
新旧料金表  

【体育施設】 

■布引運動公園体育館 平成２６・２７年度 

区分 単位 金額 摘要 

大アリーナ（３面） １面１時間 ４００円 

（ただし、３面利用の

場合は、１，０００円、

１．５面利用の場合は、

６００円とする。） 

１面とは、バレーボ

ールコート１面 

特殊照明料 

３面１時間 

    全灯４００円 

半灯２００円 

小アリーナ １時間 ４００円  

特殊照明料 

１時間 

全灯２００円 

半灯１００円 

 

フィットネスルーム １時間 ４００円  

武道場 １時間 ４００円  

会議室 １時間 ２５０円  

■布引運動公園体育館 平成２８年度以降 

区分 単位 金額 摘要 

大アリーナ（３面） １面１時間 ６００円 

（ただし、３面利用の

場合は、１，４００円、

１．５面利用の場合は、

８００円とする。） 

１面とは、バレーボ

ールコート１面 

特殊照明料 

３面１時間 

    全灯５００円 

半灯３００円 

小アリーナ １時間 ６００円  

特殊照明料 

１時間 

全灯２００円 

 

 

フィットネスルーム １時間 ６００円  

武道場 １時間 ６００円  

会議室 １時間 ３５０円  

 

 

 

 



■布引運動公園プール 平成２６・２７年度 

区分 単位 金額 摘要 

大人 １人１回 ５００円 

回数券（１１回） 

５，０００円 

 

中学生以下 １人１回 ２５０円 

回数券（１１回） 

２，５００円 

３歳以下無料 

団体貸切 １時間 ２５，０００円  

コース占用 １コース１時間 １，０００円 コース占用料には入

場料を含まない。 

会議室 １時間 １５０円  

■布引運動公園プール 平成２８年度以降 

区分 単位 金額 摘要 

大人 １人１回 ６００円 

回数券（１１回） 

６，０００円 

 

児童、生徒、高齢者

及び障害者 

１人１回 ３００円 

回数券（１１回） 

３，０００円 

３歳以下及び障害者

を介護する者１人に

限り無料とする。 

団体貸切 １時間 ３０，０００円  

コース占用 １コース１時間 １，２００円 コース占用料には入

場料を含まない。 

会議室 １時間 ２００円  

 

 

■布引運動公園多目的広場 平成２６・２７年度 

種別 単位 金額 摘要 

多目的広場 １時間 ２００円  

■布引運動公園多目的広場 平成２８年度以降 

種別 単位 金額 摘要 

多目的広場 １時間 ３００円  

 

 

 

 



■布引運動公園陸上競技場 平成２６・２７年度 

区分 単位 金額 摘要 

共用 個人 １人１回 ２００円 児童・生徒は半

額 

団体（１０人以

上の場合） 

１時間 １，０００円 児童・生徒は半

額 

会議室 １時間 ２５０円  

■布引運動公園陸上競技場 平成２８年度以降 

区分 単位 金額 摘要 

共用 個人 １人１回 ２００円 児童、生徒、高

齢者及び障害者

は、半額とし、

障害者を介護す

る者１人に限り

無料とする。 

団体（１０人以

上の場合） 

１時間 １，０００円 児童、生徒、高

齢者及び障害者

は、半額とし、

障害者を介護す

る者１人に限り

無料とする。 

会議室 １時間 ３５０円  

 

■布引運動公園弓道場 平成２６・２７年度 

区分 午前９：００～

１３：００ 

午後１３：００

～１７：００ 

全日９：００～

１７：００ 

夜間１７：００

～２１：３０ 

摘要 

個人使用 １回２００円 ３００円  

■布引運動公園弓道場 平成２８年度以降 

区分 午前９：００～

１３：００ 

午後１３：００

～１７：００ 

夜間１７：００

～２１：３０ 

摘要 

個人使用 ２００円 ２００円 ３００円 児童、生徒、高

齢者及び障害者

は、半額とし、

障害者を介護す



る者１人に限り

無料とする。 

備考 

1 入場料その他これに類する金銭を徴収する場合の使用料は、当該使用料の 3倍に相当す

る額に入場料総収入額の 1割に相当する額を加算した額とする。 

入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合であってもスポーツ以外に利用する場

合の使用料は、当該使用料の 2倍に相当する額とする。 

2 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分

を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し

た額とする。 

3 貸切とは、団体が競技会、行事等で利用する場合をいう。 

4 共用とは、陸上競技用の施設を利用する場合において、占用することなく利用者が譲り

合って利用することをいう。 

5 休日とは、土曜日、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

規定する休日をいう。 

6 平日とは、休日以外の日をいう。 

7 児童とは、3歳以上の幼児及び小学校の児童をいう。 

8 生徒とは、中学校及び高等学校の生徒をいう。 

9 高齢者とは、６５歳以上の者をいう。 

10 障害者とは、身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第１５条に規定する身

体障害者手帳の交付を受けている者、滋賀県療育手帳制度実施要綱（昭和 48年 12月

1日施行）に規定する療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第 45条に規定する精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けている者をいう。 

