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荒尾市都市公園条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市公園法（昭和31年法律第79号。以下「法」という。）及び高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」

という。）並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置、管理及び運営につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 都市公園 法第２条第１項に規定する都市公園で市が設置するものをいう。 

(２) 公園施設 法第２条第２項に規定する公園施設をいう。 

(３) 特定公園施設 公園施設のうち、高齢者移動等円滑化法第２条第15号に規定するものをい

う。 

(４) 有料施設 公園施設のうち、市が管理し、有料で使用させるものをいう。 

（都市公園の配置基準） 

第２条の２ 法第３条第１項の規定により条例で定める基準は、次条及び第２条の４に定めるとこ

ろによる。 

（住民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準） 

第２条の３ 市の区域内の都市公園の住民１人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上と

し、市街地の都市公園の当該市街地の住民１人当たりの敷地面積の標準は、５平方メートル以上

とする。 

（都市公園の配置及び規模の基準） 

第２条の４ 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園

の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げると

ころによりその配置及び規模を定めるものとする。 

(１) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住

する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準

として定めること。 

(２) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する

者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、２ヘクタールを標準として
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定めること。 

(３) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域

内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、４ヘクタール

を標準として定めること。 

(４) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供す

ることを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休

息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができる

ように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することがで

きるようにその敷地面積を定めること。 

２ 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致

の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林

地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供する

ことを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合において

は、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配

置し、及びその敷地面積を定めるものとする。 

（公園施設の設置基準） 

第２条の５ 法第４条第１項本文の規定により条例で定める割合は、100分の２とする。 

（公園施設の設置基準の特例） 

第２条の６ 都市公園法施行令（昭和31年政令第290号。以下「令」という。）第６条第１項第１号

に掲げる場合における法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に

限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面

積を超えることができることとする。 

２ 令第６条第１項第２号に掲げる場合における法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、

同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定

により認められる建築面積を超えることができることとする。 

３ 令第６条第１項第３号に掲げる場合における法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、

同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前

２項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。 

４ 令第６条第１項第４号に掲げる場合における法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、

同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の２を限度として同項本文又は前
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３項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。 

（特定公園施設の設置に関する基準） 

第２条の７ 高齢者移動等円滑化法第13条第１項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園

施設の設置に関する基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等

の特定公園施設の移動上及び利用上の利便性及び安全性の向上を図るものとしなければならない。 

（都市公園の区域の変更及び廃止） 

第３条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、

位置の変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければ

ならない。 

（禁止行為） 

第４条 都市公園内では次の行為をしてはならない。ただし、管理上支障がないと認めるときは、

この限りでない。 

(１) 立入禁止区域に立ち入ること。 

(２) 都市公園内の土地又は公園施設を損壊すること。 

(３) ごみその他の汚物を捨てること。 

(４) 植物を採取し、又は損傷すること。 

(５) 鳥獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。 

(６) たき火をし、若しくは火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること。 

(７) 小屋その他の工作物を設けること。 

(８) 広告又は宣伝すること。 

(９) 物品販売、業としての写真撮影その他の営業行為をすること。 

(10) 指定した場所以外の場所に車馬等を入れ、又は止めておくこと。 

(11) 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。 

（占用の許可） 

第５条 法第６条第１項の規定により工作物その他の物件又は施設（以下「占用物件」という。）

を設けて都市公園を占用しようとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならな

い。 

２ 前項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。 

３ 前２項の規定による申請書の記載事項は次のとおりとする。 

(１) 占用許可申請書 
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ア 申請者の住所、氏名及び職業 

イ 占用物件の種類及び数量 

ウ 占用目的 

エ 占用期間 

オ 占用場所 

カ 占用物件の管理方法 

キ その他市長の指示する事項 

(２) 変更許可申請書 

ア 申請者の住所、氏名及び職業 

イ 変更する事項 

ウ 変更する理由 

エ その他市長の指示する事項 

（占用に伴う軽易な変更） 

第５条の２ 法第６条第３項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。 

(１) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの 

(２) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が、当該占用の目的に付随して行うもの 

（広告、宣伝、放送等の許可） 

第６条 都市公園において広告、宣伝、放送又は映画撮影をしようとする者並びに業として写真を

撮影しようとする者については、第５条の規定を準用する。 

（有料施設） 

第７条 有料施設のある都市公園は、荒尾運動公園（以下「運動公園」という。）とし、当該施設

は、別表第１に定めるとおりとする。 

（職員） 

第８条 運動公園施設に職員を置くことができる。 

（運動公園施設の使用時間及び休日） 

第９条 運動公園施設の使用時間及び休日は、別表第２のとおりとする。ただし、市長が必要であ

ると認めるときは、この限りでない。 

（使用の許可等） 

第10条 公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は、公園施設を使用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可
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せず、又は既にした使用の許可を取り消すことができる。 

