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富士吉田市民の体育施設の設置及び管理に関する条例（昭和52年条例第22号）新旧対照表  

現行  改正案  備考  

○富士吉田市民の体育施設の設置及び管理に関する条

例  
○富士吉田市民の体育施設の設置及び管理に関する条

例  
 

昭和52年9月28日  昭和52年9月28日   

条例第22号  条例第22号   

 （略）   （略）   

 （名称及び位置）   （名称及び位置）   

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。  第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。   

 （略）   （略）   

 （使用料）   （使用料）   

第10条 体育施設の使用料は、別表第2のとおりとする。ただ

し、市長又は指定管理者が特別の理由があると認めたとき

は、当該使用料の全部又は一部を免除することができる。  

第10条 体育施設の使用料は、別表第2のとおりとする。ただ

し、市長又は指定管理者が特別の理由があると認めたとき

は、当該使用料の全部又は一部を免除することができる。  

 

2 市長は、前項の使用料を指定管理者の収入として収受させ

ることができる。  
2 市長は、前項の使用料を指定管理者の収入として収受させ

ることができる。  
 

3 市長又は指定管理者は、体育施設のうち富士吉田市営鐘山

スポーツセンター総合体育館の部分使用について必要がある

と認めるときは、総合体育館部分使用回数券を発行すること

ができる。  

3 市長又は指定管理者は、体育施設のうち富士吉田市営鐘山

スポーツセンター総合体育館の部分使用について必要がある

と認めるときは、総合体育館部分使用回数券を発行すること

ができる。  

 

 （略）   （略）   
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別表第1（第2条関係）  別表第1（第2条関係）   

名称  施設  位置  
富士吉田市営鐘

山スポーツセン

ター  

総合グラウンド  富士吉田市上吉田6200番地  
総合体育館  
小体育館  
テニスコート  

富士吉田市営大

明見グラウンド  
大明見グラウン

ド  
富士吉田市大明見二丁目1294
番地  

富士吉田市営コ

ミュニティスポ

ーツ広場  

笹子コミュニテ

ィスポーツ広場  
富士吉田市小明見三丁目15番1
3号  

富士吉田市営み

ずほ公園スポー

ツ広場  

みずほ公園スポ

ーツ広場  
富士吉田市新町一丁目998番地

3 

 

名称  施設  位置  
富士吉田市営鐘

山スポーツセン

ター  

総合グラウンド  富士吉田市上吉田6200番地  
総合体育館  
小体育館  
テニスコート  

富士吉田市営大

明見グラウンド  
大明見グラウン

ド  
富士吉田市大明見二丁目1294
番地  

富士吉田市営コ

ミュニティスポ

ーツ広場  

笹子コミュニテ

ィスポーツ広場  
富士吉田市小明見三丁目15番1
3号  

富士吉田市営み

ずほ公園スポー

ツ広場  

みずほ公園スポ

ーツ広場  
富士吉田市新町一丁目998番地

3 

 

 

別表第2（第10条関係）  別表第2（第10条関係）   

Ⅰ 総合グラウンド、テニスコート、大明見グラウンド、笹

子コミュニティスポーツ広場及びみずほ公園スポーツ広場

使用料  

Ⅰ 総合グラウンド、テニスコート、大明見グラウンド、笹

子コミュニティスポーツ広場及びみずほ公園スポーツ広場

使用料  

 

施設名  区分

種別  
全面  半面  

総合グラウンド  午前・午後（1時間）  210円 100円
夜間（1時間）  250円 120円
夜間照明施設 1基1時 470円

施設名  区分

種別  
全面  半面  

総合グラウンド  午前・午後（1時間）  220円 110円
夜間（1時間）  260円 130円
夜間照明施設 1基1時 480円
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間  
テニスコート  午前・午後（1時間）  1面 100円  

