
敷地面積㎡ 設備の状況

鳥取市 用瀬町運動公園 鳥取市用瀬町古用瀬 H7.7
野球場、多目的運動場(131,000㎡）テニ
スコート（7,000㎡）
ゲートボール場（1,500㎡）

運動公園管理棟
0858-87-3332

東山公園 米子市東山町97-1 H58.8 242,000㎡
体育館2棟、水泳場、多目的運動場
（8,000㎡、16,000㎡）、陸上競技場、庭球
場（10面）、野球場、球技場、弓道場

米子市民体育館
0859-33-2861

㈲平井工業へ管理委託、屋内水
泳場は、（一財）鳥取県水泳連盟
に管理委託

湊山公園 米子市久米町63-1
野球場、庭球場、
ランニングコース（1.8km）

米子市民体育館
0859-33-2861

管理委託：(有)平井工業

淀江総合運動公園 米子市淀江町西原805 S59.4 40,000㎡
野球場、体育館、多目的グランド(154,000
㎡)、テニスコート（4面）

米子市民体育館
0859-33-2861

管理委託：(有)平井工業

倉吉市 関金町総合運動公園 倉吉市関金町関金宿
H6.3
　～H10.3

野球場、テニス場、多目的広場
屋根付多目的広場

市スポーツセンター
0858-22-5674

岩美町 岩美町民総合運動場 岩美町高山302
S57.12
H9.3改良

47,000㎡
野球場(16,000㎡)、サッカー場（7,000
㎡）、陸上競技場400m×8ゲートボール
場4面、多目的広場

岩美町教育委員会
0857-73-1302

事業費(改良)
667,595円(起債）

船岡運動場 八頭町坂田409-1 S57.6 13,690㎡
多目的グラウンド(10,700㎡）
テニスコート（2,050㎡）
ゲートボールコート（940㎡）

船岡トレーニングセンター
0858-73-0621

㊓

八東総合運動公園 八頭町徳丸528 H7.9 62,253㎡
野球場、屋根付多目的広場、
屋外多目的広場

八東総合運動公園管理棟
0858-84-2890

㊓
事業費
1,803,000千円

智頭町 智頭町総合運動公園 智頭町智頭2682-1 H3.3 20,068㎡
テニスコート4面、多目的運動場1
夜間照明

智頭町教育委員会
0858-75-3112

事業費311,429千円

湯梨浜町 東郷運動公園 湯梨浜町川上1060 H11.5 50,000㎡
野球場（30,000㎡）、多目的広場（9,400
㎡）、テニスコート（5,000㎡）、フットサル
コート（1,125㎡）

東郷運動公園
0858-32-2840

事業費2,000,000千円
国補（国土交通省）
指定管理：(株)チュウブ

三朝町 三朝町総合運動公園 三朝町本泉 S60.1 31,909㎡
野球場（11,636㎡）、陸上競技場（11,500
㎡）、GG、GB場（1,781㎡)、テニスコート
（2,819㎡）、多目的スポーツ（4,173㎡）

三朝町教育委員会
0858-43-3518

管理委託
三朝町シルバー人材センター

北栄町 お台場公園 北栄町由良宿1458-16 H3.3 97,000㎡
多目的広場(8,900㎡)、テニスコート（4
面）、ゲートボールコート(2面）、キャンプ
場（キャンプサイト30ヶ所）

お台場公園管理事務所
0858-37-4888

総事業費
925,968千円
県補助金
15,000千円

東伯総合公園 琴浦町田越560 S59.5 152,000㎡
体育館（1,408㎡）、野球場、サッカー場
多目的広場、テニス場

琴浦町総合体育館
0858-52-2047

事業費2,500,000千円
国補（建設省）

赤碕総合運動公園 琴浦町松谷564-2 H6.3 55,000㎡
野球場(15000㎡)、多目的運動場(11768
㎡)、テニスコート(4000㎡)、ふるさと広場
(7100㎡)、子供広場(2800㎡)、駐車場

琴浦町農業者トレーニングセン
ター0858-55-2707

事業費
1,431,100千円
地総債一般財源

南部町 西伯カントリーパーク 南部町能竹397-1 H3.3 77,000㎡
野球場(13,690㎡)、テニスコート(4,060
㎡)、ゲートボールコート(1,660㎡)、多目
的広場(6,000㎡)

西伯カントリーパーク
0859-66-5008

事業費1,055,000千円
国補（建設省）

伯耆町 伯耆町総合スポーツ公園 伯耆町大原1006-3 H7.10 122,232㎡

体育館(852㎡)、トレーニングルーム(430
㎡)、ラグビー場(17,400㎡)、多目的ｸﾞﾗｳﾝ
ﾄﾞ(12,000㎡)、野球場(23,500㎡)、ゲート
ボール場(2,900㎡)、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場6,000
㎡

