
＜　須賀川アリーナ　＞
別表第２　（第７条関係）

1　専用（貸切り）使用料　＊備考参照 ２　個人使用料（部分使用）

施

設

区

分

メ 体育競技を目 　　　　３，１４０円 　　　　４，７１０円 メーン (サブ) アリーナ １時間 １００円 　　　　５０円   １，０００円              ５００円

｜ 的とする場合 　　　　６，２８０円 　　　　９，４２０円 トレーニングルーム １時間 ２００円 高校生１００円   ２，０００円  高校生１，０００円

ン 入場料を徴収 非営利目的 　　　１２，５７０円 　　　１８，８５０円 温水シャワー １　回

ア 体育競技以外 しない場合 営利目的 　　　４７，１４０円 　　　７０，７１０円 ※　回数券は、１片　１人　１時間　。　ただし、温水シャワーは　１片　１回。

リ を目的とする 入場料を徴収 非営利目的 　　　２５，１４０円 　　　３７，７１０円

｜ 場合 する場合 営利目的 ３　附属施設設備・器具等の使用料

ナ 使用料

サ 体育競技を目 　　　　１，０４０円 　　　　１，５７０円 舞台設備（演台・吊物等） 一式一日につき 　１，０４０円

ブ 的とする場合 　　　　２，０９０円 　　　　３，１４０円 放送設備 一式１時間につき 　　　５７０円

ア 入場料を徴収 非営利目的 　　　　４，１９０円 　　　　６，２８０円 電気供給設備 (持込機器に限る） １時間１キロワットにつき 　　　６２０円

リ 体育競技以外 しない場合 営利目的 　　　１５，７１０円 　　　２３，５７０円

｜ を目的とする 入場料を徴収 非営利目的 　　　　８，３８０円 　　　１２，５７０円 ４　冷暖房使用料

ナ 場合 する場合 営利目的 使用単位 使用料

メーンアリーナ １時間 １３，６１０円

全室 　　　　１，０４０円 　　　　１，５７０円 １時間 　２，６１０円

２分の１ 　　　　　　５２０円 　　　　　　７８０円 １時間 　　　３１０円

＊備考

１　高校以下がメーンアリーナ、サブアリーナを使用する場合の使用料は、この表に定める額の２分の１とする。

２　体育競技を目的として、入場料を徴収しない場合、メーンアリーナの３分の１及び３分の２の専用使用料はそれぞれ全面使用料の３分の１及び３分の２の額とする。

３　午前９時前又は午後９時以後のメーンアリーナ又はサブアリーナを使用する場合の使用料は、この表に定める額に当該額の４分の１に相当する額を加算した額とする。

４　この表に基づいて算出した使用料の額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

５　使用者が定められた時間を超えて使用した場合は、超えた1時間までごとに、それぞれの使用料の1時間に相当する額を徴するものとする。

６　「入場料を徴する」とは、入場料、会場整理費等、その他の名称のいかんを問わず入場することに関し、入場の対価を必要とする場合、その他これに類する取扱いがなされる場合とする。

   ただし、月謝や会費等を徴して行う各種スポーツ教室等については、入場料を徴しない場合の料金を適用する。

会　　議　　室

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

入場料を徴収する場合

１００円

入場料を徴収しない場合の営利目的の使用料

サブアリーナ（暖房のみ）

使用単位施設区分

会議室

入場料を徴収しない場合の営利目的の使用料

９時～１７時 １７時～２１時

１時間当たり使用料

に最高入場料の１００人分を加算した額。

令和元年10月１日施行

体　育　施　設　使　用　料　金　表　(新）

使用単位附属施設設備・器具

施設区分

１，０００円

使　用　区　分

入場料を徴収しない場合

高校生以下 一　般 高校生以下

１２回使用料（回数券12片）１回使用料

一　般

に最高入場料の２００人分を加算した額。



＜　中央体育館　＞

別表第３　（第７条関係）

1　専用（貸切り）使用料　＊備考参照 ２　個人使用料

９時～１７時 １７時～２１時 一　般 高校生 小中学生 一　般 高校生 小中学生

競 体育競技を 入場料を徴収 全面使用 一般 　　　　１，０４０円 　　　　１，５７０円 競技場 ２時間 １００円 ５０円 ３０円 １，０００円  ５００円 ３００円

