




庁舎・支所
施設名／所在地 開庁・閉庁 業務時間 閉庁日 ※１ 申込み・問い合わせ

（市外局番0884）
市役所庁舎・支所

市役所庁舎
　富岡町トノ町12-3

車両出入口の開閉時刻
開門7：30　閉門22：00
※�閉門後は阿南警察署の東
側駐車場をご利用くださ
い。
地下駐車場の使用時間
平日8：00～18：00

8：30～17：15
【延長窓口】
　毎月第１・３水曜日
　（～18：15）
　市民生活課・納税課
【夜間・休日窓口】
　P13でご案内

土・日曜日・
祝日・
年末年始
（12/29～
翌１/３）

（代表）
22-1111

那賀川支所
　那賀川町苅屋323

8：30～17：15
42-1111

羽ノ浦支所
　羽ノ浦町中庄なかれ16-3 44-3111

スポーツ

※１　休館日が祝日の場合は、翌平日が休みとなります。すべての施設で年末年始（12月29日～翌年１月３日）は休館します。

施設名／所在地 利用種目／コート数 利用時間 休館日 ※１ 申込み・問い合わせ
（市外局番0884）

体育館・武道館

スポーツ総合センター
　七見町下川田100-1

バレーボール� ７面
バスケットボール� ２面
バドミントン� 15面
ソフトテニス� ３面
卓球� 30台
剣道� ６面
柔道� ２面
体操
ランニングマシン� ６台

9：00～22：00 毎週月曜日 22-2300

那賀川スポーツセンター
　那賀川町苅屋354-1

バレーボール� ４面
バスケットボール� ２面
バドミントン� ７面
ソフトテニス� １面
卓球� ４台
剣道� ４面

9：00～22：00 毎週水曜日 42-0390

羽ノ浦総合国民体育館
　羽ノ浦町宮倉沢田100

バレーボール� ４面
バスケットボール� ３面
バドミントン� ４面
ソフトテニス� １面
卓球� 10台

9：00～22：00 毎週月曜日 44-5525

橘体育館
　橘町幸野18

バレーボール� ２面
バスケットボール� ２面
バドミントン� ６面

平日
　17：00～22：00
土日祝
　9：00～22：00

毎週月曜日 27-3044

春日野体育館
　羽ノ浦町春日野1-766

バレーボール� １面
ソフトテニス� １面 9：00～22：00 毎週火曜日 勤労女性センター

44-5611

Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
　津乃峰町長浜387

バレーボール� ２面
バドミントン� ６面
卓球� ２台

9：00～22：00 毎週月曜日 27-2427

那賀川Ｂ＆Ｇ海洋センター
体育館・武道場
　那賀川町今津浦向新田20-5

バレーボール� ２面
バドミントン� ４面
ソフトテニス� １面
卓球� １台
剣道（２面）・弓道

9：00～22：00 毎週月曜日 42-2600

武道館
　大潟町210-56

剣道� ３面
柔道� ３面 9：00～22：00 毎週月曜日 28-1533

施設案内
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施設名／所在地 施設概要 利用時間 休館日 ※１ 申込み・問い合わせ
（市外局番0884）

教育・文化施設
文化会館（夢ホール）
　富岡町西池田135-1

ホール、視聴覚室、研修室
スタジオ、茶室、陶芸・工芸室 9：00～22：00 毎週水曜日 21-0808

市民会館
　富岡町北通9

ホール、大会議室、会議室
和室 9：00～22：00 毎週火曜日 22-7000

情報文化センター（コスモホール）
　羽ノ浦町中庄上ナカレ16-3

ホール、視聴覚室、研修室
コンピュータ室 9：00～22：00 毎週月曜日 44-5000

阿波公方・民俗資料館
　那賀川町古津339-1 展示室、研修室 9：00～16：30 毎週月曜日

祝日 42-2966

科学センター
　那賀川町上福井南川渕8-1 天文館、体験館

9：30～16：00
※�夜間観望会開催時、イ
ベント時を除く

毎週月曜日 42-1600

環境啓発センター
　橘町小勝1-5

会議室、施設見学
リサイクル体験室
多目的広場

9：00～17：00 毎週月曜日 49-5820

教育・文化

施設名／所在地 利用種目／コート数 利用時間 休館日 ※１ 申込み・問い合わせ
（市外局番0884）

グラウンド
野球場
（ＪＡアグリあなんスタジアム）
　桑野町桑野谷34-1
　徳島県南部健康運動公園内

野球� １面
ソフトボール� １面

４～10月
　8：30～22：00
11～３月
　8：30～17：00

毎週火曜日
徳島県
南部健康運動公園
26-1885

新野グラウンド
　新野町馬見2

野球� １面
ソフトボール� ２面 7：00～18：00 － 新野公民館

36-2176
桑野グラウンド
　山口町内田145 ソフトボール� １面 7：00～22：00 － 桑野公民館

26-1644

橘港中浦緑地グラウンド
　橘町中浦

ホッケー� １面
サッカー� １面
テニスコート� ２面

9：00～22：00 毎週月曜日 管理人室
28-0413

橘港小勝緑地ソフトボール場
　橘町小勝3 ソフトボール� ２面 7：00～18：00 毎週月曜日 スポーツ総合センター

22-2300
南部ふるさとふれあい運動公園
　橘町土井崎34

野球� １面
ソフトボール� １面 7：00～22：00 － ふるさと館

34-2161
羽ノ浦グラウンド
　羽ノ浦町宮倉沢田82 野球� １面 5：00～18：00 －

羽ノ浦総合国民体育館
44-5525春日野グラウンド

　羽ノ浦町春日野1-118
ソフトボール� １面
サッカー（ジュニア） 8：00～22：00 －

プール
サンアリーナ温水プール
　七見町下川田100-1
　スポーツ総合センター内

25ｍ×６コース 10：00～21：00 毎週月曜日 22-8733

那賀川Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
　那賀川町赤池132 25ｍ×６コース 夏季のみ