(１) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。 

(２) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。 

３ 前項の規定による使用許可の取消し等によって生ずる損害については、市長はその責を負わな

いものとする。 

（入場の制限） 

第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公園施設の入場を許可しない。 

(１) 他人の迷惑となり、又は公益を害するおそれがあると認める者 

(２) 他人に危険を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物品又は動物（身体障害者

補助犬法（平成14年法律第49号）第２条に規定する身体障害者補助犬（同法第12条第１項の規

定による表示をした犬に限る。）を除く。）の類を携帯する者 

(３) 前２号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者 

（目的外使用等の制限） 

第12条 第10条の規定により使用許可を受けた者は、その施設の構造及び設備を変更し、又はその

施設を目的外に使用してはならない。ただし、市長の許可を受けたときはこの限りでない。 

２ 市長は、前項の許可の際必要な設備をすることを命ずることができる。 

３ 第１項ただし書の規定により許可を受け、若しくは前項の規定により設備をした者は、使用後

直ちにこれを撤去し、原状に回復しなければならない。 

（許可の期間） 

第13条 第５条第１項（第６条において準用する場合を含む。）及び第10条の規定による許可の期

間は規則で定める。 

（許可の条件） 

第14条 市長は必要があると認めるときは、使用許可の際条件を付けることができる。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第15条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。 

（使用料等） 

第16条 使用者は、有料施設の利用に当たっては別表第３に定める施設ごとに、使用料を納付しな

ければならない。ただし、土地の占用に当たっては荒尾市道路占用料徴収条例（昭和26年条例第

38号）第２条の規定を準用する。 
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２ 別表第３に定める使用料は、消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。 

（使用料の減免） 

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料についてそれぞれ当該各号に定め

る額を免除することができる（その額に10円未満の端数が生じたときは、四捨五入するものとす

る。）。 

(１) 市が主催するとき 全額 

(２) 市内の小中学校の教育課程として使用するとき 全額 

(３) 市が共催するとき ２分の１ 

(４) 市が後援するとき ４分の１ 

(５) 前各号に掲げるほか市長が必要と認めるとき 市長が認める額 

（使用料の還付） 

第18条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又

は一部を還付することができる。 

(１) 使用者の責によらない理由によって使用できないとき。 

(２) 公益上又は管理者の都合により使用許可を取り消したとき。 

(３) 使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき。 

(４) その他市長において必要があると認めるとき。 

（損害賠償義務） 

第19条 都市公園内の土地、建物、施設及び物品を故意又は重大な過失により滅失、損壊又は殺傷

した者は、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。 

（公園予定区域及び予定公園施設についての準用） 

第20条 法第33条第４項に規定する公園予定区域又は予定公園施設については、第２条の５、第２

条の６、第４条から第６条まで及び第10条から前条までの規定を準用する。 

（指定管理者による管理） 

第21条 運動公園施設の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定によ

り、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせる

ことができる。 

２ 前項の規定により運動公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第９条の規定にかかわ

らず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、運動公園

施設の休日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。 
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３ 第１項の規定により運動公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条第１項及び第

２項、第14条並びに第18条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第３項中「市

長」とあるのは「市長及び指定管理者」と読み替えるものとする。 

４ 第１項の規定により運動公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理

者が運動公園施設の管理を行うこととされた期間前にされた第10条（前項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請と

みなす。 

５ 第１項の規定により運動公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理

者が運動公園施設の管理を行うこととされた期間前にされた第10条（第３項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。）の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許

可を受けた者とみなす。 

（指定管理者の業務） 

第22条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 運動公園施設及び設備の維持管理に関する業務 

(２) 運動公園施設の使用の許可に関する業務 

(３) 有料施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）に関する業務 

(４) 運動公園施設の使用上の安全指導等に関する業務 

(５) 運動公園施設を活用した事業の実施 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が運動公園施設の管理及び運営に関し必要と認める業務 

（利用料金制） 

第23条 第21条第１項の規定により運動公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、運動公園

施設の使用者は、利用料金を納めなければならない。この場合において第16条の規定は適用しな

い。 

２ 利用料金は、地方自治法第244条の２第８項の規定により、指定管理者の収入として収受させる

ものとする。 

３ 利用料金の額は、指定管理者が、別表第３に掲げる額を上限として、あらかじめ市長の承認を

得て定める額とする。 

４ 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めるところにより、利用料金を減額し、又は免

除することができる。 

（過料） 
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第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、１万円以下の過料に処する。 