技 目的とする しない場合 高校生以下 　　　　　　５２０円 　　　　　　７８０円 ※　回数券は、１片　１人　２時間　

場 場合 ２分の１使用 一般 　　　　　　５２０円 　　　　　　７８０円

高校生以下 　　　　　　２６０円 　　　　　　４１０円 ３　附属施設設備の使用料

入場料を徴収 全面使用 一般 　　　　２，０９０円 　　　　３，１４０円

する場合 高校生以下 　　　　１，０４０円 　　　　１，５７０円 シャワー

２分の１使用 一般 　　　　１，０４０円 　　　　１，５７０円

高校生以下 　　　　　　５２０円 　　　　　　８３０円

体育競技 非営利目的 　　　　５，２３０円 　　　　７，８５０円

以外を 営利目的 　　　１５，７１０円 　　　２３，５７０円

目的とする 非営利目的 　　　１０，４７０円 　　　１５，７１０円

場合 営利目的

に最高入場料の１００人分を加算した額

全室使用 　　　　　　５２０円 　　　　　　７８０円

２分の１使用 　　　　　　２６０円 　　　　　　４１０円

＊備考　 　

１　午前９時前又は午後９時以後に競技場を使用する場合の使用料は、この表に定める額に当該額の４分の１に相当する額を加算した額とする。

２　この表に基づいて算出した使用料の額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

３　使用者が定められた時間を超えて使用した場合は、超えた1時間までごとに、それぞれの使用料の1時間に相当する額を徴するものとする。

４　「入場料を徴する」とは、入場料、会場整理費等、その他の名称のいかんを問わず入場することに関し、入場の対価を必要とする場合、その他これに類する取扱いがなされる場合とする。

   ただし、月謝や会費等を徴して行う各種スポーツ教室等については、入場料を徴しない場合の料金を適用する。

体　育　施　設　使　用　料　金　表　(新）

１時間当たり使用料
使用単位

１　回　使用料 １２回使用料（回数券12片）
施設区分

令和元年10月１日施行

施
設
区
分

使　用　区　分

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収しない場合の営利目的の使用料

会　　議　　室

附属施設設備

１　回

使用単位 使用料

１００円



＜　須賀川市民スポーツ会館・須賀川市武道館・牡丹台体育施設・並木町運動場　＞
別表第１　（第７条関係）

1　専用（貸切り）使用料　 ２　個人使用料

区分

９時～１７時 １７時～２１時 施設名 一　般 高校生 小中学生 一　般 高校生 小中学生 一　般 高校生 小中学生

須賀川市民 体育競技を 全面使用 一般 　　　　５２０円 　　１，０４０円 須賀川市民

スポーツ会館 目的とする 高校生以下 　　　　２００円 　　　　４１０円 スポーツ会館

場合 ２分の１使用 一般 　　　　２６０円 　　　　５２０円 須賀川市

高校生以下 　　　　１００円 　　　　２００円 武道館

体育競技以外を 非営利目的 　　１，９９０円 　　２，６１０円 牡丹台庭球場

目的とする場合 営利目的 　　７，８５０円 　１１，５２０円
須賀川市 柔剣道場 全面使用 一般 　　　　４１０円 　　　　８３０円 牡丹台水泳場

武道館 高校生以下 　　　　２００円 　　　　４１０円
２分の１使用 一般 　　　　２００円 　　　　４１０円

高校生以下 　　　　１００円 　　　　２００円
４分の１使用 一般 　　　　１００円 　　　　２００円

高校生以下 　　　　　５０円 　　　　１００円
弓道場 全射場使用 一般 　　　　２００円 　　　　４１０円 備　考

高校生以下 　　　　１００円 　　　　２００円
会議室 　　　　２００円 　　　　４１０円

牡丹台庭球場 １面使用 一般 　　　　２００円 　　　　６２０円 ３　附属施設設備及び器具等の使用料
高校生以下 　　　　１００円 　　　　５２０円

牡丹台野球場 野球場 全面使用 一般

高校生以下

会議室 会議室又は和室 　　　　２００円
合宿所 １人１泊につき（食事は含まないものとする。）  　 　　　　５２０円

牡丹台水泳場 全施設使用 一般

高校生以下

牡丹台体育館 全面使用 一般 　　　　５２０円 　　１，０４０円
高校生以下 　　　　２００円 　　　　４１０円 備  　考 １　牡丹台庭球場の屋外照明使用料は、個人使用者のみ適用

並木町運動場 全面使用 一般 　する。

高校生以下 ２　移動椅子、机の使用回数は、同一使用者について、1日の

備　　考 　使用をもって1回とする。ただし、体育競技を目的とし、入場料

　を徴しない場合は、使用料を徴しない。

４　別表第１の適用に関する共通事項
　（１）　使用者が定められた時間を超えて使用した場合は、超えた１時間までごとに、それぞれの使用料の１時間に相当する額を徴するものとする。

