
施設名称・住所・建築年 建築延面積 施設概要等 開設時間等

妙高市文化ホール 大ホール（１０１２席）　 ホワイエ  楽屋３ 【開設時間】

住所：上町9-2 練習室３ 8:30～22:00

建築年：Ｓ58 【指定管理者】 【休館日】

（公財）妙高文化振興事業団 月曜日及び

12月29日～1月3日

新井総合コミュニティセンター １Ｆ　会議室 【開設時間】

住所：上町9-2 ２Ｆ　集会室　和室等７ 8:30～22:00

建築年：Ｓ58 【指定管理者】 【休館日】

（公財）妙高文化振興事業団 12月29日～1月3日

妙高市勤労者研修センター １Ｆ  市民活動サロン・大研修室・講師控室 【開設時間】

住所：上町9-3 ２Ｆ　研修室Ａ、Ｂ、Ｃ 平日　 9:00～21:00

建築年：Ｓ61 土日祝 9:00～18:00

【休館日】

12月29日～1月3日

妙高市青少年学習施設 １Ｆ  キッズキッチン・クラフトルーム 【開設時間】

【わくわくランドあらい】 　　　わくわくルーム・交流ラウンジ 火～金　9:30～17:00

住所：関川町2-8-32 ２Ｆ  ちびっこランド・多目的ホール 土日祝　9:30～17:00

建築年：Ｈ10 　　　ミーティングルーム 【休館日】

改修：Ｈ28 【指定管理者】 月曜・祝日の翌日

　わくわくランドあらい運営委員会 12月29日～1月3日

新井克雪管理センター １Ｆ　集会室・第２作業室 【開設時間】

住所：小原新田584 ２Ｆ　第１作業室・保管室 8:30～22:00

建築年：Ｓ47 ※使用に応じて開館

【休館日】

12月29日～1月3日

関山コミュニティセンター １Ｆ　小集会室・調理室 【開設時間】

住所：関山1399 ２Ｆ　中集会室・大集会室 8:30～22:00

建築年：Ｓ57 【指定管理者】 【休館日】

改修：Ｈ28 ＮＰＯ法人ふるさとづくり妙高 12月29日～1月3日

原通コミュニティセンター １Ｆ　老人教室・青年研究室・遊戯室 【開設時間】

住所：岡新田66番地1 ２Ｆ　集会室・婦人室・調理実習室 8:30～22:00

建築年：Ｓ57 【指定管理者】 【休館日】

ＮＰＯ法人ふるさとづくり妙高 12月29日～1月3日

大鹿克雪管理センター １Ｆ　宿泊室 【開設時間】

住所：大鹿2103番地 ２Ｆ　集会室・健康相談室・調理室 8:30～22:00

建築年：Ｓ52 【指定管理者】 【休館日】

ＮＰＯ法人ふるさとづくり妙高 12月29日～1月3日

大鹿交流館 １Ｆ　研修室Ａ・Ｂ・Ｃ、大研修室、厨房 【開設時間】

（旧大鹿保育園） 【指定管理者】 8:30～22:00

住所：大鹿2104番地1 ＮＰＯ法人ふるさとづくり妙高 【休館日】

建築年：Ｈ8 12月29日～1月3日

改修：Ｈ26

1,828㎡

686㎡

576㎡

582㎡

392㎡

351㎡

資料 　１

生涯学習課所管施設　一覧表
○集会・文化施設

4,101㎡

2,846㎡

1,268㎡



施設名称・住所・建築年 建築延面積 施設概要等 開設時間等

妙高市勤労青少年ホーム １Ｆ　事務室・適応指導教室

住所：学校町1-17 ２Ｆ　会議室他

建築年：Ｓ47

○図書館
施設名称・住所・建築年 建築延面積 施設概要等 開設時間等

妙高市図書館 【指定管理者】 【開設時間】

（新井総合コミセン内） 2,846㎡ （公財）妙高文化振興事業団 平日　9:30～19:00

住所：上町9-2 （総合コミセン） 土日祝 9:30～18:00

建築年：Ｓ58 【休館日】

月曜日・第３木曜日

12月28日～1月3日

妙高市図書館 妙高高原図書室 【開設時間】

（妙高高原メッセ内） 1,870㎡ 平日　9:30～19:00

住所：田口33番地 (妙高高原メッセ） 土日祝 9:30～18:00

建築年：Ｈ15 【休館日】

12月28日～1月3日

妙高市図書館 妙高図書室 【開設時間】

（妙高支所内） 2,680㎡ 9:30～18:00

住所：関山1200番地1 （妙高支所） 【休館日】

建築年：Ｈ1 12月28日～1月3日

○歴史・民俗施設
