岐阜県内にあるスポーツ施設【中濃地区】
施設

住所

種目

交通概要
市内循環富野コース「塔ノ洞」下車、徒歩約15分。
長良川鉄道「関口駅」よりタクシーにて約10分。
岐阜バス「せき東山駅」下車、徒歩約30分。
東海北陸自動車道関ICより約15分｡

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

年末年始12/29～1/3

8時30分～17時00分

早朝から使用可能です。
ご利用を希望される方は、「社会体育施設申請
書」に必要事項を記入のうえ提出してください。

駐車場有

市内循環富野コース「塔ノ洞」下車、徒歩約15分。
水泳,陸上競技,サッカー,バスケットボール,バ
長良川鉄道「関口駅」よりタクシーにて約10分。
レーボール,硬式野球,硬式テニス,軟式野球,オ
岐阜バス「せき東山駅」下車、徒歩約30分。
リエンテーリング,
東海北陸自動車道関ICより約15分｡

年末年始：12/29～1/3

8時30分～17時00分

グラウンドについては早朝利用可能。体育館は
21:30まで。

駐車場有公園内５ヶ所 約200台

501-3206
関市塔ノ洞3885-1

市内循環富野コース「塔ノ洞」下車、徒歩約15分。
バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓 長良川鉄道「関口駅」よりタクシーにて約10分。
球,剣道,空手道,なぎなた,,,
岐阜バス「せき東山駅」下車、徒歩約30分。
東海北陸自動車道関ICより約15分｡

月曜日、年末年始休館日12/29～1/3、
休日の翌日(当該休日の翌日が土曜日、 8時30分～21時30分
日曜日又は休日である場合を除く)

関市板取体育館

501-2901
関市板取2305

公共交通機関：JR岐阜駅から板取線洞戸栗原車庫行
で洞戸栗原より板取ふれあいバスに乗り換え板取中
バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓 学校下車（所用時間：1時間45分）
無し
球,,剣道,レクリエーション,,,
車：東海北陸自動車道美濃インター下車、国道156号、
県道81号を北上して洞戸から国道256号に入り板取中
学校（所用時間：48分）

8時30分～21時30分

8:00～17:00までは学校施設として使用するため
優先となります。

関市武芸川体育館

501-2602
関市武芸川町小知野779-1

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓
岐阜バス高美線 武芸川温泉前下車
球,ソフトバレーボール,軽スポーツ系その他,,,,

毎週月曜日、年末年始(12/29～1/3)

8時30分～21時30分

利用時間帯によって料金が異なりますので事前に 駐車場有20台，公民館用も利用すれば
お問い合わせください。
100台

中池テニスコート

501-3206
関市塔ノ洞3885-1

硬式テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

市内循環富野コース「塔ノ洞」下車、徒歩約15分。
長良川鉄道「関口駅」よりタクシーにて約10分。
岐阜バス「せき東山駅」下車、徒歩約30分。
東海北陸自動車道関ICより約15分｡

年末年始：12/29～1/3

8時30分～21時30分

早朝(日の出)から利用可能。
ご利用を希望される方は、「社会体育施設使用申 駐車場有
請書」に必要事項を記入の上提出してください。

関市洞戸テニスコート

501-2816
関市洞戸大野840-2

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

（車）岐阜市から国道２５６号を北へ１時間、東海北陸
自動車道美濃ＩＣから２０分。

月曜日、国民の祝日に関する法律に定め
る休日の翌日(その日が月曜の場合その 8時30分～21時30分
翌日）、年末年始(12/29～1/3)

12～2月は夜間使用は不可です。
コート1面8：30～12：30、13：00～17：00・・・1,200
駐車場有無料
円。(中学生以下600円)8：30～17：00・・・2,400
円。17：30～21：30・・・3,090円。

中池公園陸上競技場

501-3206
関市塔ノ洞3885-1

陸上競技,サッカー,ラグビー,,,,,,,

市内循環富野コース「塔ノ洞」下車、徒歩約15分。
長良川鉄道「関口駅」よりタクシーにて約10分。
岐阜バス「せき東山駅」下車、徒歩約30分。
東海北陸自動車道関ICより約15分｡

年末年始休園日12/29～1/3

8時30分～21時30分

ナイター設備あり(夜間利用11月～3月)
ご利用を希望される方は、「社会体育施設申請
書」に必要事項を記入の上提出してください。

駐車場有

関市板取運動公園

501-2901
関市板取2340-21

公共交通機関：JR岐阜駅から板取線洞戸栗原車庫行
で洞戸栗原より板取ふれあいバスに乗り換え板取21
陸上競技,サッカー,軟式野球,ソフトボール,グラ 世紀の森公園下車（所用時間：1時間46分） 徒歩3分
無し
ンド･ゴルフ,,,,,
車：東海北陸自動車道美濃インター下車、国道156号、
県道81号を北上して洞戸から国道256号に入り板取21
世紀の森公園（所用時間：48分）

8時30分～21時30分

8:00～17:00までは学校施設として使用するため
優先となります。

駐車場有

関市富之保グラウンド

501-3501
関市富之保2929-1

関市下之保グラウンド

501-3521
関市下之保3030

関市中之保グラウンド

501-3511
関市中之保2760

関市武芸川スポーツ公園（パターゴルフ場）

501-2604
関市武芸川町高野字芝堤

中池市民プール

501-3206
関市塔ノ洞3885-1

関市民球場

501-3206
関市塔ノ洞3885-1

硬式野球,軟式野球,,,,,,,,

中池公園

501-3206
関市塔ノ洞3885-1

関市中池体育館

板取キャンプ場

キャンプランド新板取

黒谷キャンプ場

501-2901
関市板取杉原4602-12

501-2901
関市板取4551

501-2901
関市板取野口3084

陸上競技,軟式野球,硬式野球,ソフトボール,グ
ランド･ゴルフ,ドッジボール,ゲートボール,軽ス
ポーツ系その他,,
陸上競技,,ソフトボール,グランド･ゴルフ,ドッジ
ボール,ゲートボール,軽スポーツ系その他,軟式
野球,,
陸上競技,サッカー,テニス,軟式野球,ソフトボー
ル,グランド･ゴルフ,ドッジボール,ゲートボール,
軽スポーツ系その他,

ご利用を希望される場合は「関市中池体育館使用
許可申請書」に必要事項を記入の上提出してくだ 駐車場有
さい。

駐車場有

（車）一般県道大原～富之保線から大原方面へ、関市
無し
武儀事務所から車で5分

8時00分～21時30分

駐車場有

（車）主要地方道美濃～川辺線から美濃方面へ、車で
無し
1分。

8時00分～21時30分

料金は利用時間帯によって異なりますので、事前
駐車場有
にお問い合わせください。

（車）主要地方道関～金山線で金山方面へ 関市武儀
無し
事務所から車で5分

8時30分～21時30分

料金は利用時間帯によって異なりますので、事前
駐車場有
にお問い合わせください。

パターゴルフ,軽スポーツ系その他,,,,,,,,

岐阜バス高美線 跡部バス停下車、徒歩10分。

8時30分～16時30分

料金：一般250円、中高生150円、小学生50円、指
駐車場有100台
定ボール100円、ほかにパスポートあり。

水泳,,,,,,,,,

市内循環富野コース「塔ノ洞」下車、徒歩約15分。
長良川鉄道「関口駅」よりタクシーにて約10分。
岐阜バス「せき東山駅」下車、徒歩約30分。
東海北陸自動車道関ICより約15分｡

9時00分～16時00分

ご利用を希望される場合は「プール使用許可申請
書」に必要事項を記入の上提出してください。
開館期間：6月最終土曜日～9月最初の日曜日
駐車場有
市内の小中学生が中池市民プールを利用する場
合は、学校の泳力証明書が必要です。

キャンプ,釣り,,,,,,,,

公共交通機関：JR岐阜駅から板取線洞戸栗原車庫行
で洞戸栗原より板取ふれあいバスに乗り換え板取川
温泉下車送迎を予約する（所用時間：1時間53分） 送
迎１０分
無し
車：東海北陸自動車道美濃インター下車、国道156号、
県道81号を北上して洞戸から国道256号に入り板取
キャンプ場（所用時間：60分）

時分～時分

バンガロー 6帖(51棟)／7,350円 テント用地／
3,150円
7・8月の土曜日・日、8/12～8/15は1棟につき
駐車場有
3,150円増
7・8月を除く土日 3,150円増

