
　２　陸上競技場
　　（１）全部使用の場合

使用区分

２０２０年　４月　１日 施　設　名 入場料を徴収しな
い使用する場合

入場料を徴収して
使用する場合

陸上競技場 　　3,140円 　　9,210円 　 76,470円  　15,400円
別表 補助競技場 　　1,250円 　 35,820円 　　7,120円
Ⅰ　総合競技場の施設 投てき場 　　1,250円 　 35,820円 　　7,120円
　１　体育館（除く：会議室及びステージ） 多目的広場 　　1,250円
　　（１）　全部使用の場合 備　　考 　　　　（平日料金と日・祝日料金を同一とします。）

使用区分 　　①　利用料の額は、１時間（１時間に満たない場合は１時間とする。）あたりとします。

施　設　名 入場料を徴収しな
い使用する場合

入場料を徴収して
使用する場合

　　②　施設利用料以外に、器具・照明を使用する場合は、別途設備・器具利用料が必要となります。

体 育 館 2,510円 7,330円 61,280円 12,250円 　　③　利用時間には、準備及び撤去を含みます。なお、準備及び撤去のため各施設を利用する場合の金額は、

体育館別館 1,250円 3,770円 30,690円 6,180円 　　　「アマチュアスポーツの場合の入場料を徴収しない」の料金を適用します。

備　　考 　　④　「入場料を徴収する」場合とは、利用者側が入場などの料金を徴収して行う催しものを行う場合を

　①　利用料の額は、１時間（１時間に満たない場合は１時間とする。）あたりとします。 　　　いいます。

　②　本館については、半面使用を認め、その利用料金は全面使用の半額とします。（１０円未満は切り上げ） 　　⑤　陸上競技場と補助競技場を併せて使用する場合の料金は、それぞれの料金を徴収します。

　③　施設利用料以外に、器具・照明を使用する場合は、別途設備・器具利用料が必要となります。

　④　利用時間には、準備及び撤去を含みます。なお、準備及び撤去のために各施設を使用する場合の金額は、 　　（２）部分使用の場合
　　「アマチュアスポーツの場合の入場料を徴収しない」の料金を適用します。 　　　　①　昼間使用
　⑤　「入場料を徴収する」場合とは、利用者側が入場などの料金を徴収して行う催しものを行う場合を

　　（２）　部分使用の場合

フットサル バスケットボール バレーボール バドミントン テニス 卓　　球
体育館本館 １台１時間につき 　　　　②　夜間使用

高校生以下 520円 520円 360円 150円 520円 100円
その他の者 1,040円 1,040円 730円 310円 1,040円 200円

体育館別館 １台１時間につき

高校生以下 ‐ ‐ 120円 100円 ‐ 80円
その他の者 ‐ ‐ 250円 200円 ‐ 160円

備　　考
　①　利用料の額は、１時間（１時間に満たない場合は１時間とする。）あたりとします。

その他1/2使用 その他1/4使用 　②　高校生以下とは、次に掲げる者とします。

体育館本館 １時間につき 　　　・　小学校（義務教育学校前期課程を含む）就学就学前の者

高校生以下 520円 310円   　　・　小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者

その他の者 1,040円 620円 　③　中学生以下の者が利用する場合は、引率者の付き添いが必要です。

　④　夜間使用について、日曜・祝日を除き

　　・　個人使用の場合は、原則本競技場は１０名以上、補助競技場は５名以上にて点灯します。

備　　考
　①　利用料の額は、１時間（１時間に満たない場合は１時間とする。）あたりとします。 　（３）会議室等の利用料
　②　高校生以下とは、次に掲げる者とします。 使用区分
　　　・　小学校（義務教育学校前期課程を含む）就学就学前の者 室　　名 ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ大会 アマチュア その他
　　　・　小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者 　　　  0円 　　1,040円 　　1,040円
　③　中学生以下の者が利用する場合は、引率者の付き添いが必要です。 　　    0円 　　1,040円 　　1,040円

　　    0円 　　  830円 　　  830円
　　（３）会議室及びステージの利用料 　　　  0円 　　1,040円 　　1,040円

使用区分 ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊
室　　名 ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ大会 アマチュア その他 　　　  0円 　　  830円 　　  830円

　　　660円 　　　660円 　　　660円 　　    0円 　　1,040円 　　1,040円
　　　880円 　　　880円 　　　880円 　　    0円 　　  830円 　　  830円
　　    0円 　　　660円 　　　660円 　　　  0円 　　1,040円 　　1,040円
　　1,040円 　　1,040円 　　1,040円     　　0円 　　1,040円 　　1,040円
　　　  0円 　　　660円 　　　660円 　　    0円 　　  830円 　　  830円
        0円     1,760円     1,760円 　　　  0円 　　1,040円 　　1,040円