夜間（1時間）  1面 120円  
夜間照明施設 1面1時
間  

160円

大明見グラウン

ド  
午前・午後（1時間）  100円

笹子コミュニテ

ィスポーツ広場  
午前・午後（1時間）  320円
1時間（夜間）  380円
夜間照明施設 1時間  620円

富士吉田市営み

ずほ公園スポー

ツ広場  

午前・午後（1時間）  100円
夜間（1時間）  120円
夜間照明施設 1時間  200円

 

間  
テニスコート  午前・午後（1時間）  1面 110円  

夜間（1時間）  1面 130円  
夜間照明施設 1面1時
間  

160円

大明見グラウン

ド  
午前・午後（1時間）  110円

笹子コミュニテ

ィスポーツ広場  
午前・午後（1時間）  330円
1時間（夜間）  390円
夜間照明施設 1時間  630円

富士吉田市営み

ずほ公園スポー

ツ広場  

午前・午後（1時間）  110円
夜間（1時間）  130円
夜間照明施設 1時間  210円

 

備考  備考   

1 入場料を徴収する場合の使用料で、入場料総額の1割の

額が使用料の額を超える場合の使用料は、入場料総額の

1割とする。  

1 入場料を徴収する場合の使用料で、入場料総額の1割の

額が使用料の額を超える場合の使用料は、入場料総額の

1割とする。  

 

2 設備、備品の使用については、実費を徴収する。  2 設備、備品の使用については、実費を徴収する。   

3 1時間に満たない場合は、1時間とする。  3 1時間に満たない場合は、1時間とする。   

4 60歳以上及び高校生以下の使用料は、半額とする。  4 60歳以上及び高校生以下の使用料は、半額とする。   

5 市民以外の者の使用料は、3倍とする。  5 市民以外の者の使用料は、3倍とする。   

6 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数 6 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数  
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金額を切り捨てる。  金額を切り捨てる。  

7 使用時間は、次のとおりとする。  7 使用時間は、次のとおりとする。   

区分  時間  
午前  午前8時30分～正午  
午後  正午～午後5時  
夜間  午後5時～午後10時  

 

区分  時間  
午前  午前8時30分～正午  
午後  正午～午後5時  
夜間  午後5時～午後10時  

 

 

Ⅱ 総合体育館及び小体育館使用料  Ⅱ 総合体育館及び小体育館使用料   

1 専用使用  1 専用使用   

(1) アリーナ  (1) アリーナ   

区分

種別  
練習及びスポーツ行事

で入場料を徴収しない

場合  

スポーツ行事で入場料

を徴収する場合及びス

ポーツ行事以外で集会

に利用する場合  
総合体育館  小体育館  総合体育館  小体育館  

午前・午後（1時
間）  

1,080円 430円 3,240円 810円

夜間（1時間）  1,290円 510円 4,860円 1,290円
 

区分

種別  
練習及びスポーツ行事

で入場料を徴収しない

場合  

スポーツ行事で入場料

を徴収する場合及びス

ポーツ行事以外で集会

に利用する場合  
総合体育館  小体育館  総合体育館  小体育館  

午前・午後（1時
間）  

1,100円  440円 3,300円 820円  

夜間（1時間）  1,320円  520円 4,950円 1,320円  
 

 

備考  備考   

1 練習及びスポーツ行事で入場料を徴収しない場合、使

用面積が2分の1以下のときの使用料は、半額とする。  
1 練習及びスポーツ行事で入場料を徴収しない場合、使

用面積が2分の1以下のときの使用料は、半額とする。  
 

2 入場料を徴収する場合の使用料で、入場料総額の1割の

額が使用料の額を超える場合の使用料は、入場料総額の

2 入場料を徴収する場合の使用料で、入場料総額の1割の

額が使用料の額を超える場合の使用料は、入場料総額の
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1割とする。  1割とする。  

(2) 弓道場  (2) 弓道場   

区分

種別  
練習及びスポーツ行事  

午前・午後（1時間）  140円
夜間（1時間）  210円

 