キャンプ,釣り,,,,,,,,

公共交通機関：JR岐阜駅から板取線洞戸栗原車庫行
で洞戸栗原より板取ふれあいバスに乗り換え板取川
温泉下車（所用時間：1時間53分） 徒歩15分
無し
車：東海北陸自動車道美濃インター下車、国道156号、
県道81号を北上して洞戸から国道256号に入り板取
キャンプランド新板取（所用時間：55分）

バンガロー／(6帖)66棟 10,000円(平日は特典
付) (30帖)1棟 50,000円
13時00分～12時00分
駐車場有
土曜・8/12～15は5,000円増 テント用地／4,000
円

キャンプ,釣り,,,,,,,,

公共交通機関：JR岐阜駅から板取線洞戸栗原車庫行
で洞戸栗原より板取ふれあいバスに乗り換え板取黒
谷キャンプ場下車（所用時間：1時間50分） 徒歩10分
無し
車：東海北陸自動車道美濃インター下車、国道156号、
県道81号を北上して洞戸から国道256号に入り板取黒
谷キャンプ場（所用時間：50分）

13時00分～11時00分

1 ページ

年末年始(12/29～1/3）

開館期間中の月曜日(祝日を除く)

バンガロー 4.5帖（20棟）／6,825円
バンガロー 6帖(30棟)／7,350円
ロッジ 30帖(1棟)／52,500円
テント用地／3,000円

駐車場有無料

岐阜県内にあるスポーツ施設【中濃地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

板取川温泉オートキャンプ場

501-2901
関市板取田口

キャンプ,釣り,,,,,,,,

公共交通機関：JR岐阜駅から板取線洞戸栗原車庫行
で洞戸栗原より板取ふれあいバスに乗り換え板取田
口下車（所用時間：1時間50分）徒歩5分
11/1?3/31
車：東海北陸自動車道美濃インター下車、国道156号、
県道81号を北上して洞戸から国道256号に入り板取田
口、板取川温泉オートキャンプ場（所用時間：52分）

ネイチャーランドかみのほ（奥山キャンプ場）

501-3601
関市上之保24660番地2

キャンプ,,,,,,,,,

東海北陸自動車道関ICから車で1時間
東海環状自動車道富加関ICから車で45分

無し

13時00分～11時00分 開設期間：4/1～11/30

駐車場有普通車50台 大型バス乗り入
れ可

関ボウリングセンター

501-3962
関市柳町３３－２

ボウリング,,,,,,,,,

東海北陸自動車道 関ICを下車、10分。

無し

10時00分～23時00分

駐車場有約70台

岐阜セントフィールドカントリー倶楽部

501-3203
関市神野字宮後3496

ゴルフ,,,,,,,,,

東海北陸自動車道/関ＩＣより17km
東海環状自動車道/富加関ＩＣより4km

8時00分～19時00分

駐車場有

シーダーヒルズカントリークラブ

501-3202
関市西神野1181-1

ゴルフ,,,,,,,,,

東海北陸自動車道美濃ICより美濃市街方面へ。棚洞
トンネル近く。

8時00分～17時00分

駐車場有

岐阜稲口ゴルフ倶楽部

501-3932
関市稲口字砥取洞1189

ゴルフ,,,,,,,,,

東海北陸自動車道関ICから5分

7時00分～18時00分

駐車場有

グリーンヒル関ゴルフ倶楽部

501-3926
関市小迫間東別所852

ゴルフ,,,,,,,,,

東海北陸自動車道関ICから約10分
名鉄犬山線 名鉄鵜沼駅下車 タクシーで15分

7時30分～18時30分

駐車場有

岐阜県百年公園

501-3941
関市小屋名１９６６

バス：岐阜バス（岐阜・上之保線、八幡線）小屋名バス
テニス,レクリエーション,サイクリング,オリエン
停下車、徒歩15分→百年公園北口
月曜日（月曜日が祝日に当たる時は翌
テーリング,ジョギング,ウォークラリー,ウォーキン
車：関IC（東海北陸自動車道）→国道248号線を岐阜 日）
グ,,,
方面へ→一つ目の信号右折→百年公園北口

月曜日（不定期）

AOUT CAMPING ＴＡＣランドいたどり

501-2901
関市板取田口3693-3

キャンプ,釣り,サイクリング,軽スポーツ系その
他,,,,,,

公共交通機関：JR岐阜駅から板取線洞戸栗原車庫行
で洞戸栗原より板取ふれあいバスに乗り換え板取川
温泉下車（所用時間：1時間53分） 徒歩10分
12/26～2/28
車：東海北陸自動車道美濃インター下車、国道156号、
県道81号を北上して洞戸から国道256号に入り板取Ｔ
ＡＣランドいたどり（所用時間：52分）

洞戸キャンピングセンター

501-2802
関市洞戸通元寺315

キャンプ,,,,,,,,,

名鉄新岐阜駅から洞戸栗原行、洞戸キャンプ場前下
車、徒歩５分。国道２５６号岐阜市から北上２５kmにあ 不定休
る。

関中池ゴルフクラブ

501-3206
関市塔ノ洞３１１８

ゴルフ,,,,,,,,,

TOSHIN さくらHills Golf Club

501-2603
関市武芸川町八幡１９－１

ゴルフ,,,,,,,,,

関市武儀生涯学習センター

501-3501
関市富之保2001-1

,バレーボール,ソフトバレーボール,バドミントン,,
関シティバス関上之保線武儀生涯学習センターバス停
フットサル,卓球,インディアカ,軽スポーツ系その
無し
下車
他,

関市総合体育館

501-3802
関市若草通２丁目１番地

バレーボール,バスケットボール,バドミントン,テ 長良川鉄道｢関市役所前」下車、徒歩5分。
ニス,卓球,剣道,柔道,水泳,トレーニング,
東海北陸自動車道関ICから約10分。

関市洞戸運動公園

501-2817
関市洞戸小坂351

年中無休

開設期間：4/1～10/30
12時00分～11時00分 テント用地／60張 5,000円 (駐車料金込)
G.W、7・8月の第2・4土曜、お盆は1,000円増

駐車場有60台

9時00分～17時00分

年末年始休館日12/27～1/4
駐車場有南北に有り 普通車300円
テニスコート：2時間まで510円、4時間まで820円、
バス820円
1日 1,530円

開設期間：3/1～12/25
13時00分～12時00分 オートキャンプ１区画 5,000円，デイキャンプ１区
画3,000円

13時00分～11時00分

駐車場有60台 有料：1台500円

年間在中。ただしシーズンオフには変則的に休業
駐車場有100台（バス5台）
する場合有り。

8時00分～17時00分

駐車場有

時分～時分

駐車場有

9時00分～22時30分

駐車場有135台 無料

月曜日（休日を除く）、年末年始(12/29～
9時00分～21時30分
1/3)

日曜・祝日の温水プールの利用は17:00までとなり
駐車場有450台 無料
ます。

（車）東海環状自動車道 関広見ICで降り右折。バロー
無し
武芸川店（高野）の信号を右折。300m先左手に入口。

競技場8：30～12：30、13：00～17：00・・・6,300円
(中学生以下3,150円)。
8：30～17：00・・・12,600円(中学生以下6,300
円)。17：30～21：30・・・10,700円(中学生以下
駐車場有無料
5,350円)。
バスケット・パターゴルフ器具貸出料200円。シャ
ワー室1人1回200円。
芝生養生のため、時期によって使用に制限があり
ます。
ご利用を希望される方は、「有料公園施設使用許 駐車場有208台
可申請書」に必要事項を記入のうえ提出してくださ
い。

陸上競技,サッカー,バスケットボール,パターゴ
ルフ,軽スポーツ系その他,,,,,

（車）岐阜市からR256を北へ約1時間。
東海北陸自動車道美濃ICから約20分

月曜(休日除く)及び祝日の翌日(土・日・
休日除く)、年末年始(12/29-1/3)

8時30分～21時30分

グリーン・フィールド中池

501-3206
関市塔ノ洞3885-1

サッカー,ラグビー,,,,,,,,

市内循環富野コース「塔ノ洞」下車、徒歩約15分。
長良川鉄道「関口駅」よりタクシーにて約10分。
岐阜バス「せき東山駅」下車、徒歩約30分。
東海北陸自動車道関ICより約15分｡