　（２）　「入場料を徴する」とは、入場料、会場整理費等、その他の名称のいかんを問わず入場することに関し、入場の対価を必要とする場合、その他これに類する取扱いがなされる場合とする。

  　　 ただし、月謝や会費等を徴して行う各種スポーツ教室等については、入場料を徴しない場合の料金を適用する。

全体育施設

移動机 コインロッカー

１００円 ５０円 ３０円 １，０００円  ５００円

１００円

牡丹台体育館

並木町運動場

10円

100円牡丹台庭球場

20円

３００円

３００円

１回の使用時間は、２時間とする。

1回当たり1時間当たり

屋外照明 拡声装置 移動椅子

 ５００円１，０００円３０円

区   　　　分

５０円 ３０円 １，０００円  ５００円

５０円 ３０円 １，０００円  ５００円

150円 20円

 ５００円 ３００円 ４，０００円

３００円

３００円

入場料を徴するものは、最高入場料の１００人分を加算する。

年間使用券１　回　使用料 １２回使用料（回数券12片）

体　育　施　設　使　用　料　金　表　（新）

３００円１００円 ５０円 ３０円 １，０００円  ５００円

区　　　　　分施設名
１時間当たり使用料

２，０００円 １，２００円

４，０００円 ２，０００円 １，２００円

５０円

５０円 ３０円 １，０００円

令和元年10月１日施行

１００円

１００円

１００円

　　　　　　　　　　　　　５２０円

　　　　　　　　　　　２，０９０円
　　　　　　　　　　　　　６２０円

　　　　　　　　　　　１，０４０円
　　　　　　　　　　　　　５２０円

　　　　　　　　　　　１，０４０円



別表第.４　（第７条関係）　 ＜　須賀川市地域体育館　＞

須賀川市民スポーツ広場の使用料 別表　（第７条関係）　

１　専用使用料及び個人使用料 １　専用使用料

スポーツ広場 専用使用料

　　　無　　料　 全面使用 一般 ５２０円 １０４０円

高校生以下 ２００円 　４１０円

個人使用料 一般 ２６０円 　５２０円

　　　無　　料　 高校生以下 １００円 　２００円

備考 入場料を徴するものは、最高入場料の１００人分を加算する。

クラブハウス 専用使用料   　　９ 時～１７時 　　　　５２０円 ２　個人使用料

     １７時～２１時 　　　　７８０円

一般 　　１００円

　備考 高校生 　　　５０円

　　１　クラブハウスの使用は、原則として市民スポーツ広場の使用者に限る。ただし、 小中学生 　　　　３０円　

　　　シャワーは別途使用料を徴するものとする。

　　２　クラブハウスを使用者が定められた時間を超えて使用した場合は、超えた１時間

　　　までごとに、それぞれの使用料の１時間に相当する額を徴するものとする。 ３　別表の適用に関する共通事項

　　使用者が定められた時間を超えて使用した場合は、超えた１時間ごとに、それぞれの

 使用料の１時間に相当する額を徴するものとする。

２　付属施設設備の使用料

使用単位

　　全面 １時間 　　　　　　　　　　　３，１４０円 須賀川市地域体育館条例

屋外照明 　　２分の１ １時間 　　　　　　　　　　　１，５７０円 （使用料の減免）

　　４分の１ １時間 　　　　　　　　　　　　　８３０円 第８条　市長は、前条第１項の定める使用料について、次表に掲げるものについて　

シャワー １回 　　　　　　　　　　　　　　　１００円 　   は、使用料を免除し、又は減免することができる。

減免額

　備考 １　市が主催又は共催する行事。

　１　屋外照明を使用者が定められた時間を超えて使用した場合は、超えた１時間までごとに、 ２　市立の学校が教育課程に基づき使用するとき。 　全額

　　それぞれの使用料の１時間に相当する額を徴するものとする。 ３　市内に居住し、又は市内に勤務を有する者が体育及びレク

　２　シャワーの使用はクラブハウスの使用者に限る。 　リェーションその他社会教育活動並びに公共的催しに使用す

　るとき。

１　市が後援する行事。

２　市立の学校以外の学校（大学及び各種学校を除く。）が教育 　２分の１

　課程に基づき使用するとき。　※

３　その他市長が必要と認めるとき。

※学校が教育課程に基づき使用するときは、申請書に校長印が必要です。

１時間当たり使用料

９時～１７時 １７時～２１時
　区　  　    　　　分

２分の１使用

備考 １回の使用時間は２時間とする。

使用料　区　　分

　付属施設設備区分

種　　　別

使用料

　　　４分の１

　　　全面

　　　４分の１

　　　２分の１

１時間当たりの使用料　施　設　区　分

　　　全面

　　　２分の１


