
㎡ ｍ×ｍ

井原公園テニスコート 鳥取市興南町130 S48.10 2,839 硬 4 全天候性、便所、器具庫、更衣室、照明
（財）鳥取市公園・スポー
ツ施設協会
0857-26-0888

区間整理事業

東富安公園テニスコート 鳥取市南吉方1-102 S47.4 1,640 硬 2 全天候性、便所、器具庫、照明
（財）鳥取市公園・スポー
ツ施設協会
0857-26-0888

区間整理事業

鳥取市千代テニス場 鳥取市緑ヶ丘1丁目838内2
S54.12(6面)
S56.7(6面)
S59.3管理棟

8,200 102.82×39.77 兼 12
クレーコート、便所、器具庫
管理棟154㎡

鳥取市民体育館
0857-24-5222

指定管理者
(財)鳥取市教育福祉振興会

鳥取市城北テニス場 鳥取市松並町3丁目204 S57.9 2,835 70.44×40 兼 4
クレーコート、便所、器具庫、更衣室
照明

鳥取市民体育館
0857-24-5222

指定管理者
(財)鳥取市教育福祉振興会

金沢テニス場 鳥取市金沢 H11.7 2,868 3 全天候性オムニコート
鳥取市B&G海洋セン
ター0857-28-5259

(株)エコール鳥取に管理委託

安蔵公園テニスコート 鳥取市安蔵 H2.7 2,400 3 全天候
合同会社あぞうの森
0857-56-0888

合同会社あぞうの森に管理委
託。12月から3月まではスキー場
事務所のため0857-56-0024

ニュータウン中央公園
テニス場

鳥取市若葉台南1-3-3 H2 2,246 3 全天候
（財）鳥取市公園・スポー
ツ施設協会
0857-26-0888

国府町テニス場 鳥取市国府町町屋730 S56.3 2,349 60×40 兼 3 クレーコート
市教委国府町分室
0857-39-0563

事業費17,970千円
国補(文部省)

福部町テニスコート 鳥取市福部町細川1342 S58.11 2,547.98 67.30×37.86 兼 4 クレーコート、便所
市教委福部町分室
0857-75-2815

事業費15,680千円
国補

河原町総合運動場(テニスコート) 鳥取市河原町山手631-1 H3.3 3,168 4 クレーコート4面
市教委河原町分室
0858-76-3122

事業費28,400千円
国補(文部省)

用瀬町テニスコート 鳥取市用瀬町古用瀬 H7.6 2,880 40×72
軟 2
硬 2

人工芝
用瀬町運動公園
0858-87-3332

指定管理者
(株)よろず屋

佐治町多目的運動広場
テニスコート

鳥取市佐治町大井402-10 S63.3 2,000 軟 3 器具庫、フェンス、クレーコート、照明
市教委佐治町分室
0858-88-0218

事業費75,481千円
電源立地

気高町龍見台テニスコート 鳥取市気高町日光951 H6.4 2,886 4
人工芝
(オムニコート)

市教委気高町分室
0857-82-3158

鹿野町運動広場
テニスコート

鳥取市鹿野町鹿野2285 S58.3 2,890 4
器具庫、グリーンサイドコート(準全候
性）、照明

市教委鹿野町分室
0857-84-2299

事業費29,824千円
国補(農林水産省)

青谷町グラウンド
テニスコート

鳥取市青谷町青谷1351 S58.3 2,890 4
器具庫、グリーンサイドコート（準全天候
性）、照明

市教委青谷町分室
0857-85-0014

8,750千円

青谷町運動広場 鳥取市青谷町青谷3060 H14.4 4,603 2
テニスコート（クレー仕上げ）２面、緑地広
場、器具庫

青谷町総合支所産業建
設課
0857-85-0015

過疎債

東山庭球場 米子市車尾776-1
S52.11
改修H10.4

10,000 兼 10
全天候型、器具庫、更衣室
スタンド壁打場、照明

米子市民体育館
0859-33-2861

事業費71,788千円
(有)平井工業に管理委託

湊山庭球場 米子市久米町215 S26.12 5,267 兼 4 クレーコート、スタンド、便所
米子市民体育館
0859-33-2861

スタンド収容人員3,000人
(有)平井工業に管理委託

西福原庭球場 米子市西福原649 S48.7 1,880 40×47 兼 2 クレーコート、倉庫
米子市民体育館
0859-33-2861

(有)平井工業に管理委託

加茂体育館
附属テニスコート

米子市河崎3270-2 S56.3 1,947 兼 2 クレーコート、倉庫
米子市民体育館
0859-33-2861

事業費8,500千円
(有)平井工業に管理委託

淀江庭球場 米子市淀江町西原897 S58.3 3,500 60×58 4 クレーコート、観覧席
米子市民体育館
0859-33-2861

事業費17,528千円　国補
(有)平井工業に管理委託

倉吉市営庭球場 倉吉市葵町664

S48.3
S49.3
管理棟
S58.12
改修H2.3

4,400
3,160

110×40
72×44

軟 6
硬 4

(練習コート1面)

クレーコート
管理棟90㎡
器具室
観覧席(300人)
照明

市スポーツセンター
0858-22-5674

指定管理者
(財)市教育振興事業団
船舶振興会補助(管理棟)

総合運動公園
(テニスコート)