お問い合わせください 毎週月曜日 スポーツ振興課
22-3394

その他

羽ノ浦スポーツ健康ランド
　羽ノ浦町宮倉沢田132

テニスコート� ６面
スケートボードパーク

４月～10月
　9：00～21：00
11月～３月
　9：00～17：00

毎週月曜日 羽ノ浦総合国民体育館
44-5525

Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫
　大潟町204-1 ヨット、カヌー 夏季のみ

9：00～16：00 毎週月曜日 スポーツ振興課
22-3394

徳島県南部健康運動公園
　桑野町桑野谷34-1

テニスコート� ８面 野球場と同じ
毎週火曜日 26-1885

フットサル場（公式用）� １面 8：30～22：00

※１　�休館日が祝日の場合は、翌平日が休みとなります。かもだ岬温泉保養施設を除くすべての施設で年末年始（12月29日～翌年１月
３日）は休みます。

※１　休館日が祝日の場合は、翌平日が休みとなります。すべての施設で年末年始（12月29日～翌年１月３日）は休館します。
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※１　�休館日が祝日の場合は、翌平日が休みとなります。かもだ岬温泉保養施設を除くすべての施設で年末年始（12月29日～翌年１月
３日）は休みます。なお、各図書館は１月４日まで休みです。

施設名／所在地 施設概要 利用時間 休館日 ※１ 申込み・問い合わせ
（市外局番0884）

ふるさと館
　橘町土井崎115-16 展示室、大ホール 9：00～22：00

展示室は17：00まで 毎週月曜日 34-2161

阿南図書館
　領家町本荘ケ内121

図書館、会議室、視聴覚室
市史編さん室

火～金曜日
　9：00～18：00
土・日曜日
　9：00～17：00

毎週月曜日
祝日
毎月末日
（土・日以外）
特別整理期間

23-2020

那賀川図書館
　那賀川町苅屋308-1

図書館、会議室、視聴覚室
市民ギャラリー 10：00～18：00 42-3111

羽ノ浦図書館
　羽ノ浦町中庄上ナカレ16-3
　（情報文化センター内）

図書館 10：00～18：00

毎週月曜日
毎月末日
（土・日以外）
特別整理期間
祝日の翌火曜日

44-2100

健康・福祉・産業・公園など
施設名／所在地 施設概要 利用時間 休館日 ※１ 申込み・問い合わせ

（市外局番0884）
健康・福祉施設
阿南ひまわり会館
　富岡町北通33-1

健康ルーム、ふれあいホール
研修室、グルメルーム 9：00～22：00 毎週月曜日 23-6600

かもだ岬温泉保養施設
　椿町船瀬60-2

温泉
・うみがめの湯（大浴場・露天風呂）
・さざなみの湯（大浴場・露天風呂）
・ふれあいの湯（健康福祉風呂）
かもだカフェ（食堂）

温泉
　10：00～20：00
カフェ
　平日
　11：00～15：30
　土・日・祝日
　11：00～19：00

毎週月曜日
温泉
21-3030
カフェ
33-1208

阿南市社会福祉会館
　富岡町今福寺40-17 会議室（大・小）、相談室 9：00～22：00 毎週月曜日 商工観光労政課

22-3290

那賀川社会福祉会館
　那賀川町苅屋357-1

大ホール、会議室（大・中・
小）、調理室、料理教室、生花
教室

9：00～22：00 毎週月曜日 42-3100

産業・労働・交流施設
商工業振興センター
　富岡町今福寺34-3 地域産業開発室、展示ホール 9：00～22：00 毎週月曜日 24-3232

勤労女性センター
　羽ノ浦町春日野1-75

講習室（大・小）、料理講習室、
託児室、図書館、軽運動室 8：30～22：00 毎週火曜日 44-5611

光のまちステーションプラザ
　富岡町今福寺40-17 物産館、ＬＥＤ作品等展示 10：00～20：00 毎週月曜日 24-3141

公方の郷なかがわ（道の駅）
　那賀川町工地803 物産館 9：00～17：30 － 21-2631

主な公園

徳島県南部健康運動公園
　桑野町桑野谷34-1

遊具、バスケットゴール
多目的広場

４～10月
　8：30～22：00
11～３月
　8：30～17：00

毎週火曜日 26-1885

阿南西部公園（ひまわりランド）
　中大野町南傍示658-8 芝生広場、遊具

３～４月
　9：00～17：00
５～９月
　9：00～18：00
10～11月
　9：00～17：00
12～２月
　9：00～16：00

－ 公園管理事務所
22-1178

東部自然公園
　才見町米島裏6 芝生広場

基本的に自由
※�団体で使用する場合
は、事前にご相談くだ
さい。

－ 公園緑地課
22-9293

牛岐城趾公園
　富岡町トノ町24-21

芝生広場、牛岐城趾館
展望台 9：00～18：00 － 公園管理事務所

22-1687
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