年末年始休館日12/29～1/3

8時30分～17時00分

関市武芸川体育館武道場

501-2602
関市武芸川町小知野779-1

柔道,剣道,空手道,,,,,,,

岐阜バス高美線 武芸川温泉前バス停下車

毎週月曜日、年末年始（12/29～1/3)

8時30分～21時30分

料金は利用時間によって異なりますので、事前に
駐車場有20台
お問い合わせください｡

関市武芸川西グラウンド

501-2601
関市武芸川町谷口1111

サッカー,軟式野球,軽スポーツ系その他,,,,,,,

岐阜バス関板取線 武芸市場バス停下車

年末年始(12/29～1/3）

8時30分～21時30分

利用料金＊8：30～12：30、13：00～17：00・・・
1,570円。
8：30～17：00・・・2,100円、17：30～21：30・・・
3,150円

501-2901
関市板取

公共交通機関：JR岐阜駅から板取線洞戸栗原車庫行
で洞戸栗原より板取ふれあいバスに乗り換え板取岩
本下車（所用時間：1時間43分） 徒歩15分
キャンプ,アスレチック,軽スポーツ系その他,,,,,,,
無し
車：東海北陸自動車道美濃インター下車、国道156号、
県道81号を北上して洞戸から国道256号に入り板取岩
本（所用時間：45分）

三ツ石オートキャンプ場
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テント用地：1日 5,000円～
13時00分～12時00分 コテージ(ロフト付)：25,000円～
デイキャンプ：3,000円

駐車場有100台

駐車場有22台 有料1台500円

岐阜県内にあるスポーツ施設【中濃地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

関市板取テニスコート

501-2901
関市板取1678

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

公共交通機関：JR岐阜駅から板取線洞戸栗原車庫行
で洞戸栗原より板取ふれあいバスに乗り換え板取岩
本下車（所用時間：1時間43分） 徒歩3分
無し
車：東海北陸自動車道美濃インター下車、国道156号、
県道81号を北上して洞戸から国道256号に入り板取岩
本（所用時間：45分）

関市武芸川テニスコート

501-2602
関市武芸川町小知野679-1

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

岐阜バス高美線 武芸川温泉前バス停下車。

関市中之保テニスコート

501-3511
関市中之保2760

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

(車)主要地方道関～金山線で金山方面へ関市武儀事
無し
務所から車で5分。

関市上之保体育館

501-3601
関市上之保14792-1

,バレーボール,バドミントン,卓球,軽スポーツ系
その他,,,,,

月曜(休日除く)及び祝日の翌日(土・日・
休日除く)

8時30分～21時30分

料金は利用時間帯によって異なりますので、事前
駐車場有
にお問い合わせください。

関市上之保ふるさと広場

501-3601
関市上之保315-6

サッカー,ジョギング,ウォーキング,ドッジボール,
ゲートボール,軽スポーツ系その他,,,,

無し

8時30分～21時30分

南、中広場は17:00まで。
料金は利用時間帯によって異なります。

駐車場有

関市上之保明ヶ島運動公園

501-3601
関市上之保9908

軟式野球,ソフトボール,ジョギング,ウォーキング,
ドッジボール,軽スポーツ系その他,,,,

無し

8時30分～21時30分

料金は利用時間帯によって異なります。

駐車場有

関市立中池自然の家

501-3206
関市塔ノ洞3885-1

オリエンテーリング,,,,,,,,,

市内循環富野コース「塔ノ洞」下車、徒歩約15分。
長良川鉄道「関口駅」よりタクシーにて約10分。
岐阜バス「せき東山駅」下車、徒歩約30分。
東海北陸自動車道関ICより約15分｡

テントサイト／3,000円(3,500円)
貸テント 4人用(50張)／4,000円(4,500円)
バンガロー 6帖(30棟)／8,000円(11,000円)
バンガロー 8帖(30棟)／9,000円(12,000円)
13時00分～12時00分
駐車場有120台 無料
ロッジ 30帖(1棟)／55,000円(65,000円)
オートサイト[9m×8m：AC電源有AC利用料金500
円]／5,000円(5,500円)
※( )内は土・日・祝日・8月12日～15日料金

年末年始(12/29～1/3)

8時30分～21時30分

利用時間帯によって料金が異なりますので事前に
駐車場有
お問い合わせください。

8時30分～21時30分

料金は利用時間によって異なりますので、事前に
駐車場有20台（武芸川体育館兼用)
お問い合わせください。

8時30分～21時30分

料金は利用時間帯によって異なりますので、事前
駐車場有
にお問い合わせください。

月曜日（月曜日が祝日の場合火曜日）、
祝日の翌日、年末年始休館日12/29～ 8時30分～17時0分
1/3

利用希望日の2ヶ月前までに、使用許可申請書を
駐車場有
提出してください。

すぎのこキャンプ場

501-2901
関市板取一里保木

キャンプ,釣り,テニス,,,,,,,

公共交通機関：JR岐阜駅から板取線洞戸栗原車庫行
で洞戸栗原より板取ふれあいバスに乗り換え板取すぎ
の子キャンプ場下車（所用時間：1時間32分） 徒歩5分
無し
車：東海北陸自動車道美濃インター下車、国道156号、
県道81号を北上して洞戸から国道256号に入り板取す
ぎの子キャンプ場（所用時間：40分）

台山広場

501-3714
美濃市曽代1125-2

サッカー,軟式野球,ソフトボール,,,,,,,

長良川鉄道梅山駅下車、徒歩７分

毎週月曜日,年末年始(12/29～1/3)

8時30分～16時30分

駐車場有250台

御手洗グラウンド

501-3784
美濃市御手洗888-3

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

岐阜バス、牧谷線睦橋バス停下車徒歩3分。

年末年始(12/29～1/3)

6時00分～18時00分

駐車場有80台

美濃市運動公園市民プール

501-3714
美濃市曽代117-14

水泳,,,,,,,,,

長良川鉄道梅山駅下車徒歩７分

営業期間中は無休

10時00分～17時00分 営業期間：７月中旬～８月末日

駐車場有30台

美濃市運動公園弓道場

501-3714
美濃市曽代166-1

弓道,,,,,,,,,

長良川鉄道梅山駅下車徒歩10分

毎週月曜日,年末年始（12/29～1/3）

8時30分～21時30分

駐車場有

美濃市体育館

501-3714
美濃市曽代166-1

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓
長良川鉄道梅山駅下車徒歩10分
球,,,,,,

毎週月曜日・年末年始(12/29～1/3)

8時30分～21時30分

駐車場有275台

大矢田体育館

501-3771
美濃市大矢田975-1

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓
岐阜バス高美線大矢田神社前下車、徒歩3分
球,,,,,,

火曜日,年末年始休館日：12/29～1/3

8時30分～21時30分

駐車場有50台

ぎふ美濃ゴルフ倶楽部

501-3761
美濃市横越３８３-１

ゴルフ,,,,,,,,,

東海北陸自動車道 美濃ICから5分

毎月最終月曜日

時分～時分

駐車場有

美濃市運動公園テニスコート

501-3714
美濃市曽代 166-1

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

長良川鉄道梅山駅下車徒歩10分

月曜日,年末年始(12/29～1/3)

8時30分～21時30分

駐車場有

美濃市運動公園市民球場

501-3714
美濃市曽代 166-1

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

長良川鉄道梅山駅下車徒歩10分

月曜日,年末年始(12/29～1/3)

8時30分～21時30分

夜間照明:4月中旬から11月末日まで

駐車場有

美濃市運動公園陸上競技場

501-3714
美濃市曽代166-1

陸上競技,サッカー,ソフトボール,,,,,,,

長良川鉄道梅山駅下車徒歩10分

月曜日、年末年始(12/29～1/3)

8時30分～21時30分

夜間照明：4月中旬から11月末日まで

駐車場有

洲原体育館

501-3703
美濃市下河和451

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓
球,,,,,,

火曜日、年末年始(12/29～1/3)

8時30分～21時30分

和紙の里スポーツ広場

501-3787
美濃市上野796-1

サッカー,ソフトボール,軟式野球,ソフトテニス,テ
岐阜バス牧谷線美濃和紙の里公園前下車、徒歩2分 火曜日,年末年始休館日：12/29～1/3
ニス,,,,,

8時30分～21時30分

下牧グラウンド

501-3783
美濃市神洞948-2

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

年末年始(12/29～1/3)

6時00分～18時00分

駐車場有50台・無料

大矢田グラウンド

501-3771
美濃市大矢田2253-1

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

年末年始(12/29～1/3)