倉吉市関金町関金宿 H6.3 2,867 4 砂入人工芝(透水タイプ)
市スポーツセンター
0858-22-5674

指定管理者
(財)市教育振興事業団

S56.10 3,810 兼 4 クレーコート、照明、器具庫
指定管理者　境港市体育協会
事業費27,500千円
国補

H元.10 1,620 兼 2
人工芝コート(1,404㎡)
照明

指定管理者　境港市体育協会
事業費19,673千円
事業費8,374千円　　国庫

岩美町 岩美町民テニスコート 岩美町浦富 S51.4 1,760 40×44 兼 2 全天候性、便所

町教委
0857-73-1302
中央公民館
0857-72-0510

中央公民館隣
国補
事業費10,560千円

郡家運動場テニスコート 八頭町奥谷 S51.9 1,394 20×64.7 軟 2
クレーコート
夜間照明

郡家公民館
0858-72-3113

屋外テニス場
(姫路公園)

八頭町姫路 H3.11 2,400 40×40 兼 3
全天候性(オムニコート)、フェンス、夜間
照明

町産業課
0858-76-0208

事業費70,000千円
国補(農林水産省)

船岡運動場
テニスコート

八頭町坂田409-1 S58.9 2,050 兼 3 クレーコート、夜間照明
船岡トレーニングセンター

0858-73-0621
事業費20,296千円

氷ノ山テニス場 若桜町舂米 H2.10 1,410 37.6×37.5 2 全天候性

氷太くん
0858-82-1111
キャンプ場管理センター
0858-82-1618

若桜町観光開発事業団に管理
委託

わかさ氷ノ山テニスコート 若桜町春米 H11.7 1,900 2 クレイコート2面
氷太くん
0858-82-1111

智頭町
総合運動公園
テニスコート

智頭町智頭2682-1
S63.3
改修H
元.11

1,638 20.67×79.54 4
全天候型テニスコート
(オムニコート)

町教委
0858-75-3112

事業費21,800千円
改修(2面増設)
事業費17,125千円

泊テニス場 湯梨浜町泊77 S7.10 2,116 40×52.9 3 オムニコート
町教委
0858-32-1987

事業費38,766千円

東郷運動公園テニス場 湯梨浜町川上885 H11.4 5,000 4
全天候型(砂入人工芝)
照明、トイレ

町教委
0858-32-1987

事業費137,000千円
国庫(建設省)

三朝町 町営美の田テニス場 三朝町本泉685 S56.3 2,819 39.77×70.88 兼 4 オムニコート、照明施設
町教委
0858-43-3518

事業費10,000千円
国補

大栄テニスコート 北栄町由良宿
S44.3
改修S53.3

2,845 不定形 軟 ４ 器具庫、駐車場、真砂土 0858-37-5871
㊓
国補

お台場公園テニスコート 北栄町由良宿１４５８－１６ H3.3 2,792 長方形 4 全天候型照明付、休憩所
公園管理事務所
0858-37-4888

国補（自治省）

琴浦町東伯テニス場 琴浦町田越５６０ S61.8 2,880 40×72 兼 ４ クレーコート、照明、器具庫
町教委
0858-52-2047

事業費33,769千円
国補（文部省）

琴浦町民テニスコート 琴浦町赤碕 S58.6 2,400 53×45 軟 ２ 便所、練習用壁打
町教委
0858-55-2707

事業費5,000千円

琴浦町赤碕テニス場 琴浦町松谷 H6.3 4,000 6
オムニコート、照明、更衣室、便所、シャ
ワー、シェルター

町教委
0858-55-2707

西伯カントリーパーク
テニスコート

南部町能竹397－1 S62.3 2,860 硬4
オムニコート、照明、更衣室、便所、温水
シャワ

西伯カントリーパーク
0859-66-5008

（株）ＴＫＳＳへ管理委託
国補(建設省)

会見ドーム 南部町浅井938 H7.2 1,065 1 人工芝、室内照明有
いこい荘
0859-64-3511

（株）山陰管財へ管理委託
ゲートボール場と兼用

伯耆町
伯耆町産地形成促進施設
テニスコート

伯耆町丸山1800-26 H8.7 4,300 兼 5
オムニコート5面、うちナイター設備3面
更衣室、シャワー、ロッカー

大山ガーデンプレイス
0859-39-8111

事業主：伯耆町
運営：伯耆町地域振興株式会社

日吉津村
日吉津村海浜運動公園テニ
スコート

日吉津村日吉津1864-1 S63.4.1 2,706 4 屋外　照明６基 0859-27-5953
事業費23,000千円
国補(文部省)

大山町
名和総合運動公園
テニスコート

大山町名和 H6.1 2,300 兼 3 砂入り人工芝コート、トイレ、照明
名和スポーツランド
0859-54-2035

鳥取市

米子市

倉吉市

境港市
市民体育館
0859-42-6770

施設名 所在地 竣工年月

境港市民テニス場
中央コート

境港市中野町2035

琴浦町

八頭町

ク　庭球場（総合運動場付属テニスコートを含む）

備考
規模 コート

数
設備の状況 連絡先設置者

北栄町

若桜町

湯梨浜町

南部町

日南町コート 日南町生山450 S37.9 3,811 軟 4 真砂土
日南町教育課
0859-82-1118

H12年度観覧席新設

ファームイン日南邑
運動広場テニスコート

日南町神戸上 S62.4 3,840 80×48 2 クレーコート
ふるさと日南邑
0859-83-1188

事業費17,800千円
単町

町民テニスコート 日野町黒坂1210-8 S56.3 1,497 40×38 2 器具庫、トイレ
町教委
0859-72-2107

事業費18,108千円
国補
H16.11人工芝改修

町民テニスコート 日野町野田309-1 H12.8 1,331 35.5×37.5 2 器具庫、トイレ
町教委
0859-72-2107

事業費18,108千円
国補
H17.2人工芝改修

江府町運動公園
テニスコート

江府町州河崎
S55
改修H17

3,658.4
コート
1,578.9

兼 4 砂入人工芝、夜間照明
管理事務所
0859-75-3229

㊓
改修事業費45,159千円
起債(過疎債)

