
１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

２９年度 29,987 42,191 50,216 35,019 36,006 32,920 37,409 29,594 19,154 18,084 19,863 31,244 381,687

２８年度 29,438 42,871 72,925 39,999 42,987 31,884 39,089 31,657 22,629 17,467 16,545 30,492 417,983

増　減 549 -680 -22,709 -4,980 -6,981 1,036 -1,680 -2,063 -3,475 617 3,318 752 -36,296

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

２９年度 790 1,352 1,429 1,500 1,803 1,399 1,561 2,328 1,086 880 877 1,464 16,469

２８年度 797 1,387 1,452 1,526 1,704 1,397 1,142 2,488 1,135 875 797 1,654 16,354

増　減 -7 -35 -23 -26 99 2 419 -160 -49 5 80 -190 115

施設所管課名 生活環境部緑豊かな自然課 連絡先 ０８５７－２６－７３６９

指定管理者名 （一財）鳥取県観光事業団・(株）チュウブ共同企業体 指定期間 平成26年4月1日～平成31年3月31日

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト（平成２９年度業務)

平成３1年２月12日

施　設　名 東郷湖羽合臨海公園（引地地区を除く。） 所在地
東伯郡湯梨浜町
　藤津、浅津、長瀬、南谷、宇野、長和田

利用料金 別紙のとおり

開館時間

午前9時～午後10時
ただし、テニスコート（夜間照明のないもの）については
　　・4月 ～9月　 午前9時から午後7時まで
　　・10月～3月   午前9時から午後6時まで

休館日
・毎月第3火曜日（祝祭日の場合はその直後の休日でない日）
・12月29日から1月3日まで
・７～８月は休園日無し

設置目的 広域公園として、県民のレクリェーション活動の振興を図ることにより、県民の心身の健康増進を図ることを目的とする。

設置年月日 昭和５４年１０月

施設内容
敷地面積：５４．３ha
主な施設：あやめ池スポーツセンター、東郷湖カヌーセンター、屋根のある多目的広場（夢広場）、テニスコート、ゲートボール場、催物広
場、多目的広場、芝広場、ピクニック広場など

植栽管理（非常勤職員5名）

利用者数 (人)

利用料金収入
　　　 (千円)

委託業務の内容

・施設設備の維持管理に関する業務（保守管理、修繕、清掃、警備、施設（遊具含む。）点検等）
・利用の許可、利用料金の徴収等に関する業務
・利用者の受付、利用指導、備品の貸出し、利用案内、利用促進、利用者サービスの提供
・園内の芝、樹木、花壇等の維持管理業務（公園づくりを含む。）
・入園者の楽しめるイベント、体験学習事業など県民参画事業の実施
・健康スポーツ・体力づくり推進事業の実施

管理体制

正職員:３名、準職員1名、臨時職員６名、非常勤職員：１２名　〔 計２２名 〕

園長（正職員1名） ﾏﾈｰｼﾞｬｰ・主幹（正職員2名） スポーツ指導（準職員1名）

受付（臨時職員1名）

施設管理（臨時職員5名、非常勤職員2名）

受付〔夜間含〕（非常勤職員5名）



５ 収支の状況

６　労働条件等

（参考）
○労働基準監督署長への届出が必要な労使協定の例（労働基準法に基づくもの）
　・労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合（労働基準法第18条）
　・１ヶ月単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の２　就業規則に定めた場合には届出不要）
　・１年単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の４、第32条４の２ほか）
　・１週間単位の非定型的変形労働時間制（労働基準法第32条の５）
　・時間外労働・休日労働（労働基準法第36条　いわゆる「３６協定」）
　・事業場外労働のみなし労働時間制（労働基準法第38条の２　事業場外労働が法定労働時間内の場合は不要）
　・専門業務型裁量労働制（労働基準法第38条の３）