施設名称・住所・建築年 建築延面積 施設概要等 開設時間等

斐太歴史民俗資料館 郷土資料の展示・保管 【開設時間】

(妙高市農村環境改善センター内) 1,448㎡ 9:30～16:00

住所：五日市1123-6 （農村環境改善センター） 【休館日】

建築年：Ｓ56 月曜・祝日

12月16日～3月31日

斐太歴史の里 史跡公園 管理棟開館時間
（斐太史跡公園・斐太県民休養地） 県民休養地（芝生広場・トリム・炊事 4～9月 9:00～17:00

住所：宮内（総合案内所） 場・淡水魚の池・湿生植物の沢・管理棟） 10月   9:00～16:00

建築年：Ｓ60開園 11月   9:00～15:00

※降雪期は閉園

関川関所道の歴史館 関川の関・道の歴史情報館・御宿 【開設時間】

住所：関川272 せきかわ・関川宿街・一の橋・駐車場 9:00～17:00

建築年：Ｈ9 【指定管理者】大字関川振興協議会 【休館日】

12月1日～4月9日

妙高高原郷土資料館 郷土資料の保管

住所：毛祝坂195-1

建築年：Ｓ45

雪国民俗資料館 郷土資料の展示・保管

（妙高ふれあいパーク内）

住所：米島新田61番地

建築年：Ｈ5

213㎡ 見学に応じて開館

788㎡ 休館中

4.35ｈa
（全体面積）

458㎡

417㎡ 休館中
（保管庫として使用）



施設名称・住所・建築年 建築延面積 施設概要等 開設時間等

妙高市総合体育館 ・アリーナ　バスケ２面　バレー２面 【開設時間】

（はね馬アリーナ）           　テニス２面　バドミントン６面  8:30～22:00

住所：白山町4丁目1-31 　　　　　　卓球台１８台 【休館日】 

建築年：Ｈ24 ・その他　武道場（柔道場、剣道場 各１面） 12月29日～1月3日

　　　　　研修室、会議室、健康体力測定室

　　　　　更衣室、トレーニングルーム、

　　　　　ランニングコース（１７０ｍ）　

【指定管理者】ＮＰＯ法人スポーツクラブあらい

水夢ランドあらい ・２５ｍプール６コース（日本水泳連盟公認） 【開設時間】

住所：白山町4丁目1-30 　コース幅２ｍ　水深１．１ｍ～１．３ｍ ［プール］

建築年：Ｈ5～6 ・幼児プール　１１２㎡ 平日　13:00～21:00

・その他　ウォータースライダー１基 土日祝及び7/1～8/31

        　幼児用滑り台２基 　　　10:00～22:00

　        トレーニングルーム(73㎡) ［トレーニングルーム

　　　　　ミーティングルーム(55㎡) 　ミーティングルーム］

【指定管理者】ＮＰＯ法人スポーツクラブあらい 平日　8:30～21:00

土日祝10:00～21:00

【休館日】

12月29日～1月3日

新井グリーンスポーツ ・砂入り人工芝コート　テニス１面 【開設時間】

センター 　　　　　　　　　　　フットサル１面 8:30～22:00

住所：高柳934 【指定管理者】ＮＰＯ法人スポーツクラブあらい 【休館日】

建築年：H10 12月29日～1月3日

新井総合公園体育館 ・アリーナ　バレー１面　バドミントン２面 【開設時間】

住所：上中205-1 　　　　　　卓球５台 8:30～22:00

建築年：H8 ・多目的室 【休館日】

【指定管理者】ＮＰＯ法人スポーツクラブあらい 12月29日～1月3日

新井総合公園 ・日本陸上競技連盟４種公認陸上競技場

陸上競技場 ・４００ｍトラック９コース全天候ウレタン舗装

住所：新井2200 ・インフィールド（高麗芝）

建築年：Ｈ4 ・アウトフィールド（砂入り人工芝）

・ローラースキーコース（Ｌ＝６５０ｍ）

【指定管理者】ＮＰＯ法人スポーツクラブあらい

新井総合公園野球場 ・野球場１面　両翼９２ｍ　センター１２０ｍ

住所：錦町2丁目2091 ・夜間照明設備　電光カウント　放送設備

建築年：Ｓ58 【指定管理者】ＮＰＯ法人スポーツクラブあらい

新井総合公園屋外球技場 ・全天候人工芝グラウンド　サッカーコート１面

住所：新井2214 【指定管理者】ＮＰＯ法人スポーツクラブあらい

建築年：Ｓ57(H17改修)

