
 44 

社会体育施設 新料金表  
◇屋内体育施設    

施 設 名 種  類 使用料（１時間につき） 現行料金 

団体 1,500円（だだし、１/２面の利用は１/２の料金とする。） （荒）700～1,313円 アリーナ（床） 

 個人   100円  

アリーナ（照明） 

 

500円（だだし、１/２面の利用は１/２の料金とする。） 

 
 

ステージのみ 300円  

団体  300円 （荒）246円～447円 武道場 

 個人  100円  

武道場（照明） 100円  

団体  300円 （荒）200円～400円 弓道場 

 個人  100円  

弓道場（照明） 100円  

トレーニング室 100円（１回につき） 
（荒）110円 

（神）月500円 

走路 100円（１回につき） 無料 

荒川総合体育館 

神林総合体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議室、選手控室等 200円（１室につき） 100円～150円 

団体 1,000円（だだし、１/２面の利用は１/２の料金とする。） 
（村）400円～1,000円 

 ※照明料500円 アリーナ（床） 

 個人   100円 （朝）840円～1,260円 

アリーナ（照明） 500円（ただし、１/２面の利用は１/２の料金とする。） （山）600円～1,160円 

ステージのみ 300円  

団体  300円 （村）200円 武道場 

 個人  100円 （山）200円～400円 

武道場（照明） 200円  

卓球室 100円  

卓球室（照明） 100円 
（山）100円 

（朝）50円～100円 

トレーニング室 100円（１回につき） （山）60円 

走路 100円（１回につき）  

村上体育館 

朝日総合体育館 

山北総合体育館 

 

 

 

 

 

 

 

会議室、選手控室等 200円（１室につき） 
（村）200円 

（山）168円 

（朝）210円～310円 

 

アリーナ（床） 

 

500円 400円 

山辺里体育館 

上海府体育館 

西神納体育館 

神納体育館 

長津体育館 

茎太体育館 

高根体育館 

塩野町体育館 

小俣ふれあいセンター 

雷ふれあいセンター 

中継ふれあいセンター 

山熊田ふれあいセンタ

ー 

黒川俣ふれあいセンタ

ー 

寒川ふれあいセンター 

桑川ふれあいセンター 

 

アリーナ（照明） 

 

200円 

 

団体  300円  
弓道場 

個人  100円  

村上市弓道場 

弓道場（照明） 100円  

 １ スポーツ以外の目的で利用する場合の使用料は、５倍とする。 

 ２ スポーツを目的で利用し、入場料を徴収する場合は、３倍とする。 

 ３ スポーツ以外を目的で利用し、入場料を徴収する場合は、15倍とする。 

 ４ 営利又は営業の目的で利用する場合の使用料は、15倍とする。 

 ５ 利用が市外の者の場合の使用料は、1.5倍とする。 

 ６ 使用料を１時間について定める場合において、30分以下の使用料は、半額とする。 

 ７ 利用時間外であって教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、使用料を徴収することができる。 

 ８ 会議等で、冷暖房を使用するときは、別に１時間当たり150円を徴収するものとする。但し、神林総合体育館のアリーナ及び武道場、ト

レーニングルームの冷暖房を使用するときは、実費相当額を徴収するものとする。 

 ９ 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間も含まれるものとする。 

 10 団体とは６人以上とする。 

別紙６ 
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◇屋外体育施設    

施 設 名 種  類 使用料（１時間につき） 現行料金 

（荒）700円～1,000円 

（神）700円 
荒川球場 

神林球場 

朝日球場 

700円 
（朝）310円 

村上球場 

山北球場 

野球場 

500円 
（村）400円～1,000円 

（山）530円～1,050円 

天神岡テニスコート テニスコート 200円（１面につき） 200円～500円 

テニスコート 400円（１面につき）    200円 瀬波テニスコート 

夜間照明 300円（１面につき）    300円 

二之町テニスコート テニスコート 100円（１面につき）  

坂町テニスコート テニスコート 200円（１面につき）  

テニスコート 400円（１面につき）    400円 荒川テニスコート 

夜間照明 300円（１面につき）    300円 

テニスコート 200円（１面につき）     50円 朝日テニスコート 

夜間照明 300円（１面につき）  

山北テニスコート テニスコート 200円（１面につき）    530円 

団体  500円 286円～375円 
グラウンド 

個人  100円 500円 

夜間照明（神林） 800円 800円 

夜間照明（朝日） 全部点灯 1,600円（点灯方式により、料金は異なる。） 2,620円 

荒川多目的グラウンド 

神林多目的グラウンド 

朝日多目的グラウンド 

山北多目的グラウンド 

夜間照明（山北） 全部点灯 1,000円（点灯方式により、料金は異なる。） 2,500円 

神納東運動広場 

村上多目的グラウンド 

岩船運動広場 

グラウンド 300円  

長津グラウンド 

茎太グラウンド 

高根グラウンド 

塩野町グラウンド 

グラウンド 無料  

山辺里ゲートボール場 

下渡大橋ゲートボール場 

荒川ゲートボール場 

神林ゲートボール場 

北新保ゲートボール場 

朝日ゲートボール場 

ゲートボール場 

100円（１面） 

 

但し、山辺里ゲートボール場及び下渡大橋ゲートボール場は、河川敷

につき、無料とする。 

200円 

100円 

広場 100円（１日につき）小中学生は無料  山北ピクニック広場 

夜間照明 100円  

三面川東河川公園  無料  

朝日山村広場  無料  

山北ふるさと広場  無料  

山北児童遊戯広場  無料  

山北サイクリングロード  無料  

 １ スポーツ以外の目的で利用する場合の使用料は、５倍とする。 

 ２ スポーツを目的で利用し、入場料を徴収する場合は、３倍とする。 

 ３ スポーツ以外を目的で利用し、入場料を徴収する場合は、15倍とする。 

 ４ 営利又は営業の目的で利用する場合の使用料は、15倍とする。 

 ５ 使用が市外の者の場合の使用料は、1.5倍とする。 

６ 使用料を１時間について定める場合において、30分以下の使用料は、半額とする。 

７ 利用時間外であって教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、使用料を徴収することができる。 

８ 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間も含まれるものとする。 

９ 団体とは６人以上とする。 

 

◇屋内・屋外体育施設（個人使用料）   

使用料 
施 設 名 種  類 

一般 高校生 小中学生 幼児 
現行料金 

荒川温水プール 温水プール 300円（終日） 200円（終日） 100円（終日） 

無料（終日・高

校生以上の同

伴を必要とす

る。 

 

神林プール プール 200円（終日） 100円（終日） 50円（終日） 

無料（終日・高

校生以上の同

伴を必要とす

る。 

 

１ 使用が市外の者の場合の使用料は、1.5倍とする。 

２ 小学校の１～３年生が利用する場合は、終日・高校生以上の同伴を必要とする。 