(１) 第４条及び第11条（第20条において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

(２) 第12条第１項又は第15条（第20条において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

２ 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の５倍に相当

する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、５万円とする。）の過料に処す

る。 

（委任） 

第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、昭和47年４月１日から施行する。 

２ この条例施行の際既になされた許可（契約による場合を含む）は、そのなされた期間の終了す

るまでなお効力を有する。 

３ 次の条例は廃止する。 

(１) 荒尾市体育館条例（昭和40年荒尾市条例第26号） 

(２) 荒尾市交通公園の設置に関する条例（昭和45年荒尾市条例第18号） 

附 則（昭和48年６月20日条例第23号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和49年６月28日条例第21号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和50年７月16日条例第24号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和51年７月５日条例第15号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和52年３月26日条例第12号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和53年12月26日条例第20号） 

この条例は、昭和54年１月１月から施行する。 

附 則（昭和55年３月27日条例第11号） 

この条例は、昭和55年４月１日から施行する。 

附 則（昭和57年３月30日条例第４号） 
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この条例は、昭和57年４月１日から施行する。 

附 則（昭和60年９月28日条例第17号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和61年３月24日条例第11号） 

この条例は、昭和61年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年３月28日条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成元年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の使用料等については、施行日以後の申請に係る使用等について適用し、

同日前の申請に係る使用等については、なお従前の例による。 

附 則（平成６年９月30日条例第17号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年３月25日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の（中略）荒尾市公園条例に基づく使用料等は、施行日以後の申請に係

る使用料等について適用し、同日前の申請に係る使用料等については、なお従前の例による。 

附 則（平成９年12月24日条例第28号） 

この条例は、平成10年１月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月23日条例第25号） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成13年10月１日条例第15号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年７月７日条例第14号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年12月22日条例第28号） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 荒尾勤労者体育センター条例（昭和55年条例第12号）は、廃止する。 

附 則（平成17年９月30日条例第34号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年３月22日条例第11号） 

１ この条例は、平成18年６月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日から平成18年９月１日（同日前に地方自治法第244条の２第３項の規定に基

づき運動公園施設の管理を指定した場合には、当該指定の日）までの間における管理については、

なお従前の例による。 

附 則（平成20年３月24日条例第11号） 

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第３の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同

日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成24年６月27日条例第21号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日条例第20号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年２月28日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条、第５条、第７条、第９条及び第12条から第14条までの規定による改正後の次に掲げる

条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の申請に係る使用料等につ

いて適用し、施行日前の申請に係る使用料等については、なお従前の例による。 

(１) 荒尾総合文化センター条例 

(２) 荒尾市働く女性の家条例 

(３) 荒尾市地域産業交流支援館条例 

(４) 荒尾市都市公園条例 

(５) 荒尾市公民館条例 

(６) 荒尾市学校体育館使用料条例 
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(７) 荒尾市地域体育館条例 

附 則（平成26年３月24日条例第13号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月28日条例第13号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条、第４条、第５条及び第７条から第11条までの規定による改正後の次に掲げる条例の規

定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の申請に係る使用料等について適用

し、施行日前の申請に係る使用料等については、なお従前の例による。 

(１) 荒尾総合文化センター条例 

(２) 荒尾市働く女性の家条例 

(３) 荒尾市地域産業交流支援館条例 

(４) 荒尾市万田炭鉱館条例 

(５) 荒尾市都市公園条例 

(６) 荒尾市公民館条例 

(７) 荒尾市学校体育館使用料条例 

(８) 荒尾市地域体育館条例 

附 則（令和３年３月25日条例第７号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

別表第１（第７条関係） 

公 園 名 施 設 名 

荒尾運動公園 陸上競技場 

野球場 

市民体育館 

体育センター 

弓道場 

庭球場 

ソフトボール球場 
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サッカー場 

市民プール 

ゲートボール場 

多目的広場 

アーチェリー・弓道遠的場 

別表第２（第９条関係） 

施設名 使用時間 休日 

市民体育館 原則として９時から21時まで。ただし、日

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日は17時ま

で 

(１) 毎週木曜日 

(２) 12月29日から翌年

の１月３日まで 

体育センター 〃 〃 

弓道場 〃 〃 

野球場 原則として９時から17時まで 12月29日から翌年の１月

３日まで 

ソフトボール球場 〃 〃 

陸上競技場 〃 〃 

サッカー場 〃 〃 

庭球場 〃 〃 

ゲートボール場 〃 〃 

多目的広場 〃 〃 

アーチェリー・弓道遠的場 〃 〃 

市民プール 原則として９時30分から17時まで  

ウォーキングロード   

児童公園   

展望台   

運動公園内駐車場   

野外音楽堂   

備考 
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１ ソフトボール球場の照明の使用は４月１日から10月31日まで（木曜日を除く。）とし、

