
区　分 電話番号

八橋運動公園陸上競技場 八橋運動公園1-10 823-1472 ソユースタジアム

八橋運動公園硬式野球場 八橋運動公園1-7 867-1000 さきがけ八橋球場

八橋運動公園テニスコート 八橋運動公園1-10 823-1472 ソユースタジアム

八橋運動公園相撲場 八橋運動公園1-10 823-1472 ソユースタジアム

八橋運動公園球技場 八橋運動公園1-1 883-1870 あきぎんスタジアム

八橋運動公園多目的グラウンド 八橋運動公園1-10 823-1472 ソユースタジアム

八橋運動公園第2球技場　　 八橋運動公園1-1 883-1870 スペースプロジェクト・ドリームフィールド

八橋運動公園健康広場 八橋運動公園1-10 883-1870 あきぎんスタジアム

秋田市立体育館 八橋本町六丁目12-20 866-2600 CNAアリーナ★あきた

秋田市立茨島体育館 茨島一丁目4-71 865-1417

西部体育館
（秋田市勤労者体育センター）

新屋鳥木町2-55 828-1180

秋田市立河辺体育館 河辺和田字上中野186 882-3654

秋田市立雄和体育館 雄和妙法字上大部95-1 886-2844

秋田市立雄和南体育館 雄和神ヶ村字陳笠259 887-2318

一つ森公園コミュニティ体育館 下北手桜字蛭沢141-7 831-8300

サンライフ秋田 八橋南一丁目8-7 863-1391

勝平屋内ゲートボール場 新屋豊町1-31 866-1055

屋内多目的運動場「光沼アリーナ」 土崎港相染町字沼端77 847-4602

北野田公園アリーナ 河辺北野田高屋字小高37-1 881-1950

一つ森公園弓道場 下北手桜字蛭沢62-1 831-8300 一つ森公園コミュニティ体育館

土崎市民グラウンド 土崎港西四丁目3-1 846-1133
北部市民サービスセンター
地域活動室

勝平市民グラウンド 新屋豊町153-1 866-1055 勝平屋内ゲートボール場

河辺岩見三内野球場 河辺三内字上野58-2 882-3654 河辺体育館

河辺和田野球場 河辺和田字和田224 882-3654 河辺体育館

河辺戸島野球場 河辺戸島字上野50-1 882-3654 河辺体育館

スポパークかわべ 河辺岩見字萱森上野17-2 881-2411

雄和新波野球場 雄和新波字寺沢31-1 887-2318 雄和南体育館

雄和花の森野球場 雄和石田字蟹沢39 886-2844 雄和体育館

雄和花の森テニスコート 雄和石田字蟹沢41 886-2844 雄和体育館

雄物川河川緑地野球場・テニスコート 仁井田字新中島828-24 829-0223 秋田リバーサイドグリーン

御所野近隣公園野球場・テニスコート 御所野湯本三丁目1-1
829-0223
826-0620

秋田リバーサイドグリーン
御所野総合公園管理事務所（利用当日の空き状況）

御所野総合公園テニスコート 御所野地蔵田3-1
829-0223
826-0620

秋田リバーサイドグリーン
御所野総合公園管理事務所（利用当日の空き状況）

太平山リゾート公園テニスコート 仁別字小水沢134 827-2270 太平山リゾート公園総合案内所

秋操近隣公園テニスコート 泉中央六丁目3-1 831-8300 一つ森公園コミュニティ体育館

一つ森公園テニスコート 楢山字石塚谷地地内 831-8300 一つ森公園コミュニティ体育館

光沼近隣公園テニスコート 土崎港相染町字沼端77 847-4602 屋内多目的運動場「光沼アリーナ」

北野田公園テニスコート 河辺北野田高屋字小高37-1 881-1950 北野田公園アリーナ

浜田森林総合公園テニスコート、林間広場 浜田字稲見沢地内 828-5322 浜田森林総合公園管理棟
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区　　　分区　分 電話番号

秋田県立体育館 八橋運動公園1-12 862-3782

秋田県立武道館 新屋町字砂奴寄2-2 862-6651

秋田県立総合プール 新屋町字砂奴寄4-6 895-5056 向浜スポーツゾーン総合事務所

秋田県立スケート場 新屋町字砂奴寄2-2 895-5056 向浜スポーツゾーン総合事務所

向浜運動広場 新屋町字砂奴寄4-6 895-5056 向浜スポーツゾーン総合事務所

新屋運動広場 豊岩石田坂字館野21-9 888-8050

秋田県立野球場「こまちスタジアム」 新屋町字砂奴寄4-6 895-5056 向浜スポーツゾーン総合事務所

秋田県立中央公園 雄和椿川字駒坂台4-1 886-3131

秋田県スポーツ科学センター 八橋運動公園1-5 864-7911

秋田市立中央図書館明徳館 千秋明徳町4-4 832-9220 きららとしょかん明徳館

秋田市立中央図書館明徳館河辺分館
　　　　　　　　（せせらぎライブラリー）

河辺北野田高屋字上前田表66-1 881-1202
きららとしょかん明徳館河辺分館
（河辺総合福祉交流センター内）

秋田市立中央図書館明徳館文庫（フォンテ文庫） 中通二丁目８－１ 893-6167 （フォンテＡＫＩＴＡ６階）

秋田市立土崎図書館 土崎港中央六丁目16-30 845-0572 きららとしょかん土崎図書館

秋田市立新屋図書館 新屋大川町12-26 828-4215 きららとしょかん新屋図書館

秋田市立雄和図書館 雄和妙法字上大部48-1 886-2853 きららとしょかん雄和図書館

秋田市視聴覚ライブラリー 河辺北野田高屋字上前田表66-1 882-5535 河辺総合福祉交流センター内

秋田市立千秋美術館 中通二丁目3-8 836-7860
アトリオン内
※大規模改修工事のため令和４年６
月13日（月）から約２年間休館予定

秋田市立赤れんが郷土館 大町三丁目3-21 864-6851

秋田市民俗芸能伝承館 大町一丁目3-30 866-7091

秋田市立佐竹史料館 千秋公園1-4 832-7892

秋田市文化会館 山王七丁目3-1 865-1191

秋田城跡歴史資料館 寺内焼山9-6 845-1837

土崎みなと歴史伝承館 土崎港西三丁目10ー27 838-4244

新屋ガラス工房 新屋表町５－２ 853-4201

大森山動物園 浜田字潟端154 828-5508 あきぎんオモリンの森

将軍野高齢者学習センター（松林館） 将軍野南一丁目10-81 846-7056

太平山自然学習センター まんたらめ 仁別字マンタラメ227-1 827-2171

自然科学学習館  東通仲町4-1 887-5330 秋田拠点センターアルヴェ内

秋田市文化創造館 千秋明徳町3-16 893-5656

秋田大学工学資源学部付属鉱業博物館 手形字大沢28-2 889-2461

仁別森林博物館 仁別字務沢国有林22林班 827-2322

秋田県生涯学習センター 山王中島町1-1 865-1171

秋田総合生活文化会館「アトリオン」 中通二丁目3-8 836-7801

秋田県立美術館 中通一丁目4－2 853-8686

秋田県立博物館 金足鳰崎字後山52 873-4121 小泉潟自然公園内

秋田県立図書館 山王新町14-31 866-8400

秋田県青少年交流センター「ユースパル」 寺内神屋敷3-1 880-2301

秋田県児童会館 山王中島町1-2 865-1161

秋田市食肉衛生検査所 河辺神内字堂坂２－６ 882-2395
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