新井総合公園 ・ハードコート４面

テニスコート ・夜間照明設備

住所：錦町2丁目2091 【指定管理者】ＮＰＯ法人スポーツクラブあらい

建築年：Ｓ59

降雪期は休止

降雪期は休止

降雪期は休止

降雪期は休止

競技面積
12,206㎡

競技面積
2,870㎡

競技面積
9,100㎡

競技面積
23,080㎡

1,102㎡

○スポーツ施設

6,236㎡

1,957㎡

1,444㎡



施設名称・住所・建築年 建築延面積 施設概要等 開設時間等

新井テニスコート ・グリーンサンドコート２面

住所：白山町4丁目1415-4 【指定管理者】ＮＰＯ法人スポーツクラブあらい

建築年：Ｈ2

新井ペタンクコート ・ペタンクコート８面

住所：白山町4丁目1415-4 【指定管理者】ＮＰＯ法人スポーツクラブあらい

建築年：Ｈ11

新井南体育館 ・アリーナ　バスケ１面　バレー２面　テニス 【開設時間】

住所：小原新田581-4 　　　　　　１面　バドミントン２面　卓球８台 8:30～22:00

建築年：Ｓ54 ・その他　ステージ　更衣室 【休館日】

12月29日～1月3日

矢代コミュニティ ・アリーナ　バスケ１面、バレー１面 【開設時間】

スポーツセンター ・グラウンド（4,300㎡） 8:30～22:00

住所：志944 【指定管理者】矢代地域づくり協議会 【休館日】

建築年：Ｈ27改修 12月29日～1月3日

グラウンド：降雪期は休止

姫川原コミュニティ ・アリーナ　バスケ１面、バレー１面 【開設時間】

スポーツセンター ・グラウンド（6,389㎡） 8:30～22:00

住所：志944 【指定管理者】姫川原地区コミュニティ運営協議会 【休館日】

建築年：Ｈ29改修 12月29日～1月3日

グラウンド：降雪期は休止

妙高高原体育館 ・アリーナ　バスケ２面　バレー２面 【開設時間】

(ほっとアリーナ妙高高原) 　　　　　　バドミントン８面　卓球１２台　プール

住所：関川958 ・プール　直径１８．６ｍ 水深１．１ｍ 平日 13:00～21:00

建築年：H28 　ジャグジー　直径４．６ｍ　水深０．９m 土日祝 10:00～21:00

・その他　健康相談室　軽運動室１・２　 アリーナその他諸室

　　　　　ランニングコース（１３５ｍ） 8:30～22:00

【指定管理者】スポーツメディア㈱ 【休館日】

12月29日～1月3日

赤倉体育センター ・アリーナ　バスケ１面　バレー２面 【開設時間】

住所：二俣1516 　　　　　　バドミントン４面　卓球１０台 8:30～22:00

建築年：Ｓ51 ・その他　ステージ　ロビー　柔道室 【休館日】

　　　　　大会議室　和室 ほか 12月29日～1月3日

【指定管理者】(一社)妙高高原さわやか協議会

杉野沢トレーニング ・アリーナ　バスケ１面　バレー２面 【開設時間】

センター 　　　　　　バトミントン４面 8:30～22:00

住所：杉野沢1749 ・その他　シャワールーム 会議室　集会室、 【休館日】

建築年：Ｈ23・25改修 　　　　　音楽室、多目的広場（5,300㎡）ほか 12月29日～1月3日

【指定管理者】杉野沢区 多目的広場：降雪期は休止

池の平スポーツ広場 ・芝生広場（9,370㎡） 【休館期間】

住所：関川2428-2 　冬期間：常設クロスカントリースキーコース 12月29日～1月3日

建築年：Ｈ29 ・クラブハウス1棟（２階建）

【指定管理者】(一社)妙高高原さわやか協議会

降雪期は休止

降雪期は休止

946㎡

敷地面積
15,800㎡

競技面積
840㎡

946㎡

競技面積
1,600㎡

1,004㎡

 3,348㎡

2,889㎡

4,853㎡



施設名称・住所・建築年 敷地面積等 施設概要等 開設時間等

東赤倉テニスコート ・人工クレイコート８面