8時30分～21時30分

駐車場有21台・無料
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駐車場有
12月16日から3月15日までは8：30から16時30分
駐車場有100台
まで営業

岐阜県内にあるスポーツ施設【中濃地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

藍見グラウンド

501-3761
美濃市横越95-1

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

年末年始(12/29～1/3)

6時00分～18時00分

駐車場有30台・無料

中有知グラウンド

501-3756
美濃市生櫛1702-1

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

年末年始(12/29～1/3)

6時00分～18時00分

駐車場有20台・無料

美濃テクノパーク 第1公園テニスコート

501-3772
美濃市楓台8

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

月曜日、年末年始(12/29～1/3)

8時30分～時分

白鳥体育館

501-5121
郡上市白鳥町白鳥１０６７－２

バスケットボール,バレーボール,卓球,ソフトテニ 長良川鉄道「美濃白鳥」駅下車、徒歩１０分。岐阜バス
ス,柔道,ドッジボール,,,,
役場前下車徒歩２分

和良運動公園

501-4507
郡上市和良町宮地1155番地

ゲートボール,グラウンドゴルフ,ソフトテニス,硬 ＪＲ飛騨金山駅から３０分、郡上八幡から４０分、鹿合
式テニス,,,,,,
口停留所下車、徒歩５分

郡上八幡リバーウッドオートキャンプ場

501-4202
郡上市八幡町市島2426

キャンプ,,,,,,,,,

東海北陸自動車道・郡上八幡ＩＣから15分。ＩＣから国
道56号線を経て国道402号を高山方面へ市島大橋を
右折

郡上八幡自然園

501-4235
郡上市八幡町島757番地

水泳,レクリエーション,キャンプ,,カヌー,釣り,,,,

大谷森林キャンプ村

501-4301
郡上市明宝町大谷

キャンプ,,,,,,,,,

日没まで

駐車場有20台・無料

8時00分～22時00分

駐車場有１００台収容

火曜日

9時00分～22時00分

駐車場有100台

営業期間中は無し

14時00分～13時00分 営業期間：4月中旬～10月下旬

駐車場有２０台

長良川鉄道、自然園前下車、徒歩５分。 岐阜バス自
シーズン中は無し
然園前下車、徒歩５分。 郡上八幡ＩＣから４ｋｍ。

13時00分～11時00分 11月～3月上旬まで冬期閉園

駐車場有大型バス20台可能

東海北陸自動車道 郡上八幡ＩＣ下車。国道472号(せ
シーズン中は無し
せらぎ街道)を高山方面へ約16km、車で約20分。

13時00分～12時00分 営業期間：4月下旬～9月下旬

駐車場有30台

ダイナランド

501-5305
郡上市高鷲町西洞3035-2

スキー,スノーボード,モーグル,,,,,,,

東海北陸自動車道高鷲ICよりR156経由7km

シーズン中は無し

5時00分～16時45分

平日営業時間 8：00～16：45
12/26～3/14の土日祝・年末年始 5：00～16：45
1/1 7：00～16：45
駐車場有2,500台 普通車1,000円
毎週水曜日は女性リフト料金無料(1/3、3/21除
く）
託児所有り(1歳児から・要予約)

ウィングヒルズ白鳥リゾート

501-5231
郡上市白鳥町石徹白峠山1-1

スキー,スノーボード,,,,,,,,

東海北陸自動車道白鳥ＩＣから25ｋｍ、30分

シーズン中は無し

7時30分～17時00分

11月 8：00～16：00、12～1月 7：30～16：30
2・3月 7：30～17：00、4月 8：00～16：30
センターハウスと駐車場の更衣室、トイレは24時
間開放

鷲ヶ岳スキー場

501-5303
郡上市高鷲町大鷲3250

スキー,スノーボード,ゴルフ(鷲ヶ岳高原ゴルフ
東海北陸自動車道高鷲ICより3分
倶楽部),山岳,,,,,,

ホワイトピアたかす

501-5302
郡上市高鷲町鷲見512

スキー,スノーボード,モーグル,,,,,,,

（車）東海北陸自動車道高鷲ICからやまびこロード経
由8km
（車）東海北陸自動車道ひるがの高原SAスマート
IC[ETC専用]から8分

ひるがの高原スキー場

501-5301
郡上市高鷲町ひるがの4670-75

スキー,スノーボード,,,,,,,,

東海北陸自動車道高鷲ICよりR156を10km約15分。ひ
無し
るがの高原SAスマートIC[ETC専用]から車で5分。

せせらぎ街道の宿「たかお」

501-4202
郡上市八幡町市島945-1

（車）東海北陸自動車道八幡ＩＣから15分。岐阜バス、
レクリエーション,サイクリング,理論系その他,,,,,,, 八幡本町停留所から明宝バス乗りかえ中央橋下車３ 年末年始
分

いとしろシャーロットタウン

501-5231
郡上市白鳥町石徹白82-1-2

スキー,スノーボード,,,,,,,,

めいほうスキー場

501-4304
郡上市宝名奥住水沢上

スキー,スノーボード,,,,,,,,

無し

5時00分～19時45分

シーズン中は無休

5時00分～16時45分

平日営業時間 8：00～16：30
早朝営業時間 5：00～8：00(12/26～3/14の土
日祝（1/1除く）)
ナイター営業時間 16：30～19：45 12/26～3/13
の土日のみ
平日営業時間 12/26～2/28の土日祝と年末年
始12/27～1/4（12/31、1/1を除く）5：00～16：45
センターハウス内にはレストランのほか仮眠室、
大浴場が完備。入浴、駐車場、トイレ、ロッカー
ルームは24時間利用可能。

駐車場有2箇所 1800台 普通車1000
円

駐車場有3箇所3,000台 普通車1,000
円

駐車場有1箇所 2,000台 普通車1,000
円

7時30分～16時30分

平日8：00～16:30
土日祝7：30～16：30

駐車場有場内200台/近隣駐車場400
台(1,000円)

16時00分～9時00分

開始終了時間はチェックイン、チェックアウト時間

駐車場有普通車30台 大型バス可

東海北陸道白鳥ＩＣからR156、県道314号経由で約30
シーズン中休み無し
分。

8時00分～16時00分

2月以降は16：30まで営業
平日1日券2,000円
駐車場有5箇所 1000台、土日祝、年
センターハウス内にバスルーム、ロッカールーム、 末年始は1000円（平日無料）
パウダールームなど設備が充実

東海北陸自動車道、郡上八幡IC下車、国道472号(せ
シーズン中は無し
せらぎ街道）えお高山方面へ約30km、車で約30分。

7時30分～16時30分

平日営業時間 8：00～16：30 土日祝日 7：30
～16：30リフトによって営業時間が異なります。
駐車場有収容台数4000台 普通車
3月中旬からはスプリングキャンペーンで駐車料金 1,000円・マイクロバス1,500円
無料、リフト料金値下げ有

9時00分～17時00分

年末年始休業日：12/28～1/3
冬期積雪時は道の駅としてのみ開館
テニスコート1コート1時間：1000円
パターゴルフ場1ラウンド：高校生・一般：600円
中学生以下：300円

白山長滝公園

501-5104
郡上市白鳥町長滝104-19

テニス,パターゴルフ,,,,,,,,

郡上市合併記念公園

501-5122
郡上市白鳥町為真2062-1

サッカー,野球,ソフトボール,テニス,相撲,バレー 長良川鉄道「美濃白鳥駅」下車、徒歩15分。
ボール,バドミントン,,,
岐阜バス美濃白鳥停留所下車、徒歩15分

屋外施設冬期閉鎖（12月～3月）白頂戴2
9時00分～22時00分
体育館・市民総合運動広場を除く

駐車場有500台 無料

郡上市総合スポーツセンター

501-4204
郡上市八幡町旭1130番-1

バスケットボール,柔道,剣道,水泳,バドミントン,
テニス,バレーボール,,,

月曜日（祝日の場合その翌日）

10時00分～21時30分

駐車場有97台、無料

和良川公園オートキャンプ場

5014508
郡上市和良町沢192-1

キャンプ,釣り,,,,,,,,

シーズン中は無し

14時00分～11時00分

営業期間：4月～10月
当日空いていれば予約なしでもご利用可能です

駐車場有無料

高鷲スノーパーク

501-5305
郡上市高鷲町西洞3086-1

7時30分～16時45分

12月1月 平日 8：00～16：30 土日祝日 7：30
～16：30
2月3月 平日8：00～16：45 土日祝日 7：30～
16：45

駐車場有1箇所3,500台 普通車1,000
円

スキー,スノーボード,,,,,,,,

長良川鉄道白山長滝駅下車徒歩２分、国道１５６号線
火曜日
沿い。

東海北陸自動車道郡上八幡ＩＣを降り、Ｒ２５６にて40
分

東海北陸自動車道高鷲ICより9km、15分
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シーズン中は無し

