
1/8 

○多治見市体育館の設置及び管理に関する条例 

昭和60年３月27日条例第２号 

（設置） 

第１条 市民の体育、スポーツ及びレクリェーション（以下「スポーツ」という。）の振興を図り、

もって市民の心身の健全な育成に寄与するため、多治見市体育館（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 

多治見市総合体育館 多治見市大畑町２丁目150番地 

多治見市笠原体育館 多治見市笠原町字木曽畷2072番地の５ 

（指定管理者による管理） 

第３条 体育館の管理は、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。）に行わせるものとする。 

（指定管理者が行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 体育館の利用許可に関すること。 

(２) 体育館の維持管理に関すること。 

(３) 利用料金の収受に関すること。 

(４) 第１条に掲げる設置目的のために必要な事業を行うこと。 

(５) その他市長が必要と認めること。 

（開館時間等） 

第５条 体育館の開館時間及び休館日は、規則で定める。 

（利用の許可） 

第６条 体育館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の許可に、体育館の管理上必要な条件を付することができる。 

３ 第１項の許可を受けた者がその許可に係る事項を変更しようとするときも、前２項と同様とする。 

（目的外使用） 

第７条 市長は、体育館の施設をその用途又は目的を妨げない限度において、目的外に使用させるこ

とができる。 

（物品等の販売） 

第８条 体育館内において物品等を販売しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならな

い。 

（利用の制限） 

第９条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育館の利用を許可しない。 

(１) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

(２) 体育館又は体育館の附属設備若しくは器具等（以下「附属設備」という。）を毀損又は滅失

するおそれがあるとき。 

(３) 業として映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を多人数に見せ、又は聞かせるため

の興行（次項において「興行」という。）に利用しようとするとき。 

(４) 体育館の管理上支障があるとき。 

(５) その他指定管理者において体育館を利用させることが適当でないと認めるとき。 

２ 前項第３号の規定にかかわらず、国、地方公共団体その他の公共的団体及びスポーツ団体等が主

催し、かつ、当該興行が直接営利を目的とするものでないと認められるもので指定管理者が適当と

認めるものについては、この限りでない。 

（器具等の搬入） 

第10条 利用者は、体育館内に特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を体育館内に搬入しよ

うとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。 

（権利譲渡等の禁止） 
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第11条 利用者は、許可を受けた目的以外の目的に体育館を利用し、又はその利用の権利を他人に譲

渡し、若しくは転貸してはならない。 

（利用の許可の取消し等） 

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可を取り消し、

又は利用の停止を命ずることができる。 

(１) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(２) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。 

２ 前項の規定によって利用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その責めを負わない

ものとする。 

（利用料金） 

第13条 利用料金の額は、別表第１に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承

認を得て定める額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、体育館の競技場、卓球室、幼児体育室又はトレーニング室を個人で利

用する場合の利用料金は、別表第１第１号(３)又は同表第２号(２)に定める額の範囲内において、

指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。 

３ 前項に規定する場合において、指定管理者は利用者に対し回数券を発行することができる。 

４ 第１項及び第２項に規定するもののほか、附属設備の利用料金は、別表第２に定める額の範囲内

において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。 

５ 利用者は、第１項、第２項及び前項の規定による利用料金を納入しなければならない。 

（利用料金の収入） 

第14条 地方自治法第244条の２第８項の規定により、市長は、体育館の利用料金を指定管理者の収入

として収受させるものとする。 

（利用料金の納入時期） 

第15条 第13条に規定する利用料金は、利用の許可を受けたとき（同条第３項に規定する回数券に係

る利用料金については、その発行を受けたとき）に納入しなければならない。ただし、指定管理者

がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、市長が規則で定める手続により申請した場合にあっては、利用の

前までの期間内で規則で定める日までに納入しなければならない。 

（利用料金の還付） 

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、その全部又は

一部を還付することができる。 

（利用料金の減免） 

第17条 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減免することができる。 

（原状回復の義務） 

第18条 利用者は、体育館の利用を終えたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

第12条第１項の規定により許可を取り消され、又は利用の停止を命ぜられたときも同様とする。 

（損害賠償の義務） 

第19条 施設又は附属設備を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただ

し、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。 

（入館の制限） 

第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命

ずることができる。 

(１) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者 

(２) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者 

(３) その他体育館の管理上支障があると認められる者 

（準用規定） 

第21条 第６条、第８条から第13条まで及び第15条（第２項を除く。）から第18条までの規定は、第

７条の規定による目的外使用にこれを準用する。この場合において、第６条第１項中「利用」とあ

るのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第２項及び第８条中「指定管理者」

とあるのは「市長」と、第９条第１項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるの
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は「使用」と、同条第２項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条中「利用」とあるのは