住所：田口1450 ・クラブハウス１棟(２階建、212㎡、H27建築）

建築年：Ｓ55(Ｈ26改修) 【指定管理者】(一社)妙高高原さわやか協議会

妙高高原スポーツ公園 ・４００ｍトラック８コース全天候舗装

グラウンド 　（トラック走路「スーパーX」を使用）

住所：関川958 ・全天候型の跳躍系助走路、砲丸投げフィールド

建築年：Ｈ2 ・インフィールド（高麗芝）

・ローラースキーコース（Ｌ＝１,５００ｍ）

【指定管理者】(一社)妙高高原さわやか協議会

妙高高原スポーツ公園 ・野球場１面　両翼９２ｍ　センター１２０ｍ

野球場 【指定管理者】(一社)妙高高原さわやか協議会

住所：関川958

建築年：Ｓ61

新潟県立妙高高原 ・ノーマルヒル　ＨＳ－１００、Ｋ－９０ 【開設時間】

赤倉シャンツェ 　ミディアムヒル　ＨＳ－６０、Ｋ－６０ 8:30～17:00

住所：関川776-3 ・ジャッジハウス１棟、管理棟１棟

建築年：Ｓ62 （ＮＰＯ法人妙高高原スキー連盟に管理委託）

妙高市オールシーズン ・スモールヒル　Ｋ＝４０ｍ 【開設時間】

シャンツェ ・ジャッジハウス１棟 8:30～17:00

住所：関川776-3 【指定管理者】(一社)妙高高原さわやか協議会

建築年：Ｓ62

妙高ふれあいパーク ・アリーナ　バスケ２面　バレー２面 【開設時間】

体育館 　　　　　　バドミントン６面　テニス２面 8:30～22:00

住所：米島新田61 　　　　　　フットサル２面 【休館日】 

建築年：Ｈ5 ・柔剣道場　柔道２面、剣道２面 12月29日～1月3日

・土間運動場　テニス１面

・その他　 ステージ　更衣室　シャワー室ほか

【指定管理者】ＮＰＯ法人ふるさとづくり妙高

妙高ふれあいパーク ・４００ｍトラック８コース　グリーンサンド

グラウンド ・ローラースキーコース（１周７００ｍ）

住所：米島新田61 ・サッカー場１面　高麗芝

建築年：Ｈ4 ・夜間照明設備

【指定管理者】ＮＰＯ法人ふるさとづくり妙高

妙高ふれあいパーク ・野球場１面　両翼９０ｍ　センター１２０ｍ

野球場 ・夜間照明設備

住所：米島新田61 ・ローラースキーコース（１周１，３００ｍ）

建築年：Ｈ4 【指定管理者】ＮＰＯ法人ふるさとづくり妙高

妙高ふれあいパーク ・人工芝コート４面

テニスコート 【指定管理者】ＮＰＯ法人ふるさとづくり妙高

住所：米島新田61

建築年：Ｈ5

降雪期は休止

降雪期は休止

降雪期は休止

降雪期は休止

降雪期は休止

降雪期は休止

競技面積
29,622㎡

競技面積
18,917㎡

5,450㎡

2,768㎡

18,917㎡

2,800㎡

13,000㎡

15,000㎡

12,382㎡



施設名称・住所・建築年 敷地面積等 施設概要等 開設時間等

妙高ふれあいパーク ・グリーンサンド舗装

多目的広場 【指定管理者】ＮＰＯ法人ふるさとづくり妙高

住所：米島新田61

建築年：Ｈ5

妙高ふれあいパーク ・東屋１　トイレ１　遊具一式

ふれあい広場 【指定管理者】ＮＰＯ法人ふるさとづくり妙高

住所：米島新田61

建築年：Ｈ5

新井運動公園 ・ロボットすべり台　ブランコ　築山

住所：白山町4丁目1415-4 【指定管理者】ＮＰＯ法人ふるさとづくり妙高

建築年：Ｓ47

新赤倉ふれあい広場 ・ゲートボール１面

住所：田切204-9 ・クラブハウス１棟（２６㎡）

建築年：Ｓ57 【指定管理者】新赤倉温泉区

杉野沢ふれあい広場 ・ゲートボール１面

住所：杉野沢1395-1 ・クラブハウス１棟（２６㎡）

建築年：Ｓ59 【指定管理者】杉野沢区

毛祝坂ふれあい広場 ・ゲートボール１面

住所：毛祝坂111-1 ・クラブハウス１棟（１４㎡）

建築年：Ｓ60 【指定管理者】大字毛祝坂地区
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