野外運動施設テニスコート 江府町御机(大平原) S55.2 1,600 40×40 兼 2 全天候性
エバーランド奥大山
0859-77-2828

国補(農林省)
事業費24,000千円

東郷湖羽合臨海公園
テニスコート(南谷地区）

湯梨浜町南谷 S62.4 8,000 兼　8 砂入人工芝、クラブハウス
東郷湖羽合臨海公園ハ
ワイ夢広場
0858－35－4622

東郷湖羽合臨海公園
テニスコート(藤津地区）

湯梨浜町藤津650 S56.5 4,000 兼　3 照明４基、砂入人工芝
あやめ池スポーツセン
ター
0858-32-2231

布勢総合運動公園
テニスコート

鳥取市桂見 H7.4 13,559 兼 16
全天候型(砂入人工芝）
夜間照明、8面

鳥取県民体育館
0857-31-6911

事業費461,000千円

県

江府町

日野町

日南町



日南町コート 日南町生山450 S37.9 3,811 軟 4 真砂土
日南町教育課
0859-82-1118

H12年度観覧席新設

ファームイン日南邑
運動広場テニスコート

日南町神戸上 S62.4 3,840 80×48 2 クレーコート
ふるさと日南邑
0859-83-1188

事業費17,800千円
単町

町民テニスコート 日野町黒坂1210-8 S56.3 1,497 40×38 2 器具庫、トイレ
町教委
0859-72-2107

事業費18,108千円
国補
H16.11人工芝改修

町民テニスコート 日野町野田309-1 H12.8 1,331 35.5×37.5 2 器具庫、トイレ
町教委
0859-72-2107

事業費18,108千円
国補
H17.2人工芝改修

江府町運動公園
テニスコート

江府町州河崎
S55
改修H17

3,658.4
コート
1,578.9

兼 4 砂入人工芝、夜間照明
管理事務所
0859-75-3229

㊓
改修事業費45,159千円
起債(過疎債)

野外運動施設テニスコート 江府町御机(大平原) S55.2 1,600 40×40 兼 2 全天候性
エバーランド奥大山
0859-77-2828

国補(農林省)
事業費24,000千円

東郷湖羽合臨海公園
テニスコート(南谷地区）

湯梨浜町南谷 S62.4 8,000 兼　8 砂入人工芝、クラブハウス
東郷湖羽合臨海公園ハ
ワイ夢広場
0858－35－4622

東郷湖羽合臨海公園
テニスコート(藤津地区）

湯梨浜町藤津650 S56.5 4,000 兼　3 照明４基、砂入人工芝
あやめ池スポーツセン
ター
0858-32-2231

布勢総合運動公園
テニスコート

鳥取市桂見 H7.4 13,559 兼 16
全天候型(砂入人工芝）
夜間照明、8面

鳥取県民体育館
0857-31-6911

事業費461,000千円

県

江府町

日野町

日南町

㎡ ｍ×ｍ

城北テニス場 鳥取市松並町3-204 S57.9 2,835 70.44×40
メタルハライド灯
1,000W　24灯　6基
平均照度　400ルクス

鳥取市民体育館
0857-24-5222

事業費10,500千円
指定管理者
(財)鳥取市教育福祉振興会

市営美保球場 鳥取市吉成3丁目1-5号 S58.7 17,171
両翼92
中堅120

水銀ナトリウム灯　144灯4基
バッテリー　1,000ルクス
内野　500ルクス　外野　250ルクス

（財）鳥取市公園・スポー
ツ施設協会
0857-26-0888

井原公園テニスコート 鳥取市興南町130 S52.5 2,389
水銀灯　6基
1,000W×16基
平均照度　220ルクス

（財）鳥取市公園・スポー
ツ施設協会
0857-26-0888

東富安公園テニスコート 鳥取市南吉方1丁目102 S52.6 1,640
水銀灯　3基
1,000W×32基
平均照度　220ルクス

（財）鳥取市公園・スポー
ツ施設協会
0857-26-0888

市営サッカー場
バードスタジアム

鳥取市蔵田423 H7.7 11,000 125×88 196灯　4基
バードスタジアム
0857-53-6565

指定管理者
(財)鳥取県サッカー協会

河原町総合運動場 鳥取市河原町山手631-1 H4.3 16,800

メタルハライド灯　12灯　　6基
高圧ナトリウム　6灯
コンクリート柱
平均照度230ルクス

市教委河原町分室
0858-76-3122

事業費77,000千円
国補(文部省)

用瀬中学校 鳥取市用瀬町別府
S51.6
改修S56.7

5,868
水銀灯　700W　8灯　7基
　　　　700W　4灯　1基

市教委用瀬町分室
0858-87-3787

条例上社会教育施設
国補

気高町運動広場 鳥取市気高町浜村612 H4.11 10,100
メタルハライド灯　1,000W　60灯
ナトリウム灯　660W　36灯

市教委気高町分室
0857-82-3158

国補(文部省)

