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ） 

５ 
網代地区 
公民館 

網代 224 
直接施設へ 
（72－3564） 

会議室・研修室・和室・図書室 
調理実習室  （網代ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ） 

６ 
大岩地区 
公民館 

大谷 2410 
直接施設へ 
（72－0096） 

会議室・研修室・和室・図書室 
調理実習室  （大岩交流センター） 

７ 
本庄地区 
公民館 

新井 13-1 
直接施設へ 
（72－1931） 

 
       （文化センター） 

８ 
小田地区 
公民館 

院内 290-1 
直接施設へ 
（72－2980） 

会議室・研修室・和室・図書室 
調理実習室  （小田基幹集落ｾﾝﾀｰ） 

９ 
岩井地区 
公民館 

岩井 614 
直接施設へ 
（72－2090） 

 
       （老人福祉センター） 

１０ 
蒲生地区 
公民館 

蒲生 1115-2 
直接施設へ 
（76－0636） 

会議室・研修室・和室・図書室 
調理実習室  （一寸法師の館） 

１１ 
岩美町立 
図書館 

浦富 1038-6 
 

岩美町立図
書館 
（72－0510） 

開館時間：月～金 9:00～19:00 
     土・日 9:00～17:00 
休館日：祝日、毎月最終火曜日 

12／29～1／3、図書特別整理期間 
利用内容：貸出期間 ２週間 
     1 人 10 冊まで 

１２ 町民体育館 浦富 1041-5 
教育委員会 
（73－1302） 

開館時間：火～金 13:00～22:00 
     土・祝  9:00～22:00 
       日  9:00～17:00 
休館日：月曜日、12／29～1／3 
         8／14～8／16 
使用料：町民は無料 
    町外 1 日･夜間  3,000 円 
       半日    1,500 円 

１３ 
町民総合 
運動場 

高山 302 

教育委員会 
（73－1302） 
 
運動場管理
棟 
（72－3677） 

野球場・サッカー場・陸上競技場 
ゲートボール場 
利用時間：4/1～11/30  7:00～22:00 
野球ナイターは、4/1～11/30 22:00 まで可 
使用料：町民は無料（野球場照明は有料） 
    町外 １日 3,000 円 
       半日  1,500 円 
     7:00～ 9:00 
                     1 時間 500 円 
     17:00～22:00 
 野球場照明（ﾅｲﾀｰ）使用料 
 １時間  町内  5,000 円 
      町外  10,000 円 
 休場日：月曜日、8/14～8/16 