駐車場有100台

岐阜県内にあるスポーツ施設【中濃地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

やまと総合センター

501-4607
郡上市大和町徳永290

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓 長良川鉄道「徳永駅」下車 徒歩5分
球,剣道,ソフトバレーボール,,,,
東海北陸自動車道「岐阜大和ＩＣ］より車で5分

月曜日（祝日の場合はその翌日）

9時00分～22時00分

年末年始休館日：12/29～1/3
更衣室・シャワー室有り

駐車場有20台 無料

スノーウェーブパーク白鳥高原

501-5231
郡上市白鳥町石徹白檜峠

スキー,スノーボード,,,,,,,,

東海北陸自動車道白鳥ＩＣから17ｋｍ

シーズン中無休

4時00分～16時30分

平日営業時間 7：30～16：30

駐車場有5箇所1500台 平日無料 土
日祝日1000円

しらおスキー場

501-5112
郡上市白鳥町六ノ里

スキー,スノーボード,,,,,,,,

東海北陸自動車道白鳥ICからやまびこロード経由で約
シーズン中無休
10分

8時00分～16時30分

平日営業時間 8：00～16：30
1月第2土日より土日祝日4：00～の早朝営業有
平日1日券2,000円

駐車場有4箇所1100台 平日無料 土
日祝日：普通車1000円

8時30分～16時00分

スノーボードは全面全日滑走可能、初心者向きの
斜面
駐車場有1箇所80台 無料
郡上高原ホテル内の大露天風呂は入浴のみの利
用も可。大人1,000円

郡上高原スキー場

郡上市高鷲町鷲見上野2363-395

東海北陸自動車道高鷲ICよりやまびこロード経由 約
スキー,スノーボード,ゴルフ（デイリー郡上カント 20分
シーズン中は無し
リー倶楽部）,テニス,ハイキング,,,,,
東海北陸自動車道ひるがの高原SAスマート[ETC専
用]から5分

めいほう高原自然体験センターもりっこはうす

501-4304
郡上市明宝奥住水沢上

山岳・トレッキング,川遊び,クラフト体験,,,,,,,

東海北陸自動車道郡上八幡IC下車?R472を高山方面
無し
へ車で約40分

中央体育館プラザちゅうたい

505-0041
美濃加茂市太田町1916番地1

バレーボール,バドミントン,卓球,ラジオ体操,レク
リエーション,ソフトバレーボール,軽スポーツ系 ＪＲ高山本線「美濃太田」駅下車西へ徒歩15分
その他,,,

前平総合運動場

505-0037
美濃加茂市前平町3丁目１番地

軟式野球,硬式野球,ソフトボール,,,,,,,

美濃加茂市西体育館

505-0046
美濃加茂市西町3丁目232番地

前平テニスコート

10時00分～16時00分 冬季の時間は異なります。

駐車場有無料

毎週月曜日、年末年始(12/29～1/3)

8時30分～22時00分

駐車場有110台

無し

6時00分～21時00分

バドミントン,卓球,剣道,空手道,少林寺拳法,レク
リエーション,ソフトバレーボール,エアロビクス,ラ （車）国道248号沿、美濃加茂市西中学校西
ジオ体操,

12月29日～1月3日

8時00分～21時30分

505-0046
美濃加茂市西町7丁目1番地1

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

長良川鉄道「前平公園」駅下車、徒歩15分

無し

6時00分～21時00分

3月～9月までは6:00～18:00/10月～11月までは
6:00～17:00/12月～2月までは7:00～17:00/ナイ
駐車場有230台
ターは18:00～21:00(12/28～1/3はナイターは休
み)

美濃加茂市東総合テニスコート

505-0027
美濃加茂市本郷町2丁目1915番地1

ソフトテニス,硬式テニス,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「古井」駅下車、車で5分。県立加茂高校
無し
東側。

6時00分～18時00分

3月～9月までは6:00～18:00/10月～11月までは
駐車場有110台（東総合運動場と併用）
6:00～17:00/12月～2月までは7:00～17:00

中央体育館弓道場

505-0041
美濃加茂市太田町1916番地1

弓道,,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「美濃太田」駅下車 西へ徒歩15分

月曜日、年末年始(12/29～1/3)

8時30分～22時00分

明智ゴルフ倶楽部 賑済寺ゴルフ場

505-0003
美濃加茂市山之上町宮洞3300－1

ゴルフ,,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「美濃太田」駅下車、車で15分

無し

7時00分～18時00分

貸ゴルフ：2,100円・貸靴：525円

駐車場有

法仙坊ゴルフ倶楽部

505-0005
美濃加茂市蜂屋町中蜂屋1617

ゴルフ,,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「美濃太田」駅下車、車で約10分

年中無休

8時00分～時分

利用については会員からの予約によります。
貸クラブ：2,625円

駐車場有約145台 無料

正眼寺カントリークラブ

505-0008
美濃加茂市伊深町2345

ゴルフ,,,,,,,,,

（車）小牧ＩＣから国道41号を利用し犬山市へ中濃大橋
1月･2月･7月･8月の最終週の火曜日
を渡ってそのまま直進 法仙坊トンネルを経てコースへ

7時00分～17時00分

平日は8：00スタート～日没まで。

駐車場有約180台

クレセントバレーカントリークラブ美濃加茂

505-0005
美濃加茂市蜂屋町中蜂屋1173番地

ゴルフ,,,,,,,,,

JR高山本線美濃太田駅下車、車で約10分。
東海北陸自動車道関ICよりR248を経て美濃加茂方面 特定の月曜日
へ。R63を道なりに北上すると左側に入口有り。

7時00分～時分

年末年始休館日1月1日 その他は要問い合わせ 駐車場有150台 無料

可児市勤労者総合福祉センター

509-0249
可児市姫ヶ丘1丁目37

バレーボール,バドミントン,卓球,バスケットボー ＪＲ太多線「可児駅」より車で10分。
ル,,,,,,
名鉄広見線「名鉄可児駅」より車で10分。

ＫＹＢテニスコート（可児市運動公園テニスコート）

509-0241
可児市坂戸987-4

硬式テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

ＪＲ太多線「可児駅」より徒歩30分、自動車8分。
名鉄広見線「名鉄可児駅」より徒歩30分、自動車8分。
年末年始のみ（12/28-1/4）
名鉄広見線「名鉄可児川駅」より徒歩30分、自動車8
分。

6時00分～21時00分

季節によって利用可能時間が変わります。

駐車場有340台・無料 ※可児市運動
公園内全体の駐車台数

広見市民グラウンド

509-0215
可児市石井227-2

軟式野球,,ソフトボール,サッカー,,,,,,

ＪＲ太多線「可児駅」より徒歩30分。
名鉄広見線「名鉄可児駅」より徒歩30分。

年末年始のみ（12/28-1/4）

6時00分～21時00分

19：00～21：00はナイター利用（5月～10月の
み）。

駐車場有普通車20台・無料

姫治市民グラウンド

509-0245
可児市下切1530

ソフトボール,,,,,,,,,

ＪＲ太多線「下切駅」より徒歩15分。

年末年始のみ（12/28-1/4）

6時00分～19時00分

駐車場有普通車20台、無料

可児市運動公園第１弓道場

509-0242
可児市谷迫間138-2

弓道,,,,,,,,,

ＪＲ太多線「可児駅」より徒歩30分、自動車8分。
名鉄広見線「名鉄可児駅」より徒歩30分、自動車8分。
年末年始のみ（12/28-1/4）
名鉄広見線「名鉄可児川駅」より徒歩30分、自動車8
分。

9時00分～22時00分

駐車場有340台・無料 ※可児市運動
公園内全体の駐車台数

愛岐カントリークラブ桜ヶ池コース

509-0238
可児市大森1501

ゴルフ,,,,,,,,,

（最寄インター）多治見ＩＣから約10分。 （最寄駅）多治 月曜日（祝祭日の場合は翌日）、年末年
7時00分～19時00分
見駅から車で約15分。
始：12/31-1/1