鹿野町運動広場 鳥取市鹿野町鹿野2285 S62.10 9,019.08
メタルハライド灯　1,000W　72灯　6基
高圧ナトリウム灯　660W　40灯
平均照度　250ルクス

市教委鹿野町分室
0857-84-2131

事業費52,360千円
国補(文部省)

鹿野町運動広場（テニスコート） 鳥取市鹿野町鹿野2285 S62.10 2,652.7
ナトリウム灯　1,000W　24灯　15基
平均照度　330ルクス

市教委鹿野町分室
0857-84-2131

国補

青谷町グラウンド（野球場） 鳥取市青谷町青谷1351外 H5.1 11,580
メタルハライド灯　1,000W　72灯　6基
ナトリウム灯　600W　72灯
平均照度　422ルクス

市教委青谷町分室
0857-85-0014

青谷町グラウンド（テニスコート） 鳥取市青谷町青谷1351外 H5.1 3,147
メタルハライド灯　1,000W　32灯　18基
平均照度　388ルクス

市教委青谷町分室
0857-85-0014

東山庭球場 米子市車尾776-1 S56.3 8,000
メタルハライド灯　1,000W　57灯
平均照度　400ルクス(10面)　13基

米子市民体育館
0859-33-2861

事業費19,600千円
(有)平井工業に管理委託

米子市民球場 米子市車尾663-1 H2.5 12,839
メタルハライド灯　1,500W
高圧ナトリウム灯　940Ｗ×372灯(6室)

米子市民球場
事業費349,000千円
(有)平井工業に管理委託

東山陸上競技場 米子市東山町97-1 H4.3 10,293
メタルハライド灯　1,000Ｗ×27灯
平均照度　45ルクス

米子市民体育館
0859-33-2861

事業費3,193千円
(有)平井工業に管理委託

東山スポーツ広場 米子市車尾653-1 H7.5 16,000
マルチハロゲン灯　1,000灯　18灯　4基
内野　792ルクス　外野　371ルクス

米子市民体育館
0859-33-2861

事業費172,000千円
(有)平井工業に管理委託

米子市営河崎公園スポーツ広場 米子市河崎3333-1 H17.12 9,400 マルチハロゲン灯　8灯　4基
米子市民体育館
0859-33-2861

指定管理者（有）平井工業

淀江スポーツ広場 米子市淀江町西原789 S59.5 15,400 140×100
マルチハロゲン灯　8灯　10基
平均照度　200ルクス

淀江体育館
0859-56-3221

事業費については淀江スポーツ
広場に含む
国補(農林水産省)
米子市教育文化事業団に管理
委託

淀江球場 米子市淀江町西原822-1 S60.3 12,300 マルチハロゲン灯　18灯　6基
淀江体育館
0859-56-3221

雇用促進事業団
米子市教育文化事業団に管理
委託

市営野球場 倉吉市葵町 S58.12 12,068
両翼92
中堅120

メタルハライド灯　1,000W　72灯
ナトリウム灯　940W　48灯　6基
平均照度　252.5ルクス

市スポーツセンター
0858-22-5674

事業費64,118千円
国補(文部省)
指定管理者
(財)市教育振興事業団

市営庭球場 倉吉市葵町 H8.9 2,708
メタルハライド灯　1,000W×32灯
平均照度　290.13ルクス

市スポーツセンター
0858-22-5674

事業費20,520千円
国補(文部省)
指定管理者
(財)市教育振興事業団

総合運動公園野球場 倉吉市関金町関金宿1620 H7.3
市スポーツセンター
0858-22-5674

事業費7,000万円
指定管理者
(財)市教育振興事業団

総合運動公園テニス場 倉吉市関金町関金宿1620 H7.3
市スポーツセンター
0858-22-5674

事業費3,000万円
指定管理者
(財)市教育振興事業団

総合運動公園多目的広場 倉吉市関金町関金宿1620 H8.3
市スポーツセンター
0858-22-5674

事業費3,300万円
指定管理者
(財)市教育振興事業団

市営竜ヶ山球場 境港市渡町96 S56.7 51,351
高圧ナトリウム灯　1,000W　26灯　4基
マルチハロゲン灯　1,000W　46灯
平均照度　200ルクス

市民体育館
0859-42-6770

事業費39,000千円
指定管理者　境港市体育協会

境港市中野町2035 S59.7 3,810
メタルハライド灯　1,000W　32灯　10基
高圧ナトリウム灯　660W　32灯
平均照度　500ルクス

市民体育館
0859-42-6770

事業費16,500千円
国補
指定管理者　境港市体育協会

境港市中野町2035 H元.10 1,616

メタルハライド灯　1,000W　1灯　6基
メタルハライド灯　1,000W　2灯　2基
メタルハライド灯　1,000W　4灯　1基
平均照度　212ルクス

市民体育館
0859-42-6770

事業費8,374千円
国補
指定管理者　境港市体育協会

市営竜ヶ山陸上競技場 境港市三軒屋町4043-2 H元.6 19,260
メタルハライド灯　1,000W　4灯　2基
コンクリート柱

市民体育館
0859-42-6770

事業費3,142千円
指定管理者　境港市体育協会

市民スポーツ広場 境港市夕陽ヶ丘1丁目4133-9 H7.10 24,206 メタルハライド灯　1,000W　6灯　6基
市民体育館
0859-42-6770

事業費33,475千円
指定管理者　境港市体育協会

郡家運動場 八頭町奥谷 S53.8 8,606
マルチハロゲン灯　1,000W 72灯
ナトリウム灯　700W 36灯
平均照度　207.9ルクス

郡家公民館
0858-72-3113

郡家運動場テニスコート 八頭町奥谷 S53.8 1,394
マルチハロゲン灯　1,000W 72灯
平均照度　200.５ルクス

郡家公民館
0858-72-3113

郡家野球場 八頭町郡家385-3 S63.8 11,827.07
メタルハライド灯　1,000W 54灯　　　6基
ナトリウム灯　660W 54灯
平均照度　207.9ルクス