11 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体(陸上競技場の共用にあっては、県外

在住者又は県外に所在する法人若しくは団体)が利用する場合は、当該額(照明料及び附

属設備使用料は除く。)の 2 倍に相当する額とする。ただし、弓道場、プール、トレー

ニング室は除く。 

12 陸上競技場の利用内容によっては、トレーニング室の利用時間を規制することができ

る。 

13 芝生の養生期間が必要となったときは、利用を許可しないことができる。 

14 この表に掲げる施設で電気、水道又は冷暖房を使用する場合は、実費相当額を別に徴

収することができる。 

15 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。なお、準備及び後

始末に要する時間は利用時間に含まれるものとする。 

16 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

https://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


17 広告物の表示にかかる使用料は、広告物の表示面積が 1平方メートル未満であるとき

は 1平方メートルとし、表示面積 1平方メートル未満の端数があるときはその端数を 1

平方メートルとして計算する。 

 

■長山公園 平成２６・２７年度 

種別 単位 金額 摘要 

グラウンド（A面、B

面、C面、D面） 

１面１時間 ２００円 １面とは、ソフトボ

ール１面 

ふれあいグラウンド １時間 ２００円  

■長山公園 平成２８年度以降 

種別 単位 金額 摘要 

グラウンド（A面） １面１時間 ６００円 １面とは、ソフトボ

ール１面 グラウンド（B面、C

面、D面） 

１面１時間 ３００円 

ふれあいグラウンド １時間 ３００円  

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分

を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し

た額とする。 

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額(照明料は

除く。)の 2倍に相当する額とする。 

3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 

 

■永源寺運動公園 平成２６・２７年度 

種別 単位 金額 摘要 

体育館（２面） １面１時間 ４００円 １面とは、バレーボ

ールコート１面 

グラウンド（２面） １面１時間 ２００円  

■永源寺運動公園 平成２８年度以降 

種別 単位 金額 摘要 

体育館（２面） １面１時間 ６００円 １面とは、バレーボ

ールコート１面 

グラウンド（２面） １面１時間 ３００円  

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分

を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し



た額とする。 

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額(照明料は

除く。)の 2倍に相当する額とする。 

3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 

 

■繖公園 平成２６・２７年度 

種別 単位 金額 摘要 

野球場 １時間 ４００円  

ソフトボール場 １時間 ２００円  

テニスコート（２面） １面１時間 ３００円  

■繖公園 平成２８年度以降 

種別 単位 金額 摘要 

野球場 １時間 ６００円  

ソフトボール場 １時間 ３００円  

テニスコート（２面） １面１時間 ３５０円  

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分

を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し

た額とする。 

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額(照明料は

除く。)の 2倍に相当する額とする。 

3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 

4 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

 

■おくのの運動公園 平成２６・２７年度 

種別 単位 金額 摘要 

体

育

館 

アリーナ（２面） １面１時間 ４００円 １面とは、バレ

ーボールコート

１面 

軽運動室 １時間 ２００円  

会議室 １時間 １５０円  

野球場 １時間 ４００円  

グラウンド（２面） １面１時間 ２００円 １面とは、ソフ

トボール１面 

テニスコート（２面） １面１時間 ３００円  

フットサルコート １時間 ６００円  



多目的広場 １時間 ２００円  

■おくのの運動公園 平成２８年度以降 

種別 単位 金額 摘要 

体

育

館 

アリーナ（２面） １面１時間 ６００円 １面とは、バレ

ーボールコート

１面 

軽運動室 １時間 ３００円  

会議室 １時間 ２００円  

野球場 １時間 ６００円  

グラウンド（２面） １面１時間 ３００円 １面とは、ソフ

トボール１面 

テニスコート（２面） １面１時間 ３５０円  

フットサルコート １時間 ９００円  

多目的広場 １時間 ３００円  

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分

を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し

た額とする。 

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額(照明料は

除く。)の 2倍に相当する額とする。 

3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 

4 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

 