時間は17時から21時までとする。 

２ 庭球場、サッカー場、多目的広場及びアーチェリー・弓道遠的場の照明の使用は木曜日

を除くものとし、時間は17時から21時までとする。 

３ 市民プールの使用は、７月１日から８月31日までの間で別に定める期間とする。 

別表第３（第16条関係） 

(１) 市民体育館 

種別 

使用料 

９時から17

時まで 

17時から21

時まで 

９時から21

時まで 

超過１時間に

つき 

     円 円 円 円 

専

用

使

用 

使用者が入

場料を徴収

しない場合 

スポーツ活動を目

的として使用する

場合 

市内 4,950 4,950 9,900 990 

市外 6,280 6,280 12,570 1,250 

営利を目的としな

い公共的団体が使

用する場合 

市内 9,900 9,900 13,200 1,650 

市外 12,570 12,570 16,760 2,090 

 その他の場合 市内 23,100 23,100 29,700 3,300 

  市外 29,330 29,330 37,710 4,190 

使用者が入

場料を徴収

する場合 

スポーツ活動を目

的として使用する

場合 

市内 16,500 19,800 26,400 1,650 

市外 20,950 25,140 33,520 2,090 

その他の場合 市内 49,500 49,500 82,500 3,300 

  市外 62,850 62,850 104,760 4,190 

個

人

使

用 

中学生以下の児童生徒及

び幼児 

１回につ

き 

市内 70円 １月 市内 700円 

 市外 100円  市外 1,000円 

高校生 １回につ

き 

市内 100円 １月 市内 1,000円 
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  市外 150円  市外 1,500円 

大人 １回につ

き 

市内 130円 １月 市内 1,300円 

  市外 210円  市外 2,100円 

備

考 

１ 特別の設備を要する費用は、使用者の負担とする。 

２ 専用使用者が入場料その他、これに類するものを徴収する場合の使用料は、その徴収す

る１人当たりの最高入場料金の100人分相当を加算した額とする。 

３ 超過する時間に１時間未満の端数があるときは、その端数を１時間とみなす。 

(２) ソフトボール球場 

単位 使用時間 料金 
超過30分につ

き 

    円 円 

１コート １時間につき 中学生以下 市内 60 30 

  市外 100 50 

 一般 市内 110 60 

  市外 210 100 

 夜間照明灯を使用する

場合 

市内 3,300 1,650 

 市外 4,190 2,090 

備考 超過する時間に30分未満の端数があるときは、その端数を30分とみなす。 

(３) 庭球場 

単位 使用時間 料金 
超過30分につ

き 

    円 円 

１コート １時間につき 中学生以下 市内 60 30 

  市外 100 50 

 一般 市内 110 60 

  市外 210 100 

 夜間照明灯を使用する

場合 

市内 660 330 

 市外 830 410 
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備考 超過する時間に30分未満の端数があるときは、その端数を30分とみなす。 

(４) 市民プール 

使用区分 種別 対象 

使用時間２

時間30分ま

で 

超過30分に

つき 
摘要 

   円 円  

一般使用 個人分 

（１回） 

中学生以下の児童

生徒及び幼児 

100 50 １ 幼児とは、３歳以上６歳

未満の者をいう。 

 高校生 150 50 ２ 大人とは、一般成人及び

大学生をいう。  大人 210 50 

団体分 50人以上 普通個人券の１割引 

専用使用 専用券 区分 日曜日及び祝日 その他の日 

  円 円 

 50メートルプール 39,600 23,100 

 25メートルプール 26,400 16,500 

備考 超過する時間に30分未満の端数があるときは、その端数を30分とみなす。 

(５) 弓道場 

種別 
使用料 

９時から17時まで 17時から21時まで ９時から21時まで 超過１時間につき 

専用使用 

 円 円 円 円 

市内 4,950 4,950 9,900 990 

市外 6,280 6,280 12,570 1,250 

個人使用 中学生以下の児童生

徒 

１回につき 市内 70円 １月 市内 700円 

  市外 100円  市外 1,000円 

高校生 １回につき 市内 100円 １月 市内 1,000円 

  市外 150円  市外 1,500円 

大人 １回につき 市内 130円 １月 市内 1,300円 

  市外 210円  市外 2,100円 
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備考 超過する時間に１時間未満の端数があるときは、その端数を１時間とみなす。 