町教委
0857-84-1232

事業費56,615千円
国補

姫路公演テニス場 八頭町姫路 H3.11 1,600
12基48灯
メタルハライド灯　700W 48灯
平均照度　200ルクス

私都荘
0858-74-0302

事業費17,800千円

船岡トレーニングセンター
テニスコート

八頭町坂田409-1 S59.8
照明灯　14灯4基
水銀灯　1,000W 12灯
           660W 7灯

船岡トレーニングセンター

0858-73-0621

船岡トレーニングセンター
ゲートボールコート

八頭町坂田620-9 S59.8
水銀灯　1,000W 2灯
           660W 2灯

船岡トレーニングセンター

0858-73-0621

船岡運動場
八頭町坂田409-1
(トレーニングセンター隣接)

S59.8 10,640

照明灯 6基84灯(1基14灯)
水銀灯　1,000W 7灯
ナトリウム灯　600W 7灯
平均照度　200ルクス

船岡トレーニングセンター

0858-73-0621

事業費321,321千円
国補

事業費2,800千円3,157

設置者 施設名

八頭町

備考

事業費125,364千円
国補(文部省)

市民テニス場中央コート

倉吉市

ケ　屋外運動場照明施設

米子市

鳥取市

境港市

所在地 竣工年月
規模

設備の状況 連絡先



㎡ ｍ×ｍ

城北テニス場 鳥取市松並町3-204 S57.9 2,835 70.44×40
メタルハライド灯
1,000W　24灯　6基
平均照度　400ルクス

鳥取市民体育館
0857-24-5222

事業費10,500千円
指定管理者
(財)鳥取市教育福祉振興会

市営美保球場 鳥取市吉成3丁目1-5号 S58.7 17,171
両翼92
中堅120

水銀ナトリウム灯　144灯4基
バッテリー　1,000ルクス
内野　500ルクス　外野　250ルクス

（財）鳥取市公園・スポー
ツ施設協会
0857-26-0888

井原公園テニスコート 鳥取市興南町130 S52.5 2,389
水銀灯　6基
1,000W×16基
平均照度　220ルクス

（財）鳥取市公園・スポー
ツ施設協会
0857-26-0888

東富安公園テニスコート 鳥取市南吉方1丁目102 S52.6 1,640
水銀灯　3基
1,000W×32基
平均照度　220ルクス

（財）鳥取市公園・スポー
ツ施設協会
0857-26-0888

市営サッカー場
バードスタジアム

鳥取市蔵田423 H7.7 11,000 125×88 196灯　4基
バードスタジアム
0857-53-6565

指定管理者
(財)鳥取県サッカー協会

河原町総合運動場 鳥取市河原町山手631-1 H4.3 16,800

メタルハライド灯　12灯　　6基
高圧ナトリウム　6灯
コンクリート柱
平均照度230ルクス

市教委河原町分室
0858-76-3122

事業費77,000千円
国補(文部省)

用瀬中学校 鳥取市用瀬町別府
S51.6
改修S56.7

5,868
水銀灯　700W　8灯　7基
　　　　700W　4灯　1基

市教委用瀬町分室
0858-87-3787

条例上社会教育施設
国補

気高町運動広場 鳥取市気高町浜村612 H4.11 10,100
メタルハライド灯　1,000W　60灯
ナトリウム灯　660W　36灯

市教委気高町分室
0857-82-3158

国補(文部省)

鹿野町運動広場 鳥取市鹿野町鹿野2285 S62.10 9,019.08
メタルハライド灯　1,000W　72灯　6基
高圧ナトリウム灯　660W　40灯
平均照度　250ルクス

市教委鹿野町分室
0857-84-2131

事業費52,360千円
国補(文部省)

鹿野町運動広場（テニスコート） 鳥取市鹿野町鹿野2285 S62.10 2,652.7
ナトリウム灯　1,000W　24灯　15基
平均照度　330ルクス

市教委鹿野町分室
0857-84-2131

国補

青谷町グラウンド（野球場） 鳥取市青谷町青谷1351外 H5.1 11,580
メタルハライド灯　1,000W　72灯　6基
ナトリウム灯　600W　72灯
平均照度　422ルクス

市教委青谷町分室
0857-85-0014

青谷町グラウンド（テニスコート） 鳥取市青谷町青谷1351外 H5.1 3,147
メタルハライド灯　1,000W　32灯　18基
平均照度　388ルクス

市教委青谷町分室
0857-85-0014

東山庭球場 米子市車尾776-1 S56.3 8,000
メタルハライド灯　1,000W　57灯
平均照度　400ルクス(10面)　13基

米子市民体育館
0859-33-2861

事業費19,600千円
(有)平井工業に管理委託

米子市民球場 米子市車尾663-1 H2.5 12,839
メタルハライド灯　1,500W
高圧ナトリウム灯　940Ｗ×372灯(6室)