○各種管理者等の業種・規模に係る要件（労働安全衛生法に基づくもの）

区　　　　　分 ２９年度 ２８年度 増　　減

手数料収入 4,377,300 4,266,529 110,771

売店営業収入 0 0 0

収入

事業収入

使用料収入 10,295,950 10,129,203 166,747

参加料収入 1,754,900 1,939,940 △ 185,040

小　計 16,428,150 16,335,672 92,478

事業外収入

県委託料 119,726,000 119,726,000 0

県受託収入

小　計 120,660,590 119,744,723 915,867

計 137,088,740 136,080,395 1,008,345

895,033 0 895,033

雑収入 39,557 18,723 20,834

895,033 0 895,033

本部負担金 15,676,959 17,050,242 △ 1,373,283

4,084,573 4,004,747 79,826

売店営業費 0 0 0

集客促進費

確認項目
状況

備考
正職員 非常勤職員 準・臨時職員

計 137,088,740 136,080,395 1,008,345

収　支　差　額 0 0

支出

職員人件費 40,977,755 39,516,828 1,460,927

管理運営費 75,454,420 75,508,578 △ 54,158

県受託事業費

※常時１０人以上の労働者を起床す
る場合は作成、届出が必要

労使協定の締結状況 ３６協定 ３６協定 ３６協定
※労働基準監督署長への届出が必
要な協定の有無

雇用契約
・

労使協定

労働条件の書面による提示 就業規則による 労働条件通知書 労働条件通知書 ※書面の名称を記入

就業規則の作成状況（観光
事業団取扱要領）

○ ○ ○

※タイムカード、ICカード、自己申
告、使用者の現認などの別を記入

休暇、休日の状況
休暇：２～２０日
休日：土日・国民の祝日日
数、年末年始（５日）

休暇：２～２０日
休日：土日・国民の祝日日
数、年末年始（５日）

休暇：２～２０日
休日：土日・国民の祝日日
数、年末年始（５日）

※幅がある場合は上限、下限を記入

労働時間

所定労働時間
８時間／日

４０時間／週
４～８時間／日
４０時間／週

８時間／日
４０時間／週

※幅がある場合は上限、下限を記入

時間管理の手法 自己申告 自己申告 自己申告

※適否を記入

支払い遅延等の有無 無 無 無 ※有無を記入

給与

給与金額 ２７６，７６６円 １００,０００円 １４７，８５７円 ※平均月額を記入

最低賃金との比較 適 適 適

種別 業種 規模（常時使用する労働者数）
産業医 全ての業種 　　　　50人以上

衛生管理者の選任 選任の要否：否　　　選任状況：選任なし ※規模の要件あり

安全衛生推進者（衛生推進
者）の選任

選任の要否：要　　　選任状況：選任（H28年度取得） ※業種・規模の要件あり

安全衛生

一般健康診断の実施 年１回実施

産業医の選任 選任の要否：否　　　選任状況：選任なし ※規模の要件あり

安全管理者の選任 選任の要否：否　　　選任状況：選任なし ※業種・規模の要件あり

安全管理者

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業（物の加工業を含む。）、電気
業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅ
う器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、
旅館業、コルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

50人以上

衛生管理者 全ての業種

50人～200人（１人選任）
201人～500人（２人選任）
501人～1,000人（３人選任）
1,001人～2,000人（４人選任）
2,001人～3,000人（５人選任）
3,001人以上（６人選任）

安全衛生推進者 安全管理者と同じ 10人以上50人未満
衛生推進者 安全管理者の選任を要する業種以外の業種 10人以上50人未満



７ サービスの向上に向けた取組み

（１）集客イベント

（２）体験学習イベント

（３）環境保全イベント

（４）健康スポーツイベント

イベント名 取　　組　　み　　内　　容

①花と緑のフェア
花ショウブの開花時期に合わせて花と緑の祭典を開催した。花ショウブの展示、販売やミニ庭園の出展など多彩な企画で県
民の緑化意識の高揚、緑化に関する知識などを高めた。

②タマノカンザシ鑑賞会 珍しい花への関心と育成に興味を持ってもらうため鑑賞会を開催。県内外から多くの人で賑わった。

⑥燕趙園共催イベント

①幻想の夕べ････燕趙園が行っている二胡のコンサートを風の音コンサートのプレイベントとして共催で開催した。
②燕趙園花火････燕趙園が開催していた庭園花火を臨海公園への集客と公園周知のため開催した。
③東郷池イルミネーションウォーキング････双方のイルミネーションを関連付けるため、燕趙園とあやめ池公園間のウォー
キングを開催した。
④あやめ池春のこどもまつりin燕趙園････ぐりプラ電車王国、ワクワクエキスプレスランド、ご当地ヒーローショー、ミニ
縁日等を設けてこどもたちの楽しめるイベントを開催し、燕趙園を含めた臨海公園への集客を図った。