「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条中「利用」とあるのは「使用」と、第

12条第１項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、同条第２項

中「利用」とあるのは「使用」と、「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、第13条第１項中「利

用料金」とあるのは「使用料」と、「に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長

の承認を得て定める額」とあるのは「に定める額」と、同条第２項中「利用」とあるのは「使用」

と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「に定める額の範囲内において、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定める額」とあるのは「に定める額」と、同条第３項中「指定管理者」とあ

るのは「市長」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、同条第４項中「利用料金」とあるのは「使

用料」と、「に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額」

とあるのは「に定める額」と、同条第５項中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用料金」と

あるのは「使用料」と、第15条第１項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用」とあるの

は「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第16条中「利用料金」とあるのは「使用料」

と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第17条中「指定管理者は、市長が」とあるのは「市長

は、」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第18条中「利用」とあるのは「使用」と読み替

えるものとする。 

（委任） 

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。 

附 則 

１ この条例は、別に教育委員会規則で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。（昭和

60年教委規則第３号により、昭和60年10月１日から施行） 

２ 多治見市総合体育館の使用の申込みの受付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、

施行日前においても行うことができる。 

３ 別表第１(２)の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、施行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この条例による改正前の多治見市体育館の設置及び管理に関する条例の

規定により、多治見市民体育館の使用の許可を受けている者については、この条例により多治見市

昭和体育館の使用の許可を受けた者とみなす。 

５ 笠原町の編入の日（以下「編入日」という。）前に笠原町体育館条例（昭和63年笠原町条例第１

号。以下「旧町の条例」という。）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ものとみなす。 

６ 編入日前に旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、

旧町の条例の例による。 

附 則（昭和61年３月25日条例第９号） 

１ この条例は、昭和61年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例による改正後の多治見市体育館の設置及び管理に関する条例第２条に規定する多治見市

市之倉体育館の使用の申込みの受付等の準備行為は、施行日前においても行うことができる。 

附 則（昭和62年12月26日条例第25号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２年３月29日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２年９月29日条例第20号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の多治見市体育館の設置及び管理に関する条例別表第１(１)(イ)備考３の

規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可をした室に係る冷暖房料から適用する。 

附 則（平成３年９月30日条例第21号抄） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３年11月１日（以下「施行日」という。）から施行する。（後略） 

（経過措置の原則） 

第２条 この条例（第14条、第15条、第16条、第18条、第21条、第23条及び第24条の規定を除く。）
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による改正後の各条例の規定は、施行日以後に使用の申込みをしたものに係る使用料から適用し、

施行日前に使用の申込みをしたものに係る使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成４年12月28日条例第60号） 

１ この条例は、平成５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例による改正後の多治見市体育館の設置及び管理に関する条例（以下「新条例」という。）

第11条、別表第１（回数券に係る部分を除く。）及び別表第２の規定は、施行日以後に使用の許可

をしたものに係る使用料から適用し、施行日前に使用の許可をしたものに係る使用料については、

なお従前の例による。 

３ この条例による改正前の多治見市体育館の設置及び管理に関する条例別表第１の規定により施行

日前に発行した回数券は、平成５年度中に限り使用することができる。この場合において、新条例

の規定による使用料の額と、当該回数券に係る額との差額については、徴収しないものとする。 

附 則（平成６年３月25日条例第９号） 

この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年12月19日条例第47号） 

１ この条例は、平成13年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の（中略）多治見市体育館の設置及び管理に関する条例別表第１の規定（中略）は、平成

13年４月１日以後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。 

附 則（平成13年３月27日条例第18号） 

１ この条例は、平成13年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１の規定は、平成13年７月１日以後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。 

附 則（平成14年12月18日条例第41号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第１の規定は、平成15年４月１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17年６月27日条例第42号） 

１ この条例は、平成18年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例の施行日前に改正前の多治見市体育館の設置及び管理に関する条例の規定によりされた

処分、手続その他の行為は、改正後の多治見市体育館の設置及び管理に関する条例の規定によりさ

れた処分、手続その他の行為とみなす。 

３ この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。 

４ 多治見市公の施設の管理の委託に関する条例（昭和53年条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

（次のよう略） 

附 則（平成17年９月28日条例第69号） 

この条例は、平成18年１月23日から施行する。ただし、第２条の規定は、同年４月１日から施行す

る。 

附 則（平成19年３月19日条例第18号） 

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。ただし、別表第１の３の(１)の改正規定中「卓球

場」を「第３競技場」に改める部分、同表３の(２)の改正規定中「第１競技場、卓球場」を「競技

場」に改める部分及び別表第２の改正規定は、平成19年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に改正前の多治見市体育館の設置及び管理に関する条例の規定によりされ