米子市民球場
事業費349,000千円
(有)平井工業に管理委託

東山陸上競技場 米子市東山町97-1 H4.3 10,293
メタルハライド灯　1,000Ｗ×27灯
平均照度　45ルクス

米子市民体育館
0859-33-2861

事業費3,193千円
(有)平井工業に管理委託

東山スポーツ広場 米子市車尾653-1 H7.5 16,000
マルチハロゲン灯　1,000灯　18灯　4基
内野　792ルクス　外野　371ルクス

米子市民体育館
0859-33-2861

事業費172,000千円
(有)平井工業に管理委託

米子市営河崎公園スポーツ広場 米子市河崎3333-1 H17.12 9,400 マルチハロゲン灯　8灯　4基
米子市民体育館
0859-33-2861

指定管理者（有）平井工業

淀江スポーツ広場 米子市淀江町西原789 S59.5 15,400 140×100
マルチハロゲン灯　8灯　10基
平均照度　200ルクス

淀江体育館
0859-56-3221

事業費については淀江スポーツ
広場に含む
国補(農林水産省)
米子市教育文化事業団に管理
委託

淀江球場 米子市淀江町西原822-1 S60.3 12,300 マルチハロゲン灯　18灯　6基
淀江体育館
0859-56-3221

雇用促進事業団
米子市教育文化事業団に管理
委託

市営野球場 倉吉市葵町 S58.12 12,068
両翼92
中堅120

メタルハライド灯　1,000W　72灯
ナトリウム灯　940W　48灯　6基
平均照度　252.5ルクス

市スポーツセンター
0858-22-5674

事業費64,118千円
国補(文部省)
指定管理者
(財)市教育振興事業団

市営庭球場 倉吉市葵町 H8.9 2,708
メタルハライド灯　1,000W×32灯
平均照度　290.13ルクス

市スポーツセンター
0858-22-5674

事業費20,520千円
国補(文部省)
指定管理者
(財)市教育振興事業団

総合運動公園野球場 倉吉市関金町関金宿1620 H7.3
市スポーツセンター
0858-22-5674

事業費7,000万円
指定管理者
(財)市教育振興事業団

総合運動公園テニス場 倉吉市関金町関金宿1620 H7.3
市スポーツセンター
0858-22-5674

事業費3,000万円
指定管理者
(財)市教育振興事業団

総合運動公園多目的広場 倉吉市関金町関金宿1620 H8.3
市スポーツセンター
0858-22-5674

事業費3,300万円
指定管理者
(財)市教育振興事業団

市営竜ヶ山球場 境港市渡町96 S56.7 51,351
高圧ナトリウム灯　1,000W　26灯　4基
マルチハロゲン灯　1,000W　46灯
平均照度　200ルクス

市民体育館
0859-42-6770

事業費39,000千円
指定管理者　境港市体育協会

境港市中野町2035 S59.7 3,810
メタルハライド灯　1,000W　32灯　10基
高圧ナトリウム灯　660W　32灯
平均照度　500ルクス

市民体育館
0859-42-6770

事業費16,500千円
国補
指定管理者　境港市体育協会

境港市中野町2035 H元.10 1,616

メタルハライド灯　1,000W　1灯　6基
メタルハライド灯　1,000W　2灯　2基
メタルハライド灯　1,000W　4灯　1基
平均照度　212ルクス

市民体育館
0859-42-6770

事業費8,374千円
国補
指定管理者　境港市体育協会

市営竜ヶ山陸上競技場 境港市三軒屋町4043-2 H元.6 19,260
メタルハライド灯　1,000W　4灯　2基
コンクリート柱

市民体育館
0859-42-6770

事業費3,142千円
指定管理者　境港市体育協会

市民スポーツ広場 境港市夕陽ヶ丘1丁目4133-9 H7.10 24,206 メタルハライド灯　1,000W　6灯　6基
市民体育館
0859-42-6770

事業費33,475千円
指定管理者　境港市体育協会

郡家運動場 八頭町奥谷 S53.8 8,606
マルチハロゲン灯　1,000W 72灯
ナトリウム灯　700W 36灯
平均照度　207.9ルクス

郡家公民館
0858-72-3113

郡家運動場テニスコート 八頭町奥谷 S53.8 1,394
マルチハロゲン灯　1,000W 72灯
平均照度　200.５ルクス

郡家公民館
0858-72-3113

郡家野球場 八頭町郡家385-3 S63.8 11,827.07
メタルハライド灯　1,000W 54灯　　　6基
ナトリウム灯　660W 54灯
平均照度　207.9ルクス

町教委
0857-84-1232

事業費56,615千円
国補

姫路公演テニス場 八頭町姫路 H3.11 1,600
12基48灯
メタルハライド灯　700W 48灯
平均照度　200ルクス

私都荘
0858-74-0302

事業費17,800千円

船岡トレーニングセンター
テニスコート

八頭町坂田409-1 S59.8
照明灯　14灯4基
水銀灯　1,000W 12灯
           660W 7灯

船岡トレーニングセンター

0858-73-0621

船岡トレーニングセンター
ゲートボールコート

八頭町坂田620-9 S59.8
水銀灯　1,000W 2灯
           660W 2灯

船岡トレーニングセンター

0858-73-0621

船岡運動場
八頭町坂田409-1
(トレーニングセンター隣接)