イベント名 取　　組　　み　　内　　容

①ハナショウブ育成管理講習会 株分け時期から開花までの水の管理、施肥、病害虫駆除など、育て方についての講習と実践を行った。

③東郷湖風の音コンサート
毎年秋の夕べを楽しむ野外コンサートとして地域住民に定着しており、喜んでいただいている。29年度は様々なジャンルの
歌や演奏で楽しみ、燕趙園協力の屋台で飲食も楽しむことができた。

④あやめ池秋の感謝祭
燕趙園を会場に果物や野菜の販売、ふわふわ等の子供の遊び場を設置、ワークショップコーナー等の催しを開催した。多く
の参加があり臨海公園の興味・関心を高めた。

⑤ウインターイルミネーション イルミネーションにより夜の公園の魅力向上を図った。

①春のメダカボランティア
毎年4月29日を春のメダカボランティアの日と位置づけ、メダカ池や里山の清掃等の奉仕活動を実施した。メダカの棲みやす
い環境づくりのため、草刈り等整備を行い、環境に対する意見交換会や総会を行った。

②夏休み親子おもしろ講座
当公園内に咲いた花を利用して染物体験やリサイクル工作など環境に配慮した事業を開催し、モノづくりの楽しさや環境に
対する関心を高めた。

③おさかな教室 東郷池周辺に棲息している魚たちを観察することにより、水辺の環境について学習し関心を深めた。

②フラワーアレンジメント教室
花の基礎知識、アレンジメントスタイルなどの技術を学びながら、ものづくり、手作りの楽しみを体験してもらうために開
催。昨年と同様に、講師の指導で新年を彩る正月用の花を中心に作成した。

③ミニ門松作り教室 手作りによる体験を行うことにより、芸術的センスの高揚を図るために開催した。

イベント名 取　　組　　み　　内　　容

①春・秋の健康散策ウォーキング 臨海公園一周の１２ｋｍコースと参加しやすい７ｋｍコースでウォーキングを実施。県内外からの多くの方が参加した。

②あやめ池スポーツ大会 スポーツ教室の参加者がバドミントンやラージ卓球で参加者相互の交流を図る目的で開催。

③ターゲットバードゴルフあやめ大
会

スポーツ教室の参加者相互の交流を図るため実施。日頃のの練習の成果を発揮する場となった。

④メダカ遊園地生物生息実態調査 メダカ池清掃、生息実態調査を行った。

⑤メダカの会「鮭の遡上観察会」 東郷川の鮭の遡上状況調査を行った。

イベント名 取　　組　　み　　内　　容

⑦シニア健康運動教室 軽運動で日ごろの運動不足を解消し体のバランスを整えるシニアを対象にした教室を開催した。

⑧スポーツ教室
ノルディック・ウォーク、ラージボール卓球・バドミントン教室やニュースポーツのターゲットバードゴルフ教室など、楽
しみながら体を動かすとともに交流の場を提供した。

④ターゲットバードゴルフスポレク
大会

ターゲットバードゴルフのスポレク祭大会を開催し、教室参加者だけでなく愛好家の方々との交流を深め、競技を楽しん
だ。

⑤レディスポーツ教室 育児でなかなか運動できないお母さんの運動不足、ストレス解消などを目的にヨガなどの軽い運動を行った。

⑥キックボクサイズ・ピラティス・
ヨガ教室

運動不足、ストレス解消のため、体全体を動かせるスポーツ教室を開催した。



８ 利用者意見への対応

　

利用者意見
の把握方法

・施設窓口での意見受付・各スポーツ教室、イベント参加者へ聴き取り
・ホームページでの意見受付
・施設内に設置する意見箱

玄関入口の喫煙場所を変更して欲しい。見た
目も良くない。

喫煙場所の移動を検討する。

遊具を作って欲しい。 設置の要望は、継続して県と協議する。

水郷祭の時、浅津ゲートボール場側溝枡の蓋
が破損し、足にケガをした。現地確認と速や
かな対応を希望する。

ケガの状況は軽傷で、本人に求償の意思はないことを確認した。所管課、中部総合建築住宅課とも協議の上、三角
コーンを置く等応急措置済である。より万全を期すため、蓋の改修をする。

