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○多治見市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則 

平成23年３月31日規則第37号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、多治見市体育館の設置及び管理に関する条例（昭和60年条例第２号。以下「条

例」という。）第22条の規定に基づき、多治見市体育館（以下「体育館」という。）の管理に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 体育館は、おおむね次に掲げる事務を行う。 

(１) 自主事業の企画及び運営に関すること。 

(２) 施設及び設備の維持管理に関すること。 

(３) 室内競技及びレクリエーション活動の普及に関すること。 

(４) スポーツ教室の企画及び運営に関すること。 

(５) 体力相談及びトレーニング指導に関すること。 

(６) その他体育館の運営管理に関すること。 

（開館時間） 

第３条 体育館の開館時間は、午前９時から午後９時30分までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者（条例第３条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）

は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。 

（休館日） 

第４条 体育館の休館日は、次のとおりとする。 

(１) 火曜日（多治見市笠原体育館を除く。その日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178

号）第３条に規定する休日に当たるときを除く。） 

(２) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、

体育館を臨時に開館し、又は休館することができる。 

（利用期間） 

第５条 体育館の利用期間は、同一施設につき、引き続き３日以内とする。ただし、指定管理者が必

要と認めるときは、この限りでない。 

（利用許可の申請） 

第６条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ利用責任者を定め、多治見市体育施設利用（変

更）許可申請書兼減免申請書（別記様式第１号。以下「利用（変更）・減免申請書」という。）又

は多治見市体育館個人利用申込書（別記様式第２号。以下「個人利用申込書」という。）を指定管

理者に提出しなければならない。ただし、トレーニング室の個人利用の許可の申請は、利用しよう

とする日に口頭により行うものとする。 

２ 利用（変更）・減免申請書は、利用しようとする日の属する月の３月（条例第７条に規定する目

的外使用の場合は２月）前の月の10日から利用の前までに、個人利用申込書は、利用しようとする

日に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りで

ない。 

（利用の許可） 

第７条 指定管理者は、体育館の利用を許可したときは、多治見市体育施設利用（変更）許可書兼減

免決定通知書（別記様式第３号。以下「利用（変更）・減免許可書」という。）を交付するものと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、個人利用を許可したときは、多治見市体育館個人利用

券（別記様式第４号）又は多治見市体育館トレーニング室利用回数券（別記様式第５号）を交付す

るものとする。 

（利用の変更） 

第８条 体育館の利用許可を受けた者（以下「利用者」という。）が、利用の内容を変更しようとす

るときは、利用（変更）・減免申請書に利用（変更）・減免許可書を添えて、利用の日の５日前ま

でに指定管理者に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、変更後の内容による利用（変更）・減
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免許可書を交付するものとする。 

３ 第６条第２項に規定する申請の期間は、第１項の規定による利用の変更について準用する。 

（利用の取消し） 

第９条 利用者が体育館の利用を取り消そうとするときは、多治見市体育施設利用取消申請書（別記

様式第６号）に、利用（変更）・減免許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出しなければなら

ない。 

（許可の取消し等の手続） 

第10条 指定管理者は、前条の規定による届出があった場合については、多治見市体育施設利用取消

通知書（別記様式第７号）を、条例第12条の規定により許可を取り消し、又は利用の停止を命ずる

場合は、多治見市体育館利用許可取消（停止命令）書（別記様式第８号）を交付するものとする。

ただし、緊急を要するときは、この限りでない。 

（附属設備の利用料金） 

第11条 条例第13条第４項に規定する附属設備の利用料金は、別表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。 

（利用料金の還付） 

第12条 条例第16条ただし書の規定により利用料金を還付する場合において、その還付する額は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) 利用者の責めに帰さない事由により利用できなかった場合及び利用の日の５日前までに利用

の取消しを届け出た場合 既納の利用料金の全額 

(２) 利用の日の５日前までに利用の変更を届け出た場合で、既納の利用料金の額が変更後の利用

料金の額を超えるとき 当該超える額 

２ 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、還付の事由が生じた日から起算して３

月以内に、多治見市体育館利用料金還付請求書（別記様式第９号）を指定管理者に提出しなければ

ならない。 

（利用料金の減免） 

第13条 条例第17条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用（変更）・減免申請書

を指定管理者に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による減免の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、利用（変更）・減免許可書により通知するものとする。 

（整理員の配置） 

第14条 利用責任者は、体育館内外の秩序保持のため、必要に応じ整理員を配置しなければならない。 

（利用等の打合せ） 

第15条 利用責任者は、必要に応じ体育館の利用等について、事前に指定管理者と利用方法その他必

要な事項を打ち合せなければならない。 

（利用の届出等） 

第16条 利用者は、体育館の利用を開始するときは、指定管理者に利用（変更）・減免許可書を提示

し、その利用が終了したときは、指定管理者にその旨を届け出て、設備その他の点検を受けなけれ

ばならない。 

（損傷等の届出） 

第17条 体育館又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、直ちに多治見市体育館施設等毀損（滅失）

届（別記様式第10号）を指定管理者に提出し、その指示を受けなければならない。 

（遵守事項） 

第18条 何人も、体育館においては、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(１) 指定した収容人員を超えて入場させないこと。 

(２) 体育館又は附属設備を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。 

(３) 許可を受けないで体育館において物品を展示し、若しくは販売し、又は金品の寄附、募金等

の行為をしないこと。 

(４) 許可を受けないで、壁面、柱等に張り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。 

(５) 所定の場所以外において、飲食をしないこと。 

(６) 喫煙をしないこと。 
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(７) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(８) 許可を受けないで、附属設備を体育館外へ持ち出さないこと。 