S59.8 10,640

照明灯 6基84灯(1基14灯)
水銀灯　1,000W 7灯
ナトリウム灯　600W 7灯
平均照度　200ルクス

船岡トレーニングセンター

0858-73-0621

事業費321,321千円
国補

事業費2,800千円3,157

設置者 施設名

八頭町

備考

事業費125,364千円
国補(文部省)

市民テニス場中央コート

倉吉市

ケ　屋外運動場照明施設

米子市

鳥取市

境港市

所在地 竣工年月
規模

設備の状況 連絡先

郡家運動場 八頭町奥谷 S53.8 8,606
マルチハロゲン灯　1,000W 72灯
ナトリウム灯　700W 36灯
平均照度　207.9ルクス

郡家公民館
0858-72-3113

郡家運動場テニスコート 八頭町奥谷 S53.8 1,394
マルチハロゲン灯　1,000W 72灯
平均照度　200.５ルクス

郡家公民館
0858-72-3113

郡家野球場 八頭町郡家385-3 S63.8 11,827.07
メタルハライド灯　1,000W 54灯　　　6基
ナトリウム灯　660W 54灯
平均照度　207.9ルクス

町教委
0857-84-1232

事業費56,615千円
国補

姫路公演テニス場 八頭町姫路 H3.11 1,600
12基48灯
メタルハライド灯　700W 48灯
平均照度　200ルクス

私都荘
0858-74-0302

事業費17,800千円

船岡トレーニングセンター
テニスコート

八頭町坂田409-1 S59.8
照明灯　14灯4基
水銀灯　1,000W 12灯
           660W 7灯

船岡トレーニングセンター

0858-73-0621

船岡トレーニングセンター
ゲートボールコート

八頭町坂田620-9 S59.8
水銀灯　1,000W 2灯
           660W 2灯

船岡トレーニングセンター

0858-73-0621

船岡運動場
八頭町坂田409-1
(トレーニングセンター隣接)

S59.8 10,640

照明灯 6基84灯(1基14灯)
水銀灯　1,000W 7灯
ナトリウム灯　600W 7灯
平均照度　200ルクス

船岡トレーニングセンター

0858-73-0621

ふれあい広場 若桜町若桜 H10.3 8,000
屋内運動場、多目的広場、照明、便所、
駐車場

町教委
0858-82-2213

事業費7,753千円
国補

中之島公園 若桜町若桜 H13.12 23,100
野球場1面、ナイター照明、遊具、芝広
場、駐車場

町建設課
0858-82-2236

池田花の木広場・多目的広場 若桜町中原320 H3.10 4,659 多目的広場、照明、遊具
町教委
0858-82-2213

事業費4,286千円
国補
転用（H21.4.1）

総合運動場グランド 智頭町智頭2682-1 H元.10 13,316

ネオハライド灯　54灯
高圧ナトリウム灯　54灯
照明灯　6基
電撃殺虫器　6器
平均照度　614ルクス

町教委
0858-75-3112

総合運動場テニスコート 智頭町智頭2682-1 H元.10 1,638
ネオハライド灯　24灯
照明灯　6基
平均照度　535ルクス

町教委
0858-75-3112

山形地区コミュニティー広場 智頭町郷原 H2.9 473
マルチハロゲン灯　4灯
照明灯　4基

町教委
0858-75-3112

事業費5,121千円
国補(通産省)

羽合西コミュニティー 湯梨浜町はわい長瀬1350 S55.7 600 30×20 水銀灯投光器 400W 6台
町教委
0858-32-1987

事業費135千円

東郷小学校 湯梨浜町小鹿谷820 H17.3 12,000 マルチハロゲンランプ　1000W　18灯
町教委
0858-32-1987

事業費11,400千円

羽合小学校 湯梨浜町はわい長瀬535 H18.3 15,000 マルチハロゲンランプ　1000W　40灯
町教委
0858-32-1987

事業費18,879千円
学校体育施設補助

泊小学校 湯梨浜町泊280 H18.10 8,000 マルチハロゲンランプ　1000W　12灯
町教委
0858-32-1987

事業費4,883千円

東郷運動公園野球場 湯梨浜町河上885 H11.4 14,335 1000Wランプ144灯
町教委
0858-32-1987

東郷運動公園テニス場 湯梨浜町河上885 H11.4 3,549 1000Wランプ　32灯
町教委
0858-32-1987

町営美の田テニス場 三朝町本泉685 S56.3 2,819 メタルハライド灯　1,000W　8塔2灯
町教委
0858-43-3518

事業費　テニス場に含む
国補

町営野球場 三朝町本泉685 S56.3 11,636

メタルハライド灯　1,000W　9灯
高圧ナトリウム灯　640W　9灯　6基
バッテリー1000ルクス・外野250ルクス・内
野500ルクス

町教委
0858-43-3518

事業費　野球場に含む
国補

町営陸上競技場 三朝町本泉685 S59.3 11,500 2基
町教委
0858-43-3518

北条運動場 北栄町土下 S47 11,000 100×110
北栄町B＆G海洋センター

0858-36-4331

北条野球場 北栄町国坂 S63.2 18,691

6基／照度＝バッテリー間1,000ルクス
内野　700ルクス　残置灯　外野　300ルク
ス　タイム警告灯
全体350ルクス／コインタイマー式

北栄町B＆G海洋センター

0858-36-4331
(財)北条スポーツクラブに委託

大栄野球場 北栄町由良宿 H6.10 14,000 6基／照度＝2,000～500ルクス
北栄町B＆G海洋センター
0858-36-4331

㊓

お台場公園多目的広場 　〃　　〃 H3.3 8,900 照明基　4基
公園管理事務所
0858-37-4888

国補(自治省)