■ひばり公園 平成２６・２７年度 

種別 単位 金額 摘要 

湖

東

ス

タ

ジ

ア

ム 

グラウンド １時間 １，５００円  

更衣室 １時間 ５００円  

放送室 １時間（冷暖房

使用の場合） 

５００円 

 （７５０円） 

 

本部席 １時間（冷暖房

使用の場合） 

５００円 

（７５０円） 

 

会議室 １時間（冷暖房

使用の場合） 

５００円 

（７５０円） 

 

付属設備 スコアボード １試合 ２，０００円  

ひばりグラウンド（２面） １面１時間 ２００円 １面とは、ソフ



トボール１面 

テニスコート（４面） １面１時間 ３００円  

ひばりドーム（テニスコート２面） １面１時間 ６００円  

パークゴルフ場 １人 ４００円  

み

す

ま

の

館 

大会議室 １時間（冷暖房

使用の場合） 

１，０００円 

（１，５００円） 

 

研修室１ １時間（冷暖房

使用の場合） 

２５０円 

（３７５円） 

 

研修室２ １時間（冷暖房

使用の場合） 

２５０円 

（３７５円） 

 

和室１ １時間（冷暖房

使用の場合） 

１５０円 

（２２５円） 

 

和室２ １時間（冷暖房

使用の場合） 

１５０円 

（２２５円） 

 

和室３ １時間（冷暖房

使用の場合） 

１５０円 

（２２５円） 

 

 

■ひばり公園 平成２８年度以降 

種別 単位 金額 摘要 

湖

東

ス

タ

ジ

ア

ム 

グラウンド １時間 ２，１００円  

更衣室 １時間 ７５０円  

放送室 １時間（冷暖房

使用の場合） 

７５０円 

（１，１2５円） 

 

本部席 １時間（冷暖房

使用の場合） 

７５０円 

（１，１2５円） 

 

会議室 １時間（冷暖房

使用の場合） 

７５０円 

（１，１2５円） 

 

附属設備 スコアボード １試合 ２，８００円  

ひばりグラウンド（２面） １面１時間 ３００円 １面とは、ソフ

トボール１面 

テニスコート（４面） １面１時間 ３５０円  

ひばりドーム（テニスコート２面） １面１時間 ７００円  

パークゴルフ場 １人 ６００円 児童、生徒、高

齢者及び障害者

は、半額とし、



障害者を介護す

る者１人に限り

無料とする。 

み

す

ま

の

館 

大会議室 １時間（冷暖房

使用の場合） 

１，４００円 

（２，１００円） 

 

研修室１ １時間（冷暖房

使用の場合） 

３５０円 

（５２５円） 

 

研修室２ １時間（冷暖房

使用の場合） 

３５０円 

（５２５円） 

 

和室１ １時間（冷暖房

使用の場合） 

２００円 

（３００円） 

 

和室２ １時間（冷暖房

使用の場合） 

２００円 

（３００円） 

 

和室３ １時間（冷暖房

使用の場合） 

２００円 

（３００円） 

 

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分

を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し

た額とする。 

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額(照明料及

び附属設備使用料は除く。)の 2倍に相当する額とする。ただし、パークゴルフ場は除く。 

3 児童とは、3歳以上の幼児及び小学校の児童をいう。 

4 生徒とは、中学校及び高等学校の生徒をいう。 

5 高齢者とは、６５歳以上の者をいう。 

6 障害者とは、身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第１５条に規定する身体

障害者手帳の交付を受けている者、滋賀県療育手帳制度実施要綱（昭和 48年 12月 1

日施行）に規定する療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第 45条に規定する精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者をいう。 

7 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 

8 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

 

■すこやかの杜運動公園 平成２６・２７年度 

種別 単位 金額 摘要 

野球場 １時間 ４００円  

テニスコート（２面） １面１時間 ３００円  



■すこやかの杜運動公園 平成２８年度以降 

種別 単位 金額 摘要 

野球場 １時間 ６００円  

テニスコート（２面） １面１時間 ３５０円  

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分

を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し

た額とする。 

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額(照明料は

除く。)の 2倍に相当する額とする。 

3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 

4 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

 

■五個荘体育館 平成２６・２７年度 

種別 単位 金額 摘要 

体育館（大）（２面） １面１時間 ４００円 １面とは、バレーボ

ールコート１面 

体育館（小） １時間 ４００円  

■五個荘体育館 平成２８年度以降 

種別 単位 金額 摘要 

体育館（大）（２面） １面１時間 ６００円 １面とは、バレーボ

ールコート１面 

体育館（小） １時間 ６００円  

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分

を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し

た額とする。 

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額の 2倍に相

当する額とする。 

3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 

 

