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○名護市体育館の設置及び管理に関する条例 

平成17年10月１日 

条例第16号 

改正 平成19年３月23日条例第10号 

名護市営体育館の設置及び管理に関する条例（昭和63年条例第14号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第30条及び地方自

治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条第１項の規定に基づき、市民の生涯スポ

ーツの振興及び健康増進並びに青少年の健全育成を図るため、名護市体育館（以下「体育館」という。）

を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

21世紀の森体育館 

（名護市コミュニティセンター） 

名護市大南二丁目1番1号 

（使用の許可） 

第３条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。 

（使用料） 

第４条 体育館の使用料は、別表に定める額とする。 

（休館日及び利用時間） 

第５条 体育館の休館日及び利用時間は、規則で定める。 

（指定管理者による管理） 

第６条 教育委員会は、指定管理者（法第244条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）

に体育館の管理を行わせることができる。 

（指定管理者の業務の範囲） 

第７条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせるときの指定管理者が行う業務の範囲は、次のと

おりとする。この場合において、第３条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み

替えるものとする。 

(１) 休館日及び利用時間の変更に関する業務 

(２) 使用の許可及び許可に付する条件に関する業務 

(３) 使用の許可の取消し等及び立入りの制限等に関する業務 

(４) 原状回復に関する業務 

(５) 施設及び設備の維持管理に関する業務 

(６) その他体育館の管理上、教育委員会が必要と認める業務 

（利用料金等） 
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第８条 第６条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、体育館の使用に係る料金（以

下「利用料金」という。）は、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

れるものとする。 

２ 利用料金は、法第244条の２第９項の規定に基づき、別表に定める金額を上限とする範囲内で指定

管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について教

育委員会の承認を受けなければならない。 

（規則への委任） 

第９条 この条例及び名護市公の施設の管理に関する基本条例（平成16年条例第１号）に定めるものの

ほか、体育館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にこの条例による改正前の名護市営体育館の設置及び管理に関する条例の規定

によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の

行為とみなす。 

３ この条例第４条の規定による使用料は、平成18年４月１日以降の使用に係る使用料から適用し、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。 

４ この条例の施行の際現に改正前の名護市営体育館の設置及び管理に関する条例の規定により体育

館の管理を委託された者があるときは、この条例の規定にかかわらず、平成18年９月１日（その日前

にこの条例の規定に基づき体育館に係る指定管理者の指定をした場合には、当該指定の日）までの間

の体育館の管理は、なお従前の例による。 

附 則（平成19年条例第10号） 

この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

別表（第４条、第８条関係） 

１ 占用使用 

時間

区分 

9時～12

時 

12時～17

時 

17時～21

時30分 

9時～21

時30分 

超過料金 

1時間につ

き 

メ

イ

ン

ア

リ

ー

使用者がアマチュア

体育・スポーツ及び

レクリエーションに

使用する場合 

使用者が入場料等を徴収

しない場合 

3,000円 5,000円 7,000円 15,000円 1,000円

使用者が入場料等を徴収

する場合 

5,000円 10,000円 15,000円 30,000円 2,000円

使用者がアマチュア

体育・スポーツ及び

使用者が入場料等を徴収

しない場合 

10,000円 15,000円 20,000円 45,000円 5,000円
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ナ レクリエーション以

外に使用する場合 

使用者が入場料等を徴収

する場合 

30,000円 40,000円 50,000円 120,000

円

10,000円

大

集

会

場 

使用者がアマチュア

体育・スポーツ及び

レクリエーションに

使用する場合 

使用者が入場料等を徴収

しない場合 

1,000円 1,500円 2,500円 5,000円 700円

使用者が入場料等を徴収

する場合 

2,000円 3,000円 5,000円 10,000円 700円

使用者がアマチュア

体育・スポーツ及び

レクリエーション以

外に使用する場合 

使用者が入場料等を徴収

しない場合 

2,000円 3,000円 5,000円 10,000円 700円

使用者が入場料等を徴収

する場合 

2,000円 3,000円 5,000円 10,000円 700円

※ 使用者がメインアリーナ又は大集会場を営利目的で入場料等を徴収して使用する場合は、１人当

たりの入場料等の最高額に100を乗じて得た金額を使用料に加算する。 

区分 単位 料金 摘要 

附

属

設

備 

ステージ 1時間につき 100円  

放送設備 1回につき 1,000円  

照明設備 メインアリーナ 1時間につき 2,160円1面使用時は3分の1の金額 

大集会場 1時間につき 230円  

ステージ 1時間につき 250円  

衛生費 体育・スポーツ及びレクリエーショ

ン等の大会 

1時間につき 400円  

その他興行等 1時間につき 2,500円  

２ 個人使用 

区分 単位 料金 摘要 

小・中・高校生 1人2時間につき 50円  

一般・大学生 1人2時間につき 100円  

附

属

設

備 

バスケットボール 小・中・高校生 1面一式2時間につき 200円リング、得点板（ボールは

除く。） 一般・大学生 400円

バレーボール 小・中・高校生 1面一式2時間につき 200円支柱、ネット、得点板（ボ

ールは除く。） 一般・大学生 400円

バドミントン 

ソフトバレーボール 

小・中・高校生 1面一式2時間につき 100円支柱、ネット、得点板（シ

ャトルは除く。） 一般・大学生 200円

テニス 小・中・高校生 1面一式2時間につき 200円支柱、ネット、得点板（ボ

ールは除く。） 一般・大学生 400円

ハンドボール 小・中・高校生 1面一式2時間につき 300円ゴールポスト、ネット、得

点板（ボールは除く。） 一般・大学生 600円
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卓球 小・中・高校生 1面一式2時間につき 100円台、支柱、ネット（ボール

は除く。） 一般・大学生 200円

その他の種目 上記の種目に準じて定める。 

照明設

備 

メインアリ

ーナ 

1時間につき 2,160円1面使用時は3分の1の金額 

大集会場 1時間につき 230円  

ステージ 1時間につき 250円  

３ 会議室等使用 

区分 単位 金額 摘要 

第1小会議室 1時間につき 100円照明を使用する場合は、1時間につき20円を加算す

る。 

クーラーを使用する場合は、1時間につき100円を

加算する。 

第2小会議室 1時間につき 100円照明を使用する場合は、1時間につき20円を加算す

る。 

クーラーを使用する場合は、1時間につき100円を

加算する。 

第1ミーティング室 1時間につき 100円照明を使用する場合は、1時間につき20円を加算す

る。 

クーラーを使用する場合は、1時間につき80円を加

算する。 

第2ミーティング室 1時間につき 100円照明を使用する場合は、1時間につき20円を加算す

る。 

クーラーを使用する場合は、1時間につき80円を加

算する。 

トレーニン

グ室 

中学・高校

生 

1人2時間につ

き 

50円  

一般・大学

生 

1人2時間につ

き 

100円  

シャワー 1人1回 50円  

備考（共通） 

１ 占用使用とは、団体が大会等のために体育館を占用して使用することをいう。 

２ 使用時間に１時間未満の端数があるときは、当該端数を１時間とする。 

３ 使用料は、料金の額と、料金の額に消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する税率を乗じ

て得た額（以下「消費税額」という。）及び消費税額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規
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定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額（その額に10円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた額）とする。 

４ 許可された時間を超えて使用したときは、その超過した時間に応じて使用料を徴収する。 

 