お台場公園テニスコート 　〃　　〃 　〃 2,792 照明基　6基
公園管理事務所
0858-37-4888

お台場公園ゲートボールコート 　〃　　〃 　〃 800 照明基　8基
公園管理事務所
0858-37-4888

琴浦町東伯テニス場 琴浦町田越５６０ S62.3 2,880 40×72
メタルハライド灯　1,000W　30灯　6基
平均照度　314ルクス

町教委
0858-55-2707

事業費10,380千円
国補(文部省)

琴浦町東伯野球場 琴浦町田越５６０ H元.9 11,435

メタルハライド灯　80灯
高圧ナトリウム灯　40灯
24灯×4基
12灯×2基
平均照度　307ルクス

町教委
0858-55-2707

事業費41,363千円
国補(文部省)

琴浦町赤碕テニス場 琴浦町松谷 H6.3 4,000
町教委
0858-55-2707

琴浦町赤碕総合運動公園
多目的広場

琴浦町松谷 H4.6 11,768
町教委
0858-55-2707

琴浦町赤碕野球場 琴浦町松谷 H6.3 15,000
町教委
0858-55-2707

西伯カントリーパーク野球場 南部町能竹 S62.3 12,535
マルチハロゲン灯　1,000W　2灯　6基
高圧ナトリウム灯　940W　36灯

西伯カントリーパーク
0859-66－5008

国補(建設省)

西伯カントリーパーク
テニスコート

南部町能竹 H2.3 2,860 マルチハロゲン灯　700W　64灯　10基
西伯カントリーパーク
0859-66－5008

国補(建設省)

町民野球場 南部町浅井 S58.1 10,006
メタルハライド灯　1,000W　72灯
高圧ナトリウム灯　940W　36灯
平均照度　226ルクス

町教委
0859-64－3787

事業費49,000千円
国補

金田ゲートボール場 南部町金田 S57.11 300 15×20 1面、照明
町教委
0859-64－3787

伯耆町岸本グランド 伯耆町大殿41 S47.8 11,200
水銀灯　400W　8灯　4基
　　　　　 1,000W　6灯　2基
平均照度　55.2ルクス

伯耆町総合スポーツ公園

0859-68-3775
町費6,581千円

溝口多目的グラウンド 伯耆町宇代900 H9.4 11,822
水銀灯　12灯　5基
　　　　　　８灯　1基

伯耆町教育委員会
0859-62-0927

日吉津村 海浜運動公園テニスコート 日吉津村日吉津 S62.7 2,706 メタルハライド灯　1,000W　32灯　6基
村建設課
0859-27-0211

事業費23,000千円
国補(文部省)

大山農村運動広場 大山町今在家 S59.3 11,390
メタルハライド灯　1,000W　140灯　6基
平均照度　248ルクス

大山農業者トレーニング
センター
0859-53-8139

事業費61,000千円
国補

名和総合運動公園陸上競技場 大山町名和 H6.1 19,700
名和スポーツランド
0859-54-2035

名和総合運動公園野球場 大山町名和 H6.1 17,000
名和スポーツランド
0859-54-2035

名和総合運動公園テニスコート 大山町名和 H6.1 2,300
名和スポーツランド
0859-54-2035

日南町 総合運動場 日南町生山450 S59.3 10,900
メタルハライド灯　1,000W　72灯
高圧ナトリウム灯　940W　36灯　6基
平均照度　262ルクス

町教委
0859-82-1118

事業費55,000千円
国補

日野町 運動広場夜間照明施設 日野町黒坂1109 H3.12 8,000
照明灯　6基(23m高)
投光器(電球)　18灯　6基

日野町公民館
0859-74-0212

事業費76,827千円
H17.3.31使用停止

運動公園総合グラウンド 江府町洲河崎 S57 11,419
照明塔6基
メタルハイライドランプ　1,000W　60個
高圧ナトリウムランプ　660W　60個

管理事務所
0859-75-3229

㊓
事業費49,598千円
国補(文部省)

運動公園テニスコート 江府町洲河崎 S58 2,982
照明塔6基
32灯×1,000W
平均照度　235ルクス

管理事務所
0859-75-3229

㊓
事業費11,635千円
国補(文部省)

県立布勢総合運動公園
野球場

鳥取市布勢146-1 S58.10 18,272
メタルハライド灯　27灯　　　4基
高圧ナトリウム灯　18灯
内野　500ルクス　外野300ルクス

県都市計画課
0857-26-7369

県立布勢総合運動公園
球技場

鳥取市布勢146-1 S59.5 24,000 120×200
メタルハライド灯　24灯　4基
平均照度　150ルクス

県都市計画課
0857-26-7369

県立布勢総合運動公園
陸上競技場

鳥取市布勢146-1 S59.5 32,240

照明塔　4基
メタルハライド灯 1500W 48×4
メタルハライド灯 1000W  3×4
高圧ナトリウム灯 940W 18×4
1基あたり 69灯
平均照度　500ルクス

県都市計画課
0857-26-7369

事業費321,321千円
国補

琴浦町

事業費2,800千円3,157

湯梨浜町

若桜町

三朝町

智頭町

八頭町

県

江府町

事業費71,070千円

大山町

南部町

伯耆町

北栄町