　　1,040円 　　1,040円 　　1,040円
　（４）設備及び照明の利用料 　　　  0円 　　1,040円 　　1,040円

    3,140円     3,140円     3,140円

設備器具名 ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ大会 その他     1,250円     1,250円     1,250円
個人（１回） 　　　100円 　　　150円 　　1,040円 　　1,040円 　　1,040円
団体（１日） 　　1,200円 　　1,860円 　　1,040円 　　1,040円 　　1,040円

１　日 　　1,200円 　　1,860円 　　　　0円 　　1,040円 　　1,040円
１式１時間 　　　440円 　　　980円 　　　　0円 　　1,040円 　　1,040円

　　　760円 　  1,100円 　　　　0円 　　  830円 　　  830円
　　　880円 　　1,200円 　　　　0円 　　1,250円 　　1,250円
　　1,760円 　　2,420円 　  　1,040円 　　1,040円 　　1,040円
　　2,640円 　　3,620円 補助競技場      410円       410円       410円

１時間につき　　　100円 　　　150円 備　　考 （平日料金と日・祝日料金を同一とします。）

１時間につき    1,040円     1,570円 　①　使用料の額は、１時間（１時間に満たない時間は１時間とする。）あたりとします。

１時間につき 　　7,700円  　11,000円 　②　トレーニング室のみの個人利用料金は、トレーニンセンターの利用料金に準じます。

１式１時間 　　　440円 　　　980円
　　　320円 　　　440円
　　　540円 　　　760円 　（４）設備及び照明の利用料
　　　100円 　　　150円
    1,040円     1,570円 設備器具名 ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ その他

１時間につき 　　4,400円  　 6,070円 １時間につき　　　100円 　　　150円
１時間につき     1,040円     1,570円

　（５）用器具の利用料 個人（１回） 　　　100円 　　　150円
団体（１日） 　　1,460円 　　2,200円

器具名 ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ大会 その他 １　日 　　1,460円 　　2,200円

 　　　60円  　　　80円 １式１時間につき 　　　520円 　　1,150円

１人掛け 　　　 40円 　 　　60円 個別使用(1室) １時間につき   　　100円       150円

４人掛け 　　　 80円 　　　170円 全室使用 １時間につき   　2,090円 　  3,140円

１日１張り     1,320円     2,110円 １式１時間につき 　　3,770円     7,540円
１日１台１式 　　　 50円        80円 全灯照明  　29,330円    35,200円
１日１コート１式　　　 50円        80円 1/2照明 　 14,660円 　 17,600円
１日１コート１式　    100円       150円 1/5照明 　  5,860円  　 7,010円
１日１コート１式　　   50円        80円 1/10照明     2,930円 　　3,560円
１日１コート１式　　  100円       150円 全塔照明（５基） 　　2,510円     3,140円
１日１コート１式　　  100円       150円 ４基照明 　　2,200円 　　2,720円
１日１コート１式　　　520円       780円 １室 １時間につき　　　100円 　　　100円
１日１コート１式       200円       310円 一式 １時間につき　　  100円 　　  100円
１日セット  　 　100円       150円 投てき場 ３塔照明 １時間につき　　1,780円     2,200円

１日１式 　　　520円       780円 備　　考
１台１時間につき　　　980円     1,540円 　①　利用料の額は、１時間（１時間に満たない時間は１時間とする。）あたりとします。

体育館本館 １日につき 　　2,090円     3,140円

体育館別館 １日につき 　　1,040円     1,570円 　（５）用器具の利用料

ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ その他 ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ その他
机 １脚 　　　 60円 80円 １個 　　　120円 180円

　３　トレーニングセンター 椅子(１人掛け) １脚 　　　 40円 60円 １式 　  　520円 780円
椅子(４人掛け) １脚 　　　 80円 170円 １台 　  　520円 780円
天　　幕 １張 　　1,320円 2,110円 １台 　  　520円 780円

ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ １個 　　　 70円 110円 １台 　  2,200円 3,300円
ｽﾄｯﾌﾟｳｵｯﾁ １個 　　　100円 150円 １式 　　5,230円 7,850円
ﾊ ｰ ﾄﾞ ﾙ １個 　　　 50円 80円 １式 　　3,980円 5,970円
砲　　丸 １個 　　　 70円 110円 １式 　　5,230円 7,850円
円　　盤 １個 　　　 70円 110円 １台 　　5,230円 7,850円

備　　考 ハンマー １個 　　　 70円 110円 １台 　  2,200円 3,300円
　　　　　①　高校生以下とは、次に掲げる者とします。 や　　り １本 　　　170円 260円 １台 　　2,610円 3,920円
　　　　　　・　小学校就学就学前の者　　　・　小学校（義務教育学校前期課程を含む）就学就学前の者 走高跳用器具 １式 　　　700円 1,050円 １台 　　2,200円 3,300円
　　　　　　・　小学校就学就学前の者　　　・　小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者 棒高跳用器具 １式 　　　920円 1,380円 １式 　　5,230円 7,850円