(９) その他体育館の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。 

（指定管理者の指示等） 

第19条 指定管理者は、体育館の秩序の保持及び管理上の必要があると認めたときは、利用者に対し

て体育館の利用に関する適切な指示を与え、又は利用中の会場に立ち入り、利用の状況を調査する

ことができる。 

（読替規定） 

第20条 第５条から前条まで（第６条中個人利用に関する部分及び第７条第２項を除く。）並びに別

記様式第１号、別記様式第３号及び別記様式第６号から別記様式第10号までの規定は、条例第７条

の規定による体育館の目的外使用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第５条 利用期間 使用期間 

指定管理者（条例第３条に規定

する指定管理者をいう。以下同

じ。） 

市長 

第８条 利用許可 使用許可 

第６条第１項 利用しようとする者 使用しようとする者 

第６条第２項 利用しようとする日の属する月 使用しようとする日の属する月 

利用の前 使用の前 

第７条第１項、第８条、第10条、

第12条、第16条、第19条、別記

様式第１号 

利用 使用 

第６条、第14条、第15条 利用責任者 使用責任者 

第６条、別記様式第１号 多治見市体育施設利用（変更）

許可申請書兼減免申請書 

多治見市体育施設使用（変更）

許可申請書兼減免申請書 

第６条、第８条、第13条 利用（変更）・減免申請書 使用（変更）・減免申請書 

第６条、第７条第１項、第８条

から第10条まで、第12条、第13

条、第15条から第17条まで、第

19条、別記様式第１号、別記様

式第３号、別記様式第６号から

別記様式第10号まで 

指定管理者 市長 

第７条、別記様式第３号 多治見市体育施設利用（変更）

許可書兼減免決定通知書 

多治見市体育施設使用（変更）

許可書兼減免決定通知書 

第７条から第９条まで、第13条 利用（変更）・減免許可書 使用（変更）・減免許可書 

別記様式第７号、別記様式第８

号 

利用許可申請 使用許可申請 

第８条、第９条、第12条、第16

条、第18条、第19条 

利用者 使用者 

第９条、別記様式第６号 多治見市体育施設利用取消申請

書 

多治見市体育施設使用取消申請

書 

第10条、別記様式第７号 多治見市体育施設利用取消通知

書 

多治見市体育施設使用取消通知

書 

第10条、別記様式第８号 多治見市体育館利用許可取消

（停止命令）書 

多治見市体育館使用許可取消

（停止命令）書 

第11条から第13条まで、別記様

式第１号、別記様式第３号、別

記様式第９号 

利用料金 使用料 
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第11条 別表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 

別表に定める額 

第12条 多治見市体育館利用料金還付請

求書 

多治見市体育館使用料還付請求

書 

第15条 利用等 使用等 

利用方法 使用方法 

第16条 利用許可書 使用許可書 

第19条 利用中 使用中 

別記様式第１号、別記様式第３

号、別記様式第６号、別記様式

第７号 

利用日付 使用日付 

利用時間 使用時間 

利用施設 使用施設 

利用目的 使用目的 

基本利用料金 基本使用料 

利用料金合計 使用料合計 

別記様式第６号、別記様式第７

号 

利用取消 使用取消 

別記様式第８号 利用予定年月日 使用予定年月日 

別記様式第９号 利用料金還付請求書 使用料還付請求書 

納入済利用料金 納入済使用料 

利用予定 使用予定 

利用料金還付先 使用料還付先 

別記様式第10号 利用年月日 使用年月日 

（委任） 

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に廃止前の多治見市体育館の管理に関する規則（昭和60年教育委員会規則

第４号）の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりされた処分、手続

その他の行為とみなす。 

附 則（平成24年２月29日規則第16号） 

１ この規則は、平成24年３月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現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施行規則（以下「旧

規則」という。）の規定に基づいて提出されている申請書及び交付されている通知書は、この規則

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施行規則（以下「新規則」という。）

の規定に基づいて提出又は交付されたものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則の規定にかかわ

らず、平成24年３月31日まで使用することができる。 

附 則（平成28年２月25日規則第14号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年９月30日規則第80号） 

１ この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(１) 第１条の規定、第２条中多治見市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則別表の改正規

定及び第３条から第５条までの規定 平成29年４月１日（以下「施行日」という。） 

(２) 第２条中多治見市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則第10条及び第11条第１項の改

正規定並びに次項の規定 この規則の公布の日 

２ 第１条の規定による改正後の多治見市学習館の設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定、
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第２条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施行規則別表の規定、第

３条の規定による改正後の多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定、第

４条の規定による改正後の多治見市三の倉市民の里の設置及び管理に関する条例施行規則別表の規

定及び第５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施行規則別表の規

定は、この規則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、この規則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。 

附 則（令和元年６月28日規則第49号） 

１ この規則は、令和元年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の多治見市学習館の設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定、

第２条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施行規則別表の規定、第

３条の規定による改正後の多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定、第

４条の規定による改正後の多治見市三の倉市民の里の設置及び管理に関する条例施行規則別表の規

定及び第５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施行規則別表の規

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。 

別表（第11条関係） 

附属設備利用料金 

区分 単位 金額 

照明設備（多治見市総合体育館第１競技場） 半灯以上を利用すると

き 

１ブロック 100円 

電光掲示板 １基 520円 

放送設備 １式 320円 

組立観客席 １組 260円 

別記様式第１号（第６条、第８条、第13条関係）から別記様式第10号（第17条関係）まで 

（省略） 