12-2月営業時間 7:30～18:00
レンタル料1,500円

駐車場有

中部国際ゴルフクラブ

509-0233
可児市柿下126-2

ゴルフ,,,,,,,,,

（車）中央自動車道多治見ICより車で約10分

時分～時分

月曜日はセルフ営業 平日、日祭、夏季により、
時間は違います。
レンタル料（ハーフ）2,000円

駐車場有

広見公民館ゆとりピア

509-0214
可児市広見7丁目77番地

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓 ＪＲ太多線「可児駅」、名鉄広見線「名鉄可児駅」より徒 毎月第１月曜日、年末年始（12/28～
球,ソフトバレーボール,,,,,
歩10分。
1/4）

8時30分～22時00分

申込の受付時間は月～土曜日8：30～17：00で
す。

駐車場有150台、無料

帷子公民館

509-0256
可児市東帷子1011

バレーボール,バスケットボール,バドミントン,卓
球,ソフトバレーボール,空手道,少林寺拳法,ドッ 名鉄広見線「西可児駅」下車、徒歩15分
ジボール,ショートテニス,

8時30分～22時00分

申込の受付時間は月～土曜日8：30～17：00で
す。

駐車場有普通車200台

長良川鉄道「前平公園」駅下車、徒歩15分
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年末年始（12/28～1/4）のみ

無し

毎月第１月曜日、年末年始（12/28～
1/4）

3月～9月までは6:00～18:00/10月～11月までは
6:00～17:00/12月～2月までは7:00～17:00/5月 駐車場有約170台
～10月まではナイターは18:00～21:00
駐車場有90台（西総合運動場及び西ソ
フト場と併用）

駐車場有110台（プラザちゅうたいと併
用）

9時00分～22時00分

駐車場有普通車50台、無料

岐阜県内にあるスポーツ施設【中濃地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

下恵土公民館

509-0203
可児市下恵土1673

ソフトバレーボール,バドミントン,卓球,バレー
ボール,,,,,,

ＪＲ太多線「可児駅」、名鉄広見線「名鉄可児駅」より徒 毎月第１月曜日、年末年始（12/28～
歩15分。
1/4）

8時30分～22時00分

身障者用トイレ有、車イス常備

駐車場有普通車84台、無料

姫治公民館

509-0245
可児市下切1530

バレーボール,バドミントン,卓球,ソフトバレー
ボール,,,,,,

ＪＲ太多線「下切駅」下車、徒歩15分。

毎月第１月曜日、年末年始（12/28～
1/4）

8時30分～22時00分

申込の受付時間は8：30～17：15です。

駐車場有20台、無料

桜ケ丘公民館

509-0236
可児市皐ヶ丘6-1-1

東鉄バス桜ケ丘ハイツ線：ＪＲ中央線多治見駅より約
バドミントン,卓球,ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ,バレーボール,ソ 20分「皐ケ丘６丁目」バス停下車。
フトバレーボール,剣道,空手道,ミニテニス,,
東鉄バス緑ヶ丘線：ＪＲ太多線「可児駅」より約20分
「皐ケ丘６丁目」バス停下車。

毎月第1月曜日・年末年始12/28～1/4

8時30分～22時00分

申込の受付時間は月～土曜日8：30～17：00で
す。

駐車場有普通車199台・無料

可児青少年育成センター(錬成館)

509-0242
可児市谷迫間806-2

柔道,剣道,,,,,,,,

ＪＲ太多線「可児駅」より徒歩30分、自動車8分。
名鉄広見線「名鉄可児駅」より徒歩30分、自動車8分。
年末年始のみ（12/28-1/4）
名鉄広見線「名鉄可児川駅」より徒歩30分、自動車8
分。

9時00分～22時00分

可児市Ｂ＆Ｇ海洋センター

509-0241
可児市坂戸987-4

ＪＲ太多線「可児駅」より徒歩30分、自動車8分。
バスケットボール,バレーボール,バドミントン,水 名鉄広見線「名鉄可児駅」より徒歩30分、自動車8分。
年末年始のみ（12/28-1/4）
泳,卓球,,,,,
名鉄広見線「名鉄可児川駅」より徒歩30分、自動車8
分。

9時00分～22時00分

プールは夏季のみ（9：00～16：00）。

駐車場有340台・無料 ※可児市運動
公園内全体の駐車台数

平牧公民館

509-0232
可児市二野2547-4

バレーボール,バドミントン,卓球,剣道,エスキー ＪＲ太多線「可児駅」、名鉄広見線「名鉄可児駅」より東 毎月第１月曜日、年末年始（12/28～
テニス,エアロビクス,,,,
鉄バス久々利線にて「平牧」バス停下車、徒歩10分。 1/4）

8時30分～22時00分

申込の受付時間は8：30～17：15です。

駐車場有普通車60台、無料

土田公民館

509-0206
可児市土田2352-2

バレーボール,バドミントン,卓球,,,,,,,

名鉄広見線「可児川駅」下車、徒歩15分。

毎月第１月曜日、年末年始（12/28～
1/4）

8時30分～22時00分

申込の受付時間は月～土曜日8：30～17：00で
す。

駐車場有20台、無料

鳴子近隣公園テニスコート

509-0207
可児市今渡2121

硬式テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

名鉄広見線「日本ライン今渡駅」より徒歩10分

年末年始のみ（12/28-1/4）

8時00分～21時00分

季節によって利用可能時間が変わります。

駐車場有30台・無料

坊主山市民グラウンド

505-0130
可児市兼山1400-1

軟式野球,硬式野球,ソフトボール,,,,,,,

ＹＡＯバス「六角堂」バス停より徒歩15分。
さつきバス「やすらぎ館前」バス停より徒歩10分。

年末年始のみ（12/28-1/4）

6時00分～19時00分

塩河公園グラウンド

509-0247
可児市塩河600

ソフトボール,サッカー,,,,,,,,

名鉄広見線「可児川駅」より徒歩50分。

年末年始のみ（12/28-1/4）

6時00分～21時00分

可児市運動公園第２弓道場

509-0241
可児市坂戸987-4

,アーチェリー,,,,,,,,

ＪＲ太多線「可児駅」より徒歩30分、自動車8分。
名鉄広見線「名鉄可児駅」より徒歩30分、自動車8分。
年末年始のみ（12/28-1/4）
名鉄広見線「名鉄可児川駅」より徒歩30分、自動車8
分。

9時00分～22時00分

可児市運動公園グラウンド

509-0241
可児市坂戸987-1

軟式野球,,ソフトボール,サッカー,陸上競技,,,,,

ＪＲ太多線「可児駅」より徒歩30分、自動車8分。
名鉄広見線「名鉄可児駅」より徒歩30分、自動車8分。
年末年始のみ（12/28-1/4）
名鉄広見線「名鉄可児川駅」より徒歩30分、自動車8
分。

6時00分～21時00分

19:00～21:00はナイター照明必須。それ以前の時
駐車場有340台・無料
間帯は希望に応じて点灯可。

春里公民館

509-0252
可児市矢戸407

バドミントン,卓球,,,,,,,,

名鉄西可児駅から東へ徒歩20分

毎月第１月曜日、年末年始（12/28～
1/4）

8時30分～22時00分

申込の受付時間は月～土曜日8：30～17：00で
す。

駐車場有70台、無料

久々利公民館

509-0224
可児市久々利1644-1

バレーボール,バドミントン,,,,,,,,

ＪＲ太多線「可児駅」、名鉄広見線「名鉄可児駅」より東 毎月第１月曜日、年末年始（12/28～
鉄バス久々利線にて「久々利」バス停下車、徒歩５分。 1/4）

8時30分～17時00分

申込の受付時間は8：30～17：15です。

駐車場有50台、無料

中恵土公民館

509-0202
可児市中恵土1896-1

卓球,ミニテニス,,,,,,,,

ＪＲ太多線「可児駅」、名鉄広見線「名鉄可児駅」より徒 毎月第１月曜日、年末年始（12/28～
歩15分。
1/4）

8時30分～17時00分

申込の受付時間は月～土曜日8：30～17：00で
す。

駐車場有普通車100台、無料

可児市運動公園ウエイトリフティング場

509-0241
可児市坂戸987-4

ウエイトリフティング,トレーニング,,,,,,,,

ＪＲ太多線「可児駅」より徒歩30分、自動車8分。
名鉄広見線「名鉄可児駅」より徒歩30分、自動車8分。
年末年始のみ（12/28-1/4）
名鉄広見線「名鉄可児川駅」より徒歩30分、自動車8
分。