■湖東体育館 平成２６・２７年度 

種別 単位 金額 摘要 

体育館（２面） １面１時間 ４００円 １面とは、バレーボ

ールコート１面 

 



■湖東体育館 平成２８年度以降 

種別 単位 金額 摘要 

体育館（２面） １面１時間 ６００円 １面とは、バレーボ

ールコート１面 

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分

を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し

た額とする。 

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額の 2倍に相

当する額とする。 

3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 

 

■湖東プール 平成２６・２７年度 

区分 単位 金額 摘要 

大人 １人１回 ５００円 

回数券（１１回） 

５，０００円 

 

中学生以下 １人１回 ２５０円 

回数券（１１回） 

２，５００円 

３歳以下無料 

団体貸切 １時間 ２５，０００円  

コース占用 １コース１時間 １，０００円 コース占用料には入

場料を含まない。 

■湖東プール 平成２８年度以降 

区分 単位 金額 摘要 

大人 １人１回 ６００円 

回数券（１１回） 

６，０００円 

 

児童、生徒、高齢者

及び障害者 

１人１回 ３００円 

回数券（１１回） 

３，０００円 

３歳以下及び障害者

を介護する者１人に

限り無料とする。 

団体貸切 １時間 ３０，０００円  

コース占用 １コース１時間 １，２００円 コース占用料には入

場料を含まない。 

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分



を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し

た額とする。 

2 児童とは、3歳以上の幼児及び小学校の児童をいう。 

3 生徒とは、中学校及び高等学校の生徒をいう。 

4 高齢者とは、６５歳以上の者をいう。 

5 障害者とは、身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第１５条に規定する身体

障害者手帳の交付を受けている者、滋賀県療育手帳制度実施要綱（昭和 48年 12月 1

日施行）に規定する療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第 45条に規定する精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者をいう。 

6 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 

 

■平田グラウンド 平成２６・２７年度 

種別 単位 金額 摘要 

グラウンド １時間 ２００円  

■平田グラウンド 平成２８年度以降 

種別 単位 金額 摘要 

グラウンド １時間 ３００円  

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分

を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し

た額とする。 

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額(照明料は

除く。)の 2倍に相当する額とする。 

3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 

 

■やわらぎの郷公園 平成２６・２７年度 

種別 単位 金額 摘要 

屋根付多目的広場

（４面） 

１面１時間 ３００円 １面とは、ゲートボ

ールコート１面 

■やわらぎの郷公園 平成２８年度以降 

種別 単位 金額 摘要 

屋根付多目的広場

（４面） 

１面１時間 ４５０円 １面とは、ゲートボ

ールコート１面 

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分



を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し

た額とする。 

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額の 2倍に相

当する額とする。 

3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 

4 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

 

■ふれあい運動公園 平成２６・２７年度 

種別 単位 金額 摘要 

グラウンド（２面） １面１時間 ２００円 １面とは、ソフトボ

ール１面 

ソフトボール場（４

面） 

１面１時間 ２００円 １面とは、ソフトボ

ール１面 

パターゴルフ場 １人１ラウンド ３００円  

１人半日 ５００円  

グラウンドゴルフ場 １人半日（午前・午

後） 

３００円  

１人年間 ６，０００円 年間とは、利用許可

書に記載された利用

開始日から起算して

１年間とする。 

■ふれあい運動公園 平成２８年度以降 

種別 単位 金額 摘要 

グラウンド（２面） １面１時間 ３００円 １面とは、ソフトボ

ール１面 

ソフトボール場（４

面） 

１面１時間 ３００円 １面とは、ソフトボ

ール１面 

パターゴルフ場 １人１ラウンド ３００円 児童、生徒、高齢者

及び障害者は、半額

とし、障害者を介護

する者１人に限り無

料とする。 

１人半日 ５００円 児童、生徒、高齢者

及び障害者は、半額

とし、障害者を介護

する者１人に限り無



料とする。 

グラウンドゴルフ場 １人半日（午前・午

後） 

４５０円 児童、生徒、高齢者

及び障害者は、半額

とし、障害者を介護

する者１人に限り無

料とする。 

１人年間 ７，８００円 年間とは、利用許可

書に記載された利用

開始日から起算して

１年間とする。児童、

生徒、高齢者及び障

害者は、半額とし、

障害者を介護する者

１人に限り無料とす

る。 

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分

を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し

た額とする。 

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額の 2倍に相

当する額とする。ただし、パターゴルフ場は除く。 

3 児童とは、3歳以上の幼児及び小学校の児童をいう。 

4 生徒とは、中学校及び高等学校の生徒をいう。 

5 高齢者とは、６５歳以上の者をいう。 

6 障害者とは、身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第１５条に規定する身体

障害者手帳の交付を受けている者、滋賀県療育手帳制度実施要綱（昭和 48年 12月 1

日施行）に規定する療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第 45条に規定する精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者をいう。 