た処分、手続その他の行為は、改正後の多治見市体育館の設置及び管理に関する条例の規定により

された処分、手続その他の行為とみなす。 

３ この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

附 則（平成19年12月17日条例第50号抄） 

１ この条例は、平成20年４月１日（中略）から施行する。（後略） 

附 則（平成19年12月17日条例第54号） 

１ この条例は、平成20年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
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２ この条例による改正後の多治見市都市公園条例別表第３及び多治見市体育館の設置及び管理に関

する条例別表第１の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利

用料金については、なお従前の例による。 

附 則（平成20年12月16日条例第41号） 

１ この条例は、平成21年１月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１の規定は、平成21年４月１日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の

利用に係る利用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成22年12月20日条例第37号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成23年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、附則第７項

の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

６ 施行日において現に附則第４項の規定による改正前の多治見市スポーツ振興審議会条例第４条の

規定により委嘱されている委員は、改正後の多治見市スポーツ振興審議会条例第４条の規定により

任命されたものとみなす。この場合において、当該任命を受けたものとみなされる委員の任期は、

施行日における当該委員に係る残任期間と同一の期間とする。 

（準備行為） 

７ 附則第２項から第５項までの規定による改正後の多治見市公民館の設置及び管理に関する条例、

多治見市図書館の設置等に関する条例、多治見市スポーツ振興審議会条例及び多治見市体育館の設

置及び管理に関する条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができ

る。 

附 則（平成22年12月20日条例第44号） 

１ この条例は、平成23年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。 

２ この条例により廃止される多治見市昭和体育館を多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条

例（昭和39年条例第10号）第２条の規定により使用する場合における申請、使用の許可、使用料の

徴収その他使用に関し必要な手続については、施行日前においても行うことができる。 

附 則（平成24年３月23日条例第１号） 

この条例は、平成24年６月１日から施行する。 

附 則（平成24年12月25日条例第60号） 

１ この条例は、平成25年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次項及び第

３項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第１第２号(１)の表及び同号(２)の表の規定は、この条例の公布の日以後に施行日

以後の利用について申請した利用に係る利用料金から適用し、この条例の公布の日前に施行日以後

の利用について申請した利用に係る利用料金については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行日前に発行された別表第１第２号(２)に規定する回数券の利用期限は、平成26年

３月31日までとする。 

附 則（平成28年９月30日条例第31号抄） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成29年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次条か

ら附則第９条までの規定は、公布の日から施行する。 

（多治見市体育館の利用料金等に関する経過措置） 

第９条 第24条の規定による改正後の多治見市体育館の設置及び管理に関する条例別表第１（トレー

ニング室の回数券に係る利用料金の規定を除く。）及び別表第２の規定は、この条例の公布の日以

後に施行日以後の使用又は利用について申請した使用又は利用に係る使用料及び利用料金から適用

し、この条例の公布の日前に施行日以後の使用又は利用について申請した使用又は利用に係る使用

料及び利用料金については、なお従前の例による。 

２ 施行日前に、第24条の規定による改正前の多治見市体育館の設置及び管理に関する条例別表第１

の規定により利用料金を納入した多治見市総合体育館トレーニング室の回数券及び多治見市笠原体

育館トレーニング室の回数券については、当分の間使用することができる。 
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附 則（平成31年３月25日条例第７号） 

この条例は、平成31年５月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月28日条例第12号抄） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和元年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（多治見市体育館の利用料金等に関する経過措置） 