9時00分～22時00分

トレーニング室の利用には、事前に講習会の受講 駐車場有340台・無料 ※可児市運動
が必要です。
公園内全体の駐車台数

今渡公民館

509-0207
可児市今渡1521-4

バレーボール,バドミントン,,,,,,,,

名鉄広見線「日本ライン今渡駅」より徒歩５分。

毎月第１月曜日、年末年始（12/28～
1/4）

8時30分～22時00分

申込の受付時間は平日8：30～17：15です。

駐車場有94台、無料

広見東公民館

509-0213
可児市瀬田1736

卓球,ヨガ,太極拳,,,,,,,

名鉄御嵩線「明智駅」より徒歩５分。

毎月第１月曜日、年末年始（12/28～
1/4）

8時30分～22時00分

申込の受付時間は平日8：30～17：00です。

駐車場有43台、無料

川合公民館

509-0208
可児市川合北2-14

エアロビクス,,,,,,,,,

名鉄広見線「日本ライン今渡駅」より徒歩15分。

毎月第１月曜日、年末年始（12/28～
1/4）

8時30分～22時00分

申込の受付時間は月～土曜日8：30～17：15で
す。

駐車場有75台、無料

兼山公民館

505-0130
可児市兼山701-1

空手道,和太鼓,エアロビクス,,,,,,,

名鉄御嵩線「明智駅」よりＹＡＯバスにて兼山地内下
車。

毎月第１月曜日、年末年始（12/28～
1/4）

8時30分～22時00分

申込の受付時間は平日8：30～17：00です。

駐車場有25台、無料

9時00分～21時00分

９時以前の使用についてはご相談ください。

駐車場有340台・無料・可児市運動公
園内全体の駐車台数

8時00分～18時00分

レンタル料2,000円

駐車場有550台

8時00分～18時00分

フルレンタル料3,000円

駐車場有

ＫＹＢスタジアム（可児市運動公園スタジアム）

09-0241
可児市坂戸987-4

富士カントリー可児クラブ可児ゴルフ場

509-0224
可児市久々利向平221-2

富士カントリー可児クラブ美濃ゴルフ場

509-0224
可児市久々利柿下3-88

JR太多線「可児駅」より徒歩30分、自動車８分。
名鉄広見線「名鉄新可児駅」より徒歩30分、自動車８
軟式野球,硬式野球,ソフトボール,サッカー,フッ
分。
年末年始（12/28～1/4）のみ
トサル,グラウンド・ゴルフ,,,,
名鉄広見線「名鉄可児川駅」より徒歩30分、自動車８
分。
ＪＲ中央本線「土岐駅」下車、名古屋から快速で37分、
ゴルフ,,,,,,,,,
特急で30分。
月曜日
中央自動車道土岐ICよりR21経由、約10分。
ゴルフ,,,,,,,,,

ＪＲ中央本線「土岐市駅」下車、名古屋から快速で37
分。特急で30分。
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金曜日

駐車場有340台・無料 ※可児市運動
公園内全体の駐車台数

駐車場有10台・無料
19：00～21：00はナイター利用（5月～10月の
み）。

駐車場有普通車50台、無料

駐車場有340台 無料 ※可児市運動
公園内全体の駐車台数

岐阜県内にあるスポーツ施設【中濃地区】
施設

住所

種目

交通概要

小萱チェリークリークカントリークラブ

509-0224
可児市久々利奥小栗431-5

ゴルフ,,,,,,,,,

ＪＲ中央本線「多治見駅」下車、名古屋から特急で約
20分、快速で35分。

東建塩河カントリー倶楽部

509-02
可児市塩河字深山846-1

ゴルフ,,,,,,,,,

坂祝町 町民ふれあいプール

505-0071
加茂郡坂祝町黒岩１０９番地

半布ヶ丘公園（遊具・芝生広場：椿の森）

501-3302
加茂郡富加町夕田２３８

休館日
無し

利用時間

利用補足

駐車場

8時00分～18時00分

フルレンタル料金2,000円

駐車場有

ＪＲ中央本線「多治見」駅下車、名古屋から快速で35
分。

8時00分～18時00分

レンタル料2,100円(クラブセット)

駐車場有

水泳,,,,,,,,,

ＪＲ高山線「坂祝」駅下車徒歩３０分

10時00分～17時00分

毎年開館期日が変更されるので注意 今年予定6 駐車場有プール用６８台 臨時駐車場１
月20日～9月6日まで
８０台有

レクリエーション,軽スポーツ系その他,,,,,,,,

長良川鉄道「富加」駅下車、徒歩約40分

無し

時分～時分

公園内は入園自由です。

9：00から2時間区切りを1単位とし、17：00までの
昼間の8時間を4単位とする。1面につき1単位520
円。
駐車場有
夜間ナイター運営（19:30～21:30）料金は1面につ
き1620円

駐車場有

半布ヶ丘公園（テニスコート）

501-3302
加茂郡富加町夕田238

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

長良川鉄道「富加」駅下車、徒歩約40分

月曜日(但し月曜日が祝日の場合、翌日
以降の祝日に当たらない日)、日曜日の 9時00分～21時30分
夜間

半布ヶ丘公園（多目的広場）

501-3302
加茂郡富加町夕田238

軟式野球,ソフトボール,レクリエーション,軽ス
ポーツ系その他,ジョギング,,,,,

長良川鉄道「富加」駅下車、徒歩約40分

月曜日(但し月曜日が祝日の場合、翌日
9時00分～17時00分
以降の祝日に当たらない日)、夜間

全面使用は、午前520円、午後520円
半面使用は、午前260円、午後260円

半布ヶ丘公園（半布ヶ丘教育キャンプ場）

501-3302
加茂郡富加町夕田２３８

キャンプ,,,,,,,,,

長良川鉄道「富加」駅下車、徒歩約40分

毎週月曜日(但し月曜日が祝日の場合、
翌日以降の祝日に当たらない日)、日曜 9時00分～11時00分
日の夜間

青少年育成のための施設です｡利用申し込みは、
町内の団体が1ヶ月と1週間前からの申し込みが
駐車場有
可能です｡町外の団体は､Ⅰヶ月前からの申し込
みが可能になります｡1日1団体2,100円です。

半布ヶ丘公園（富加町Ｂ＆Ｇ海洋センター）

501-3302
加茂郡富加町夕田238

水泳,バスケットボール,バレーボール,バドミント
ン,卓球,柔道,剣道,レクリエーション,ソフトバレー 長良川鉄道「富加」駅下車、徒歩約40分
ボール,

月曜日(但し月曜日が祝日の場合、翌日
以降の祝日に当たらない日)、日曜日の 9時00分～21時30分
夜間

17：00～19：00までは使用不可。またプール開館
駐車場有
期間は、6月中旬～9月中旬まで。

富加カントリー倶楽部

501-3307
加茂郡富加町大平賀９５０番地

ゴルフ,,,,,,,,,

（車）岐阜市から約４０分。美濃ＩＣから約１０分。東名小
無し
牧ＩＣから４１号練経由で約４０分。

8時00分～18時00分

川辺町Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫

509-0315
加茂郡川辺町比久見725-5

ヨット,カヌー,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「中川辺」駅下車、徒歩で１５分。（車）Ｒ４
毎週月曜日
１号美濃加茂市から車で２０分。

9時00分～16時00分

岐阜県川辺漕艇場

509-0304
加茂郡川辺町中川辺１６７５－３

漕艇,,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「中川辺」駅下車、徒歩で5分。（車）Ｒ41
号美濃加茂市から車で20分。

時分～時分

明智ゴルフ倶楽部 かしおゴルフ場

509-0307
加茂郡川辺町鹿塩字白砂１１６８

ゴルフ,,,,,,,,,

ＪＲ中央本線「多治見」駅下車、ＪＲ太田線に乗り換え
美濃太田駅（ＪＲ高山本線）下車、名古屋から８０分。

川辺町Ｂ＆Ｇ海洋センター

509-0315
加茂郡川辺町比久見725-5

七宗町体育館

12/29～1/4

駐車場有

季節によって利用時間及びスタート時間が異なり
駐車場有２２０台収容。
ます。
駐車場有約50台
水上の利用は日出～日没まで。
艇庫の利用時間は会議室8時30分～21時30分
宿泊 13時～翌日11時