伯耆町総合スポーツ公園
0859-68-3775

総事業費
2,174,721千円

大山総合運動公園 大山町今在家611 H1.6 21,363㎡
照明付野球場（10,700㎡)
体育館(1,525㎡)
多目的運動場(9,138㎡）

大山町教育委員会
0859-54-5212

（株）かいけに管理委託

名和総合運動公園 大山町名和1247-1 Ｈ6.1 89,209㎡

照明付野球場(17,000㎡)
体育館(2,579㎡)
テニスコート(2,300㎡)
陸上競技場(19,700㎡)

大山町教育委員会
0859-54-5212

（株）かいけに管理委託

中山総合運動公園 大山町下甲1022-5 H1.6 26,437㎡

野球場（11,000㎡)
体育館(1,737㎡)
運動場(6,000㎡)
多目的運動広場(9,140㎡）

大山町教育委員会
0859-54-5212

（株）かいけに管理委託

日南町 日南町総合運動場 日南町生山450 S37.9 13,027㎡
多目的運動場
(陸上競技場、野球場を兼ねる）

日南町教育委員会
0859-82-1118

周辺に社会体育館、テニスコート
武道館、中学校体育館が配置さ
れていることで総合機能を有する

江府町 江府町運動公園 江府町大字洲河崎62 S57.10 25,000㎡

総合グラウンド（12,483㎡）
総合体育館（4,173㎡）
テニスコート（4面）
プール（25m×5コース、幼児プール）

江府町教育委員会
0859-75-2223

事業費　167,096千円
電源交付金　139,400千円
（一部委託）　町シルバー人材セ
ンター

布勢総合運動公園 鳥取市布勢146-1 S59.8 520,000㎡
陸上競技場、補助陸上競技場、野球場、
球技場、多目的広場、テニス場、体育
館、室内練習場

布勢総合運動公園
0857-28-7221

東郷湖羽合臨海公園 湯梨浜町藤津650
体育館、テニスコート、ゲートボール場、
多目的広場

あやめ池スポーツセンター
0858-32-2189

設　置　場　所

米子市

琴浦町

八頭町

大山町

県

イ　総合運動公園施設について
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設置者 施　　設　　名

フィールド 内訳

米子市 東山陸上競技場 米子市東山町97-1

S44.7
改修S62.3
　　　H11.3
H24.2

10,293
トラック400m
　　　4,483㎡

全天候舗装
便所、器具庫、会議室、更衣室、シャワー
室、観覧席(メイン1,700人)、照明

米子市民体育館
0859-33-2861

2種公認(S62.9.14) 更新
(H23.12.21)
事業費225,000千円
国補(建設省)
(有)平井工業に管理委託

倉吉市 市営陸上競技場 倉吉市葵町698

S27.4
改修S57.3
　　　H5.3
      H19.3

31,500
トラック400m
　　　8コース

全天候舗装
選手控室、便所2、
観覧席(収容人員20,000人)

市スポーツセンター
0858-22-5674

3種公認
(財)市教育振興事業団に管理委
託

境港市 竜ヶ山陸上競技場 境港市三軒屋4043-2
S60.5
改修H7.3

19,260
トラック400m
　　　8コース

器具庫棟
観覧席(屋根付、メイン266人、芝生4,130
人)

市民体育館
0859-42-6770

3種公認
事業費313,752千円
国補(防衛庁)
指定管理者
境港市体育協会

三朝町 町営陸上競技場 三朝町本泉769-1 S59.3 11,500
トラック300m
　　　6コース

管理棟、駐車場、照明
町教委
0858-43-3518

事業費289,681千円
国補(通産省)
電源交付金

大山町
名和総合運動公園
陸上競技場

大山町名和1247-1 H6.1 19,700
トラック300m
　　　8コース

全天候舗装
管理棟
観覧席(メイン6,750人、芝生17,750人)

名和スポーツランド
0859-54-2035

県
県立布勢総合運動公園
陸上競技場

鳥取市布勢146-1 S59.5 16,489
トラック400m
　　　9コース

全天候舗装
観客席（メイン6,750人、芝生17,750人）

布勢総合運動公園
0857-28-7221

1種公認
事業費1,419,000千円
国補（建設省）
（公財）県体育協会に管理委託

ウ　陸上競技場

設置者 施設 所在地
竣　　工
年月日

規模
設備の状況 連絡先 備考