第10条 第28条の規定による改正後の多治見市体育館の設置及び管理に関する条例別表第１（トレー

ニング室の回数券に係る利用料金の規定を除く。）及び別表第２の規定は、施行日以後の許可に係

る使用料及び利用料金から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従

前の例による。 

２ 施行日前に、第28条の規定による改正前の多治見市体育館の設置及び管理に関する条例別表第１

の規定により利用料金を納入した多治見市笠原体育館トレーニング室の回数券については、当分の

間使用することができる。 

別表第１（第13条関係） 

１ 多治見市総合体育館 

(１) 専用利用料金（その１） 

時間区分 
午前９時か

ら午後１時

までの午前

９時から始

まる１時間

ごとの区分 

午後１時か

ら午後５時

までの午後

１時から始

まる１時間

ごとの区分 

午後５時か

ら午後６時

までの区分

及び午後６

時から午後

７時までの

区分 

午後７時か

ら午後８時

までの区分

及び午後８

時から午後

９時30分ま

での区分 利用区分 

競技

場 

第１競技

場 

入場料等

を徴収し

ない場合 

スポーツに

利用 

一般 990円 1,650円 2,200円 2,860円 

高校生以

下 

550円 880円 1,100円 1,430円 

スポーツ以外に利用 2,970円 4,950円 6,600円 8,580円 

入場料等

を徴収す

る場合 

アマチュアスポーツに

利用 

2,970円 4,950円 6,600円 8,580円 

アマチュアスポーツ以

外に利用 

9,900円 16,500円 22,000円 28,600円 

第２競技

場 

第３競技

場 

第４競技

場 

スポーツに利用 一般 360円 600円 960円 960円 

高校生以

下 

240円 360円 480円 480円 

スポーツ以外に利用 1,090円 1,800円 2,870円 2,870円 

役員室 一般 220円 330円 330円 330円 

高校生以

下 

110円 220円 220円 220円 

幼児体育室 220円 330円 550円 550円 

備考 

１ 競技場の面積を２分の１、３分の１又は４分の１に分割し、それぞれ１単位として利用させ

ることができる。この場合の利用料金は、この表に定める利用料金の２分の１、３分の１又は

４分の１に相当する額（10円未満の端数は、切り上げた額）とする。 

２ 第１競技場の冷暖房設備を利用する場合は、冷暖房利用料金として１時間までごとに5,940

円を加算する。 

３ 役員室又は幼児体育室の冷暖房設備を利用する場合は、冷暖房利用料金として１時間までご

とに210円を加算する。 
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４ 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。 

５ 主たる利用者が市外在住の者（土岐市及び瑞浪市に在住する者を除く。以下同じ。）である

場合は、この表に定める専用利用料金の額（冷暖房利用料金を除く。）に利用する時間区分数

を乗じて得た額と当該乗じて得た額の５割に相当する額（10円未満の端数は、切り上げた額）

を合算した額とする。 

６ 午前９時前に利用する場合の利用料金は、この表に定める午前９時から午後１時までの午前

９時から始まる１時間ごとの区分の額に利用する時間区分数を乗じて得た額とする。 

(２) 専用利用料金（その２） 

時間区分 

午前９時から午後

１時までの午前９

時から始まる１時

間ごとの区分 

午後１時から午後

５時までの午後１

時から始まる１時

間ごとの区分 

午後５時から午後

８時までの午後５

時から始まる１時

間ごとの区分及び

午後８時からの１

時間30分の区分 

冷暖房利用料金（１

時間までごとに） 

利用区分 

卓球室 一般 360円 610円 730円 

320円 高校生以

下 

240円 400円 480円 

研修室 220円 330円 330円 210円 

会議室 260円 400円 400円 320円 

ミーティング室 260円 440円 530円 320円 

和室 １ 260円 440円 530円 320円 

２ 240円 240円 360円 210円 

備考 

１ 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。 

２ 主たる利用者が市外在住の者である場合は、この表に定める利用料金（冷暖房利用料金を除

く。）にその５割に相当する額を加算する。 

３ 午前９時前に利用する場合の利用料金は、この表に定める午前９時から午後１時までの午前

９時から始まる１時間ごとの区分の額に利用する時間区分数を乗じて得た額とする。 

(３) 個人利用料金 

区分 個人利用（１人１回） 回数券（12回分） 

競技場 

卓球室 

幼児体育室 

一般 110円 ― 

高校生以下（乳幼児を除

く。） 

50円 ― 

トレーニング室 220円 2,200円 

備考 

トレーニング室の利用は、高校生以上とする。 

２ 多治見市笠原体育館 

(１) 専用利用料金 

時間区分 午前９時から午後

１時までの午前９

時から始まる１時

間ごとの区分 

午後１時から午後

５時までの午後１

時から始まる１時

間ごとの区分 

午後５時から午後

６時までの区分及

び午後６時から午

後７時までの区分 

午後７時から午後

８時までの区分及

び午後８時から午

後９時30分までの

区分 利用区分 

第１競技

場 

スポーツに利

用する場合 
720円 1,210円 1,650円 2,090円 

スポーツ以外

に利用する場

合 

2,150円 3,630円 4,950円 6,270円 

第２競技 スポーツに利 360円 610円 970円 970円 
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場 

第３競技

場 

用する場合 

スポーツ以外

に利用する場

合 

1,090円 1,820円 2,900円 2,900円 

備考 

１ 第１競技場の面積を、２分の１に分割し、これを１単位として利用させることができる。こ

の場合の利用料金は、この表に定める利用料金の２分の１に相当する額とする。 

２ 主たる利用者が市外在住の者である場合は、この表に定める利用料金にその５割に相当する

額を加算する。 

３ 午前９時前に利用する場合の利用料金は、この表に定める午前９時から午後６時までの午前

９時から始まる１時間ごとの区分の額に利用する時間区分数を乗じて得た額とする。 

(２) 個人利用料金 

時間区分 個人 回数券 

利用区分 （１人１回） （12回分） 

競技場 

一般 110円 － 

高校生以下 50円 － 

（乳幼児を除く。）   

トレーニング室 170円 1,700円 

備考 

トレーニング室の利用は、高校生以上とする。 

別表第２（第13条関係） 

附属設備利用料金 １件につき520円以内で市長が別に定める額 

 