駐車場有24台

7時00分～18時00分

駐車場有

水泳,インディアカ,空手道,バスケットボール,バ
ＪＲ高山本線「中川辺」駅下車、徒歩で15分。（車）Ｒ41
レーボール,バドミントン,卓球,柔道,剣道,ソフト
毎週月曜日
号美濃加茂市から車で20分。
バレーボール

8時30分～22時00分

駐車場有約50台

509-0401
加茂郡七宗町上麻生3566番地の1

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓 七宗町庁舎から県道可児金山線を２．５ｋｍ金山方面
月曜日、年末年始：12/26～1/7
球,柔道,剣道,ソフトバレーボール,,,
へ北上した所に位置しています。

8時30分～21時30分

午前営業：8:30～12:00 午後：13:00～17:00 夜
間：18:00～21:30

駐車場有

七宗町町民運動場

509-0401
加茂郡七宗町上麻生3556番地

陸上競技,軟式野球,ソフトボール,グランド･ゴル 七宗町庁舎から県道可児・金山線を約2.5km北上した
月曜日
フ,ゲートボール,,,,,
所に位置する。

8時30分～21時30分

七宗町体育館に準ずる。

駐車場有七宗町体育館と併用

蘇水公園

505-0303
加茂郡八百津町伊岐津志2731-5

東鉄ﾊﾞｽ：八百津線JR美濃太田駅～八百津町ﾌｧﾐﾘｰｾ
ﾝﾀｰ行き 八百津町ﾌｧﾐﾘｰｾﾝﾀｰメ下車35分+徒歩15分
サッカー,テニス,軟式野球,ソフトボール,ジョギン
YAOﾊﾞｽ：明智駅～八百津町ﾌｧﾐﾘｰｾﾝﾀｰ行き 塩口下 無し
グ,,,,,
車19分+徒歩5分
自家用車：美濃加茂IC又は可児御嵩ICから約20分

8時00分～21時30分

八百津町Ｂ＆G海洋センター体育館

505-0301
加茂郡八百津町八百津3389-1

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓 名鉄広見線「明智駅」からYAOバスで約30分。八百津
球,フライングゴルフ,ソフトバレーボール,ドッジ ファミリーセンター前バス停下車。徒歩１分。
無し
ボール,シャッフルボード,,
高速道路：可児御岳IC、美濃加茂ICより車で約２０分。

8時00分～21時30分

団体（8名以上）利用のみ。

駐車場有350台収容

八百津町Ｂ＆Ｇ海洋センター室内温水プール

505-0301
加茂郡八百津町八百津1763-1

水泳,,,,,,,,,

名鉄広見線「明智駅」からYAOバスで約30分。八百津
ファミリーセンター前停で乗り換え。人道の丘公園北行
毎週月・火曜日、第3日曜日
きバスで5分。旧八百津発電所前停下車、徒歩3分
高速道路：可児御岳IC、美濃加茂ICより車で約２０分。

13時00分～20時45分

7～8月は、10:00より開館。1～3月は日曜日休
館。
受付は、午後は13:00から16:00まで、夜間は
19:00から20:00まで

駐車場有50台

八百津町Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫

505-0303
加茂郡八百津町伊岐津志2597-79

ヨット,カヌー,バナナボート,ドラゴンカヌー,カッ
ターボート,マリンジェット,,,,

東鉄ﾊﾞｽ：八百津線JR美濃太田駅～八百津町ﾌｧﾐﾘｰｾ
ﾝﾀｰ行き 八百津町ﾌｧﾐﾘｰｾﾝﾀｰメ下車35分+徒歩15分
YAOﾊﾞｽ：明智駅～八百津町ﾌｧﾐﾘｰｾﾝﾀｰ行き 塩口下 毎週月曜日、第３日曜日
車19分+徒歩5分
自家用車：美濃加茂IC又は可児御嵩ICから約20分

9時00分～16時00分

海洋性スポーツ体験施設のため、夏季（6～10月）
のみ開館。事前予約必要。小学校4年生以上対 駐車場有蘇水公園駐車場を利用。118
象。
台。
団体利用のみ(8名以上)

むらさき野カントリークラブ

505-0422
加茂郡八百津町久田見3115-1

ゴルフ,,,,,,,,,

当クラブパンフレットによる

8時00分～17時00分

八百津町武道館

505-0301
加茂郡八百津町八百津3833-2

柔道,剣道,空手道,少林寺拳法,,,,,,

名鉄広見線「明智駅」からYAOバスで約30分。八百津
ファミリーセンター前停下車。徒歩2分。
無し
高速道路：可児御岳IC、美濃加茂ICより車で約20分。

8時00分～21時30分

さくらカントリークラブ

505-0306
加茂郡八百津町上飯田字大屋1488

ゴルフ,,,,,,,,,

美濃加茂方面より美濃加茂IC下車、八百津方面へ車
で約15分。
不定休（年始1/1。原則的に金曜日定
名古屋方面より可児御岳IC下車、八百津方面へ車で 休。）
約15分。

7時00分～18時00分

不定休
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駐車場有118台

駐車場有

団体（8名以上）ｌ利用のみ可。

駐車場有350台収容

駐車場有180台 無料

岐阜県内にあるスポーツ施設【中濃地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

美濃白川クオーレふれあいの里

509-1104
加茂郡白川町和泉181-1

キャンプ,レクリエーション,グランド･ゴルフ,釣り,
オリエンテーリング,ウォークラリー,ウォーキング, ＪＲ高山本線「白川口」駅下車、バスで約15分。
軽スポーツ系その他,,

年中無休

8時00分～17時00分

駐車場有400台

美濃白川ゴルフ倶楽部

509-1101
加茂郡白川町白山1033

ゴルフ,,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「白川口」駅、タクシー１０分

年中無休

7時00分～18時30分

駐車場有200台

せせらぎの里美濃白川ふるさと体験村

509-1222
加茂郡白川町下佐見3672-9

レクリエーション,キャンプ,釣り,,,,,,,

ＪＲ高山本線「下油井」駅下車、車で２０分（Ｒ２５６）

無休（年末年始を除く）

時分～時分

みたけマレットゴルフ場

可児郡御嵩町上之郷7112-1

マレットゴルフ,,,,,,,,,

9時00分～16時00分

コテージ「いろりの家」は、15時チェックイン翌日11
時チェックアウト。キャンプ場のバンガローやテント 駐車場有50台
は13時チェックイン翌日11時チェックアウト
会員の方は無料で使用できます（年会費3,000
円）
一般：1日300円、中学生1日100円、用具貸出1回 駐車場有20台 無料
100円
個人利用の場合は予約不要です。

南山公園野球場

501-0121
可児郡御嵩町中２７７７番地の２８

野球,ソフトボール,,,,,,,,

東白川総合運動場

509-1302
加茂郡東白川村神土５０１

陸上競技,ソフトテニス,テニス,軟式野球,ソフト ＪＲ高山本線「白川口」から定期バスが出ているが本
ボール,ゲートボール,グランド･ゴルフ,ラジオ体 数が少ないため、車利用の方がよい。車で白川口から 無し
操,ターゲットゴルフ,ドッジボール
20分

時分～時分

理論系その他,スポーツ理論,,,,,,,,

無し

8時30分～17時00分

年末年始休館：12/28～1/3

駐車場有

駐車場有

郡上八幡まるごと合宿文化村

郡上八幡旧庁舎記念館内

名鉄広見線「御嵩町」駅下車、南へ徒歩２０分

月曜日

6時30分～21時30分

使用料金は2,000円/2.5時間です。

駐車場有無料

駐車場有

御嵩町Ｂ＆Ｇ海洋センター

505-0121
可児郡御嵩町中2777-28

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓
球,ソフトバレーボール,シャッフルボード,ダーツ, 名鉄広見線「御嵩町」駅下車、南へ徒歩１５分
ユニカール,剣道,空手道

月曜日

9時00分～21時30分

夜間18:00～21:30は登録団体のみ利用可能で
す。
使用料は利用形態によって異なります。

南山公園テニスコート

505-0121
可児郡御嵩町中２７７７番地の２８

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

月曜日

8時40分～17時10分

有料（１コート、２時間、800円） １ヶ月前から予約
駐車場有
受付です。

名鉄広見線「御嵩町」駅下車、南へ徒歩２０分
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