7 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 

8 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

 

■能登川スポーツセンター 平成２６・２７年度 

種別 単位 金額 摘要 

グラウンド １時間 ２００円  

武道館 半面１時間 ２００円  



体育館（２面） １面１時間 ４００円 １面とは、バレーボ

ールコート１面 

会議室（A） １時間 １５０円  

会議室（B） １時間 ２５０円  

■能登川スポーツセンター 平成２８年度以降 

種別 単位 金額 摘要 

グラウンド １時間 ３００円  

武道館 半面１時間 ３００円  

体育館（２面） １面１時間 ６００円 １面とは、バレーボ

ールコート１面 

会議室（A） １時間 ２００円  

会議室（B） １時間 ３５０円  

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分

を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し

た額とする。 

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額(照明料は

除く。)の 2倍に相当する額とする。 

3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 

4 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

 

■蒲生運動公園 平成２６・２７年度 

種別 単位 金額 摘要 

野球場 １時間 ４００円  

第一グラウンド（A

面・B 面・C 面・D

面） 

１面１時間 ２００円 １面とは、ソフトボ

ール１面 

第二グラウンド １時間 ２００円  

第一テニスコート

（２面） 

１面１時間 ３００円  

■蒲生運動公園 平成２８年度以降 

種別 単位 金額 摘要 

野球場 １時間 ６００円  

第一グラウンド（A １面１時間 ３００円 １面とは、ソフトボ



面・B 面・C 面・D

面） 

ール１面 

第二グラウンド １時間 ３００円  

第一テニスコート

（２面） 

１面１時間 ３５０円  

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分

を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し

た額とする。 

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額(照明料は

除く。)の 2倍に相当する額とする。 

3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 

4 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

 

■蒲生体育館 平成２６・２７年度 

種別 単位 金額 摘要 

体育館（２面） １面１時間 ４００円 １面とは、バレーボ

ールコート１面 

会議室（A・B・C） １時間 １５０円  

卓球場 １台１時間 ２００円  

■蒲生体育館 平成２８年度以降 

種別 単位 金額 摘要 

体育館（２面） １面１時間 ６００円 １面とは、バレーボ

ールコート１面 

会議室（A・B・C） １時間 ２００円  

卓球場 １台１時間 ３００円  

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分

を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し

た額とする。 

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額の 2倍に相

当する額とする。 

3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 

 



■トレーニングセンター 平成２６・２７年度 

種別 単位 金額 摘要 

体育館（２面） １面１時間 ４００円 １面とは、バレーボ

ールコート１面 

■トレーニングセンター 平成２８年度以降 

種別 単位 金額 摘要 

体育館（２面） １面１時間 ６００円 １面とは、バレーボ

ールコート１面 

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分

を超えて利用するときの使用料は、5 割に相当する額をその超える 1 時間ごとに加算し

た額とする。 

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額の 2倍に相

当する額とする。 

3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。 

 

■愛知川河川敷広場 平成２６・２７年度 

 種別  単位 金額 摘要 

グラウンドゴルフ場 １人半日（午前・午

後） 

３００円  

１人年間 ６，０００円 年間とは、利用許可

書に記載された利用

開始日から起算して

１年間とする。 

■愛知川河川敷広場 平成２８年度以降 

 種別  単位 金額 摘要 

グラウンドゴルフ場 １人半日（午前・午

後） 

４５０円 児童、生徒、高齢者

及び障害者は、半額

とし、障害者を介護

する者１人に限り無

料とする。 

１人年間 ７，８００円 年間とは、利用許可

書に記載された利用

開始日から起算して

１年間とする。児童、

生徒、高齢者及び障



害者は、半額とし、

障害者を介護する者

１人に限り無料とす

る。 

備考 

1 原則として規定時間外に利用することはできない。 

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額の 2倍に相

当する額とする。 

3 児童とは、3歳以上の幼児及び小学校の児童をいう。 

4 生徒とは、中学校及び高等学校の生徒をいう。 

5 高齢者とは、６５歳以上の者をいう。 

6 障害者とは、身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第１５条に規定する身体

障害者手帳の交付を受けている者、滋賀県療育手帳制度実施要綱（昭和 48年 12月 1

日施行）に規定する療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第 45条に規定する精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者をいう。 

7 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

 