番号 施 設 名 所 在 地 
問合先（電

話） 
利 用 案 内 

１４ 
本庄スポーツ 

施設 
新井 269 

教育委員会 

（73－1302） 

開館時間：9:00～22:00 

休館日：12／29～1／3、8／14～8／16 

使用料：町民は無料 

体育館 

町外：昼間 800 円 

      夜間 1,200 円 

１５ 町民いこいの里 小田・大坂 

役場 

商工観光課 

（73－1416） 

常設テント 12 基 

テントサイト 7 基 

炊事棟・トイレ（水洗）・芝生広場 

休憩舎・遊歩道・展望台 

使用料：常設テント 町内 800 円 

          町外 1,500 円 

    炊事用具  町内 無 料 

          町外 500 円 

１６ 

ゆかむりの里 

岩井温泉 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場 

宇治 1041 
教育委員会 

（73－1302） 

芝生常設 16 ホール 

使用料：町民は無料 

    町外 1 人 400 円 

    団体 1 人につき 300 円 

    用具使用料 1 人 100 円 

休場日：12／26～3／19 

１７ 
山陰海岸ジオパーク 

海と大地の自然館 
牧谷 1794-4 

直接施設へ 

（73－1445） 

開館時間：9:00～17:00 

休館日：月曜日、祝日の翌日 

    年末年始（12/29～1/3） 

    7 月 20 日～8 月 31 日は無休 

１８ 渚交流館 牧谷 690-20 

○指NPO 法人 

岩美あくてぃぶ

カンパニー 

（73－0118） 

開館時間：9:00～17:00 

休館日：月曜日、12／29～1／3 

7 月 20 日～8 月 31 日は無休 

町民ギャラリー・更衣室・シャワー室 

１９ 東浜野外施設 陸上 
○指東浜観光協会 

（72－0273） 

海水浴場に隣接したバーベキューハウス 

180 人収容 使用料：1 人 100 円 

２０ 浦富お台場公園 浦富 2254-3 
教育委員会 

（73－1302） 
国指定史跡鳥取藩台場跡浦富台場跡 

２１ 高野坂古墳公園 岩常 388-7 
役場商工観光課  

（73－1416） 
高野坂 10 号墳移築復元 

２２ 
子育て 

支援センター 
新井 269 

直接施設へ 

（72－2922） 

開館時間：月～金 10:00～16:00 

休 館 日：土・日・祝祭日 

     12 月 29 日～1 月 3 日 

２３ 岩美めぐみ館 浦富 1976-1 

○指岩美町 

振興公社 

（73－0505） 

食品加工施設 

ミンチ、こうじ、みそ、ジャム等利用目
的により料金設定あり 

２４ 蒲生活性化施設 蒲生 1115-2 

○指一寸法師の
郷里づくり協
議会 

（76－0636） 

食品加工施設 

ミンチ、こうじ、みそ、ジャム等利用目
的により料金設定あり 

２５ 
町民 

テニスコート 
浦富 1038-6 

教育委員会 

（73－1302） 

使用時間：6:00～19:00 

使用料：無料 

２６ 

町民ウエイト 

リフティング 

練習場 

浦富 1039-1 
教育委員会 

（73－1302） 

使用料：町民は無料 

   １日・夜間      1,000 円 

   半日         500 円 

２７ 
岩井スポーツ 

施設 
岩井 176 

○指岩井温泉区 

（73－1670） 
テニスコート 1 面 

２８ 
東地区 

社会体育施設 
陸上 33 

東地区公民館 

（72－8063） 

体育館・運動場 

（○指：東地区自治会） 



番号 施 設 名 所 在 地 問合先（電話） 利 用 案 内 

２９ 
田後地区 

社会体育施設 
田後 159 

田後地区公民館 

（72－0127） 

体育館・運動場 

（○指：田後地区自治会） 

３０ 
網代地区 

社会体育施設 
網代 224 

網代地区公民館 

（72－3564） 

体育館・運動場 

（○指：網代地区自治会） 

３１ 
小田地区 

社会体育施設 
院内 290-3 

小田地区公民館 

（72－2980） 

体育館・運動場 

（○指：小田地区自治会） 

３２ 
岩井地区 

社会体育施設 
岩井 138 

岩井地区公民館 

（72－2090） 

体育館・運動場 

（○指：岩井地区自治会） 

３３ 
蒲生地区 

社会体育施設 
蒲生 2413-2 

蒲生地区公民館 

（76－0636） 

体育館・運動場 

（○指：蒲生地区自治会） 

３４ 
緑地管理中央 

センター 
浦富 2475-90 

○指岩美町 

振興公社 

（73－0505） 

開館時間：9:00～17:00 

会議室・研修室・シャワー 

３５ 学校体育施設 岩美町内４校 
教育委員会 

（73－1301） 

岩美中学校 小学校 3 校 

運動場・体育館を地域住民に開

放 

３６ 遊びの広場 新井 269 
教育委員会 

（73－1302） 
大型遊具、芝生広場 

３７ 
いわみふるさ

と音楽堂 
蒲生 2413－2 

商工観光課 

（73－1416） 

野外ステージ、控室 

バックヤード、トイレ 

 

 

 

３府県共同ドクターヘリ飛行場外離着陸場 
 

名   称 所   在   地 

岩美北小学校 岩美町大字浦富２１２８番地 

岩美西小学校 岩美町大字大谷２３４３番地 

岩美南小学校 岩美町大字新井４１９番地２ 

岩美中学校 岩美町大字浦富７０７番地 

浦富お台場公園 岩美町大字浦富２２５０番地２ 

東地区社会体育施設 岩美町大字陸上３３番地 

岩井地区社会体育施設 岩美町大字岩井１３８番地 

小田地区社会体育施設 岩美町大字院内２９０番地３ 

蒲生地区社会体育施設 岩美町大字蒲生２４１３番地２ 

岩美町民総合運動場 岩美町大字高山３０２番地 

 