区分

種別  
練習及びスポーツ行事  

午前・午後（1時間）  140円
夜間（1時間）  220円

 

 

(3) スポーツ教室  (3) スポーツ教室   

区分

種別  
使用料  

午前・午後（1時間）  240円
夜間（1時間）  370円

 

区分

種別  
使用料  

午前・午後（1時間）  250円
夜間（1時間）  380円

 

 

(4) その他  (4) その他   

ア 専用使用は、10人以上の団体とする。  ア 専用使用は、10人以上の団体とする。   

イ 60歳以上及び高校生以下の使用料は、半額とす

る。  
イ 60歳以上及び高校生以下の使用料は、半額とす

る。  
 

ウ 市民以外の者の使用料は、3倍とする。  ウ 市民以外の者の使用料は、3倍とする。   

エ 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てる。  
エ 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てる。  
 

オ 1時間に満たない場合は、1時間とする。  オ 1時間に満たない場合は、1時間とする。   

カ 練習及びスポーツ行事使用の場合は、備付けのス

ポーツ器具の使用を含む。  
カ 練習及びスポーツ行事使用の場合は、備付けのス

ポーツ器具の使用を含む。  
 

2 部分使用  2 部分使用   
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区分

種別  
単位  午前／午後  夜間  

回数券  
弓道場  1人 1回  100円 160円

1人 12回  1,000円 1,600円
トレーニング・ルーム  1人 1回  160円 210円

1人 12回  1,600円 2,100円
ランニング・コース  1人 1回  50円 100円

1人 12回  500円 1,000円
 

区分

種別  
単位  午前／午後  夜間  

回数券  
弓道場  1人 1回  110円 160円  

1人 12回  1,100円 1,600円  
トレーニング・ルーム  1人 1回  160円 220円  

1人 12回  1,600円 2,200円  
ランニング・コース  1人 1回  50円 110円  

1人 12回  500円 1,100円  
 

 

備考  備考   

1 上記は、備付けのスポーツ器具の使用を含む。  1 上記は、備付けのスポーツ器具の使用を含む。   

2 市民以外の者の使用料は、2倍とする。  2 市民以外の者の使用料は、2倍とする。   

3 60歳以上及び高校生以下の使用料は、半額とする。  3 60歳以上及び高校生以下の使用料は、半額とする。   

4 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てる。  
4 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てる。  
 

5 1回の使用時間は、午前、午後、夜間のそれぞれの時間

内とする。  
5 1回の使用時間は、午前、午後、夜間のそれぞれの時間

内とする。  
 

3 その他の使用料  3 その他の使用料   

区分

種別  
市民  市民以外の者  

放送装置（1式1回）  1,080円 2,160円
電光得点表示器（1組1回）  540円 1,080円
シャワー  団体1時間  1,080円 2,160円

区分

種別  
市民  市民以外の者  

放送装置（1式1回）  1,100円 2,200円  
電光得点表示器（1組1回）  550円 1,100円  
シャワー  団体1時間  1,100円 2,200円  
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個人1回  100円
 

個人1回  110円
 

備考 シャワーを除く1回の使用時間は、午前、午後、夜間

のそれぞれの時間内とする。  
備考 シャワーを除く1回の使用時間は、午前、午後、夜間

のそれぞれの時間内とする。  
 

4 使用時間は、次のとおりとする。  4 使用時間は、次のとおりとする。   

区分  時間  
午前  午前8時30分～正午  
午後  正午～午後5時  
夜間  午後5時～午後10時  

 

区分  時間  
午前  午前8時30分～正午  
午後  正午～午後5時  
夜間  午後5時～午後10時  

 

 

備考 中学生以下は、教職員等指導者の引率又は保護者の同

伴を必要とし、使用時間は午後8時までとする。ただし、

市主催の事業の場合は、除く。  

備考 中学生以下は、教職員等指導者の引率又は保護者の同

伴を必要とし、使用時間は午後8時までとする。ただし、

市主催の事業の場合は、除く。  

 

 