利用者からの苦情・要望 対　応　状　況

料金を安くして欲しい。 他の同等の施設と比較しても高い料金設定とは言えない。

トレーニング機器の充実や、部屋を広くして
欲しい。

現状のスペースでは、機器の導入は難しい。機器の更新で満足度を高める。併せて、県に対して、施設の改修を要
望する。

ジャンボタニシが繁殖しているが、何か対策
をしているか？

県と協議し対応を検討したが、気がついた時の撤去以外の対応は難しい。

体育館利用者から、22時を少し過ぎた段階
で、早く出ろと言わんばかりの口調と、照明
を切られた。22時までの利用後、ロビーに少
し滞在しても柔軟に対応して欲しい。

速やかな対応をお願いしつつ、柔軟に対応する。照明は退出を確認後切るようにする。丁寧な対応に心がけるよう
注意する。

公園各所の多目的トイレの表記を。 主要な場所に表示を設置した。

大型犬をリードなしで散歩させている。子供
も遊んでいるのに危険を感じる。

公園内に注意看板を設置した。

スケートパークに、入れ墨をした上半身裸の
人が遊んでいる。何とかして欲しい。

所管課とも協議し、注意喚起の看板を設置した。

新川地区の公園で、草刈後の草が残ってお
り、大雨の際、水路に詰まる。

早急に撤去を行った。

〇各種教室
　・普段体を動かす機会が少ないので、教室はありがたい。
　・レディスポ教室　託児がありとても助かります。

〇東郷池健康散策ウォーキング
　・東郷池一周コースが、景色を満喫できて楽しい。
　・温泉入浴券で、施設を選べるのが良い。今後の参考になる。
　・補助員の方が多いので、安心して参加できる。

〇おさかな教室
　・夏休みの自由研究に取り組めます。
　・楽しく参加でき、自然の大切さを身近に感じれらます。
　・無邪気な子供の姿が見られ良かった。

〇東郷湖風の音コンサート
　・様々なジャンルの演奏が聴けて良かった。
　・素晴らしいコンサートなので、もっと広報すれば良い。
　・無料なので良い

スポーツセンター屋外の多目的トイレは、一
人では車いすで利用出来ない。スポーツセン
ター内のトイレを利用する表記をして欲し
い。

案内を現場に表示した。

橋津川河口公衆トイレが1ヵ月ほど使用禁止
になっている。貼り紙だけで放置状態、な
ぜ、早く修理しないのか。禁止の理由と修繕
予定を表示するものだ。

指摘されたトイレは地下に埋設している水道管の破損により漏水し、長期にわたり使用禁止になっていた。現在は
工事完了しており、使用出来る。今後は修繕を早く行い、復旧見込時期を案内するよう努める。

　利用者からの積極的な評価

〇施設管理運営
　・職員の対応が良かった。



９ 指定管理者による自己点検

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

○魅力ある公園づくり
　・公園の持つ素材を最大限に活かせるような公園作り、各地区毎の立地や景観に配慮した公園づくりを行った。
　・長和田地区の芝ザクラを植栽。（継続）
　・あやめ池公園の藤を増殖
　・あやめ池公園に噴水設置

〔現在、苦慮している事項〕
　○施設の老朽化に伴う修繕箇所の増加
　○遊具の劣化による使用禁止箇所の対応
　○あやめ池公園の地盤沈下による増水対策
〔今後、改善、工夫したい事項、積極的に取り組みたい事項〕
　○臨海公園周辺の植栽
　〇安全・安心を中心とした維持管理
　〇経年や塩害による遊具の腐食、劣化の対応
　〇燕趙園、観光事業団各施設との連携イベントの実施
　〇鳥取県、湯梨浜町、周辺地域と連携の推進

○安全・安心な公園づくり
　・今年度の重要課題として、遊具の安全の強化及び修繕に取組み、ファミリー層が親子で遊べる場所を提供した。
　・老朽化した公園設備等を積極的に修繕し、利用環境の整備に取り組んだ。
　・公園の管理運営で最も重要な安全・安心を中心とした維持管理を行った。
　・遊具点検については、遊具点検の研修を管理職員に受講させ重点的に行った。

○来園者のニーズに沿ったイベント開催や、地域への貢献
　･子育て中の女性を中心に、気軽に楽しめる軽スポーツ教室の場を提供し、子育て世代の女性の応援事業を行った。
　･シニアを対象とした軽運動教室を開催し、近隣住民の高齢者へ健康増進意識を高めた。
　･鳥取県、湯梨浜町など周辺地域と連携を図り東郷湖羽合臨海公園の美化、環境保全に努めた。
　･環境ボランティア団体（東郷池メダカの会等）と連携し、近隣住民に対しても自然環境の研究、啓蒙に努めた。
　･燕趙園と相互のイルミネーション関連付けたウォｰキングを開催した。
 ・日本花菖蒲協会と連携し、花菖蒲育成方法等の情報交換し健全な管理に努めた。