　②　高校生及びこれに準ずる者には、中学生を含めるものとします。 踏み切り板 １本 　　　100円 150円 １式 　　5,230円 7,850円
　③　中学生以下の者が利用する場合は、引率者の付き添いが必要です。 １式     2,200円 3,300円

１対 　　1,040円 1,560円
４　物品販売サービス及び飲食サービス提供利用料 ビーチパラソル １本 　　　120円 180円 １枚 　　　100円 150円

利用単位 単　位 使用単位 利用単価 １日 　　7,330円 11,000円
一店舗 １平米あたり 日     1,000円 １日    10,470円 15,710円

　①　利用料の額は、１日あたりとします。

※　２０２０年　４月　１日　　施行

150円/1人 300円/1人

使用単位
利用料

品　　　名

使用単位

１時間あたり

利　用　料

冷暖房設備

照明設備

照明設備

冷暖房設備
放送設備
照明設備

湯　　沸　　設　　備

報道員室
表彰控室

監視カメラ室
医務室

会議室1
審判員室2

情報室

電源装置（コンセント）

使用区分

放　　送　　設　　備

照明設備

持ち込み電源用具等
冷　暖　房　設　備

１　日

放　　送　　設　　備

営利を目的と
して使用する

場合

使　　用　　者
高校生以下 一　　般
70円/1人
50円/1人
50円/1人

180円/1人
100円/1人
100円/1人

使　　用　　者
高校生以下 一　　般
170円/1人 380円/1人
150円/1人 300円/1人

１時間につき

体育館本館

電源装置（コンセント）

冷　暖　房　設　備

競技場（４列照明）
競技場（６列照明）

持ち込み電源用具等

照明設備

９　列　照　明
５　列　照　明

１時間券

定期券(3ヶ月)

高校生以下 その他の者
区　分　／　利用料

利用単位

テ　　ニ　　ス
バスケットボール

移動式バスケットゴール

競　技　器　具　一　式

手動式得点板

ピ　ア　ノ　（除く：調律）
連動式得点表示器

競　技　器　具　一　式

体育館共通 ソフトバレーボール

天　　幕
卓　　球

         2,820円          6,280円

バレーボール

１日１脚

補　助　競　技　場
投　 て　　き　 場

電源装置（コンセント）
体育館別館

利　用　料

持ち込み電源用具等

陸上競技場

温　水　シャ　ワ　ー

放　送　設　備

記録室

陸上競技場

審判員控室(1～4)
審判員室1

随行員室

貴賓室
貴賓室控室1・2

トレーニング室
写真判定棟

１時間につき

大型映像装置

使　用　区　分
使用単位

施設名

施設名

施設名（区分）

施設名（区分）

陸上競技場
共通

ドーピング室

ス テ ー ジ 更衣室1・2

使用単位

湯　　沸　　設　　備

競技場（２列照明）

予備室1～3
司令室

写真判定室
招集室

選手待機室

多目的室

１時間あたり

ス　テ　－　ジ

利　用　料使用区分

温　水　シャ　ワ　ー

１時間につき

 　 　・　夜間料金は照明料を含みます。（４月１５日～９月２０日は１９：００～２０：３０、９月２１日～４月１４日は１７：００～２０：３０を指します。）

施設名

この表に掲げる競技用電子計測器具の全部を１日使用する場合

走幅・三段跳
距離測定器

１式 　　　410円

全自動ﾋﾟｽﾄﾙ
レーンナンバー表示器

電子式風力速報表示盤
ＹＯ式ｽﾀｰﾄ発信装置
スターター拡声装置

電子式風力測定器

走幅跳・三段跳電子距離測定器

この表に掲げる競技用器具の全部を１日使用する場合

サッカーゴール
フィールド制限タイマー

電子式周回表示盤

フィールド記録表示盤

風向・風速計

２時間券
回数券(20時間分で22時間利用可能)

定期券(1ヶ月)

           120円            240円
         1,200円          2,400円
         1,040円          2,300円

補助競技場

フットサルゴール

１時間につき

その他の催
物に利用す

る場合

アマチュアスポーツ

施　設　名

陸　上　競　技　場

会議室2

陸　上　競　技　場
補　助　競　技　場

施　設　名

利　用　料

投　 て　　き　 場

料　金　表

アマチュアスポーツ 営利を目的と
して使用する

場合

　　　机（会議室を使用する場合を除く）

　　　椅　　子
(会議室を使用する場合を除く）

バドミントン

使用単位

※平日及び日・祝日料金
を同一とします。

応　接　室

その他の催し物

620円

人　工　芝

控　え　室

第二　会議室
小　会　議　室

第一・三会議室

１面１時間につき

種　目　名　/　利　用　料

１面１時間につき

種　目　名　/　利　用　料

使用単位
利　用　料

品　　　名 使用単位
利用料

光波距離測定装置

写真判定装置
フィニッシュタイマー表示盤

周 回 表 示 器

            60円            120円

施設名