(６) サッカー場 

区分 １時間につき 超過30分につき 

半面使用料 中学生以下 市内 60円 30円 

 市外 80円 40円 

一般 市内 110円 60円 

 市外 140円 70円 

全面使用料 中学生以下 市内 110円 60円 

 市外 140円 70円 

一般 市内 220円 110円 

 市外 280円 140円 

夜間照明灯を使用す

る場合 

市内 1,100円 550円 

市外 1,410円 710円 

備考 １ 夜間照明灯を使用する場合は、全面使用とする。 

２ 超過する時間に30分未満の端数があるときは、その端数を30分とみなす。 

(７) 陸上競技場 

区分 午前 午後 １日 摘要 

  円 円 円  

専用使用料 
市内 2,200 2,200 4,400 

１ 個人使用の場合は原則とし

て器具の貸与は行わない。 

市外 2,820 2,820 5,650 

２ フイールドをサッカー、ラグ

ビーで使用する場合はサッカ

ー場使用料を適用する。 

(８) ゲートボール場 

区分 ８時から13時まで 13時から日没まで ８時から日没まで 

１面使用料 
市内 110円 110円 220円 

市外 140円 140円 280円 

全面使用料 
市内 1,100円 1,100円 2,200円 

市外 1,410円 1,410円 2,820円 
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(９) 野球場 

区分 １時間につき 超過30分につき 

使用料 中学生以下 市内 110円 60円 

 市外 140円 70円 

一般 市内 220円 110円 

 市外 280円 140円 

備考 超過する時間に30分未満の端数があるときは、その端数を30分とみなす。 

(10) 多目的広場 

区分 １時間につき 超過30分につき 

   円 円 

半面使用料 中学生以下 市内 110 60 

 市外 140 70 

一般 市内 220 110 

 市外 280 140 

夜間照明灯を使用す

る場合 

市内 1,100 550 

市外 1,410 710 

全面使用料 中学生以下 市内 220 110 

 市外 280 140 

一般 市内 440 220 

 市外 560 280 

夜間照明灯を使用す

る場合 

市内 2,200 1,100 

市外 2,820 1,410 

備考 超過する時間に30分未満の端数があるときは、その端数を30分とみなす。 

(11) 体育センター 

種別 

使用料 

９時から17

時まで 

17時から21

時まで 

９時から21

時まで 

超過１時間

につき 

    円 円 円 円 

用 使用者が スポーツ活動を目的と 市内 4,950 4,950 9,900 990 
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使

用 

入場料を

徴収しな

い場合 

して使用する場合 市外 6,280 6,280 12,570 1,250 

営利を目的としない公

共的団体が使用する場

合 

市内 9,900 9,900 13,200 1,650 

市外 12,570 12,570 16,760 2,090 

その他の場合 市内 23,100 23,100 29,700 3,300 

 市外 29,330 29,330 37,710 4,190 

使用者が

入場料を

徴収する

場合 

スポーツ活動を目的と

して使用する場合 

市内 16,500 19,800 26,400 1,650 

市外 20,950 25,140 33,520 2,090 

その他の場合 市内 49,500 49,500 82,500 3,300 

 市外 62,850 62,850 104,760 4,190 

個

人

使

用 

中学生以下の児童生徒及

び幼児 

１回につ

き 

市内 70円 １月 市内 700円 

 市外 100円  市外 1,000円 

高校生 １回につ

き 

市内 100円 １月 市内 1,000円 

  市外 150円  市外 1,500円 

大人 １回につ

き 

市内 130円 １月 市内 1,300円 

  市外 210円  市外 2,100円 

備

考 

１ 特別の設備を要する費用は、使用者の負担とする。 

２ 専用使用者が入場料その他、これに類するものを徴収する場合の使用料は、その徴収す

る１人当たりの最高入場料金の100人分相当を加算した額とする。 

３ 超過する時間に１時間未満の端数があるときは、その端数を１時間とみなす。 

(12) アーチェリー・弓道遠的場 

区分 
使用料 

９時から13時まで 13時から17時まで 超過１時間につき 

専用

使用 

市内 2,090円 2,090円 520円 

市外 2,610円 2,610円 680円 

個人高校生以下 １回につ 市内 70円 １月 市内 700円 
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使用 き 市外 100円 市外 1,000円 

大人 
１回につ

き 

市内 130円 １月 市内 1,300円 

市外 210円 市外 2,100円 

備考 

１ 個人使用において夜間照明灯を使用する場合は、１回の使用につきその使用料に100

円を加算するものとする。 

２ 専用使用において超過する時間に１時間未満の端数があるときは、その端数を１時間

とみなす。 

 