○多数の方が来園・参加するイベントの開催
　・春のメダカボランティア（4月）
　・花の見ごろ情報の提供と花の見ごろ観賞会の開催（4月～9月）
　・「花と緑のフェア」(6月）
　・東郷池健康散策ウォーキング(春5月・秋11月）
　・花ショウブの株分けと育成管理講習会(7月）
　・夏休み親子おもしろ講座(7月)
　・おさかな教室（8月）
　・タマノカンザシ観賞会（8月）
　・東郷湖風の音コンサート（9月）
　・あやめ池秋の感謝祭（10月）
　・あやめ池ウインターイルミネーション（12月～1月）
　・フラワーアレンジメント教室（12月）
　・ミニ門松づくり（12月）

〇燕趙園との連携イベントを開催し、公園の魅力発信に努めた。
　・風の音コンサートプレイベント「幻想の夕べ」
　・臨海公園プレゼンツ「燕趙園庭園花火」
　・あやめ秋の感謝祭㏌燕趙園
　・東郷池イルミネーションウォーキング
　・あやめ池春のこどもまつり～東郷湖キッズランド㏌燕趙園～

○健康スポーツ及び体力づくりの推進
　・健康スポーツ教室（年間118回）
　・ノルディックウォーク教室（年間41回）
　・ピラティスヨガ教室（年間34回）
　・キックボクササイズ教室（年間11回）
　・レディスポーツ教室（年間21回）
　・シニア教室（年間35回）

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕



10 施設所管課による業務点検 [平成２９年３月末時点]

　※総括欄は、各項目の平均の小数点以下第2位を四捨五入した数値を基本に、総合的に評価する。

項　　　　　　　目 評　価 点　　　検　　　結　　　果

　○施設設備の保守管理・修繕

　○施設の保安警備、清掃等

　○事故の防止措置、緊急時の対応

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

3

・施設設備の保守管理適切に実施、積極的な修繕を実施している。
・職員の巡視や開園時間外の機械警備など保安警備、清掃について適切に実施している。
・ＡＥＤ講習をすべての職員が受講するよう促し緊急時に備えた対策を行っている。
・指定管理者が他の有利な財源(補助金)を活用し、園内の複数箇所にある総合案内図を更新
した。

　○利用の許可

　○適正管理に必要な利用者への措置命令

　○利用料金の徴収、減免の実施

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

3
・利用許可、利用料金の徴収について、適正に実施している。
・減免基準に基づき、有料公園施設の施設利用に係る減免を適正に実施している。
・盗難、事故等の防止のため、窓口での口頭・放送の注意喚起を行い、未然に防止した。

　○利用受付・案内

　○附属設備・備品の貸出し

　○利用指導・操作

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

3

・受付・案内などの窓口業務について適切に実施している。
・申込書に基づき、机、椅子、会議室等の設備・備品を適切に貸出している。
・窓口での使用方法の説明に加え、トレーニング室に機器の使用方法を張り紙示すなどで初心
者にも分かるように工夫している。

　○開館時間、休館日、利用料金等

　○利用者へのサービス提供・向上策

　○施設の利用促進

　○個人情報保護、情報公開

〔利用者サービス〕

4

・燕趙園との連携イベントを昨年に引き続き実施し、公園の魅力発信・利用促進に努めた。
・子育て中の女性を中心に対象とした軽スポーツ教室やシニア向けの健康教室などニーズに
沿った事業を継続して実施し、利用者の満足度の向上に努めた。
・規定に基づき個人情報の管理及び情報公開を適切に行っている。
・利用者アンケートを実施し、適切に利用者の意見・要望等を運営に反映させた。

　○利用者意見の把握・対応

〔収入支出の状況〕 3 ・使用料・参加料収入ともに計画書以上に増加しており、適正な運営を行っている。

〔職員の配置〕 3 ・協定の内容どおり実施されており、適切な管理が行われている。

　○不適正事案や事故等の有無

　○業務報告書(月次)における内部検査結果

　○利用料金等に係る適正な会計事務
　　（利用券、利用券管理簿の管理など）

　○必要な規程類の整備
　　（会計規程、協定書等で整備が定められて
　　　いる規程など）

〔会計事務の状況〕

3 ・内部監査等も行い、適正な会計事務が行われている。

　○関係法令に係る行政指導等の有無等

　 ・労働関係法令
　　（労働基準、労働安全、障がい者雇用等）

　 ・環境関連法令
　　（大気、水質、振動、廃棄物等）

　 ・その他の法令

　○県内発注（鳥取県産業振興条例）

〔関係法令の遵守状況〕

3 ・関係法令を適正に遵守し、業務を遂行した。

　　　　　　１：協定書の内容に対して重大な違反事項が認められる、指摘済みの不適切事項が放置されている、
　　　　　　　　計画・目標、前年度実績を大きく下回っているなど、大いに改善を要する。

《評価指標》５：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画・目標を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。
　　　　　　４：協定書の内容以上の適切な管理が行われており、計画・目標を上回る実績があった。
　　　　　　３：おおむね協定書の内容どおり適切な管理が行われており、計画・目標に近い実績を達成している。
　　　　　　２：協定書の内容に対して不適切な事項が認められ、また、計画・目標を達成していない。

　○ウォーキング立県への協力

総　　　　括 3

・施設設備の維持管理や利用の許可、利用料金の徴収・受付など適切に実施している。
・健康教室や子育て中の女性を対象とした軽スポーツ教室など利用者のニーズに応じて継続し
て実施しており、利用者の満足度の向上に努めている。
・また、燕趙園との連携イベントも昨年度から引き続き実施するとともに、積極的な修繕も行っ
ており、公園の魅力発サービスを提供に努めている。
・一方で施設老朽化に伴う修繕や地盤沈下による水際の増水対策等を県と協力して行って行く
必要がある。

〔県の施策への協力〕
3 ・春・秋の健康散策ウォーキングや東郷湖イルミネーションウォーキングなどウォーキングイベ

ントを開催した。



別紙

○ 施設使用料

単　位 金　額

一般利用 一人１回につき ５０円

全面１時間につき ８２０円

２分の１面１時間につき ４１０円

入場料等を徴収するとき 全面１時間につき １，６４０円

入場料等を徴収しないとき 全面１時間につき ２６，２２０円

入場料等を徴収するとき 全面１時間につき ３９，４９０円

回数券または１月利用券によらな
いで利用する場合

一人１回につき １５０円

回数券により利用する場合 回数券１１枚につき １，５００円

１月利用券により利用する場合 一人につき １，０５０円

１時間につき ６１０円

１時間につき ５６０円

１艇１月につき １，５４０円

１時間につき ５１０円

全面１時間につき ６１０円

全面１時間につき ２，１６０円

２分の１面１時間につき １，０８０円

３分の１面１時間につき ７２０円

全面１時間につき １８，２００円

【照明に係る加算料金】

単　位 金　額

１時間１灯につき ２０円

○ 設備使用料

単　位 金　額

１組１回につき ２，１６０円

１組１回につき ２００円

１組１回につき ３００円

１組１回につき １００円

１組１回につき １００円

１組１回につき ２００円

１組１回につき ３００円

１脚１回につき ２０円

１脚１回につき １０円

１回につき ５０円

１組１回につき ２００円

１時間につき ９２０円

１時間につき ４６０円

１時間につき ３００円

１回につき ５０円

宇野地
区

３分間 １００円

体育室

トレーニング
ルーム

あやめ池
スポーツ
センター

区　　　　　分

一般人

専用利用

研修室

一般利用 一般人

営利を目的としない場合
入場料等を徴収しないとき

営利を目的とする場合

専用利用

東郷湖カ
ヌーセン
ター

カヌー艇庫

研修室

屋根のあ
る多目的
広場

南谷テニスコート

営利を目的としない場合

営利を目的とする場合

区　　　　　分

バスケットボール器具

バレーボール器具

ハンドボール器具

バスケットゴール台１台

支柱１対、ネット１張、アンテナ１対

ゴール（ネット付）１対

あやめ池
スポーツ
センター

区　　　　　分

バドミントン器具 支柱１対、ネット１張

シャワー設備

卓球器具

テニス器具

フットサル器具

あやめ池スポーツセンター・体育館

台１台、ネット（サポートを含む。）１張

支柱１対、ネット１張

ゴール（ネット付）１対

机

椅子

３分の１面

夜間照明

シャワー設備

シャワー設備

屋根のあ
る多目的
広場

２分の１面

テニス器具 支柱１対、ネット１張

全面


