
★使用料改定の詳細は各施設のホームページをご覧ください。

★使用料改定は平成28年２月議会に上程しており、議会で決定します。(一部の施設は平成27年9月、11月議会にて議決されています。)

No. 施設名 使用料改定の主な内容
連絡先

（電話番号）
HPアドレス

1 清水蛇塚スポーツグラウンド

※利用料金の限度額を変更する。

●グラウンド使用料
3,600円／時間　→　5,400円／時間

スポーツ振興課
054-221-1283

http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html

2 清水総合運動場

※利用料金の限度額を変更する。

●陸上競技場使用料
1,540円/時間→3,080円/時間

●体育館使用料
1,540円/時間→2,160円/時間

スポーツ振興課
054-221-1283

http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html

3 清水日本平運動公園

※利用料金の限度額を変更する。

●テニスコート使用料
510円/時間 → 600円/時間

●サッカー場使用料
4,110円/時間 → 6,170円/時間

スポーツ振興課
054-221-1283

http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html

4
清水ナショナルトレーニングセ
ンター

※利用料金の限度額を変更する。

●芝生グラウンドの使用料（生徒等）
2,880円/時間→4,320円/時間

スポーツ振興課
054-221-1283

http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html

5 西ケ谷総合運動場

※利用料金の限度額を変更する。

●テニスコート使用料
510円/時間 →600円／時間

スポーツ振興課
054-221-1071

http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html

6 城北運動場

※利用料金の限度額を変更する。

●テニスコート使用料
510円/時間 →600円／時間

●多目的室（旧会議室）
４時間：920円→３時間：900円

スポーツ振興課
054-221-1071

http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html

7 有度山総合公園運動施設

※利用料金の限度額を変更する。

●テニスコート使用料
510円/時間 →600円／時間

スポーツ振興課
054-221-1071

http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html

8 由比体育館
●アリーナ使用料
510円/時間 →760円/時間

スポーツ振興課
054-221-1283

http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html

9 清水三保体育館
●アリーナ使用料（1.5倍）
1,020円/時間 → 1,530円/時間

スポーツ振興課
054-221-1283

http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html

10 蒲原体育館

※利用料の限度額を変更する。

●アリーナ使用料
510円/時間 →760円/時間

スポーツ振興課
054-221-1283

http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html

11 蒲原東部コミュニティセンター

●ホール（全区分1.5倍）
午前（3時間）：600円 → 900円
午後（2時間）：400円 → 600円
夜間（2時間）：500円 → 750円　など

スポーツ振興課
054-221-1283

http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html

12 蒲原西部コミュニティセンター

●ホール（全区分1.5倍）
午前（3時間）：450円 → 660円
午後（2時間）：300円 → 440円
夜間（2時間）：380円 → 550円　など

スポーツ振興課
054-221-1283

http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html

★新料金は、平成28年４月１日から適用される予定です。

平成２８年度施設使用料改定予定施設一覧表

http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html
http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html


No. 施設名 使用料改定の主な内容
連絡先

（電話番号）
HPアドレス

13 梅ケ島キャンプ場

●キャンプ場使用料
（一般利用）
大テント　　　　　　3,120円 → 4,690円
８人用テント　　　　　730円 → 1,090円
６人用テント(常設)    1,030円 → 1,540円
大バンガロー            5,760円 → 8,640円
テント持込料          　 300円 →    450円
（学校利用）
大テント　　　　　   1,080円 → 1,620円
８人用テント　　　   　100円 →   150円
６人用テント（常設）   100円 →   150円
大バンガロー            1,080円 → 1,620円
テント持込料           　     0円 →        0円

スポーツ振興課
054-221-1071

http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html

14 玉川キャンプセンター

●キャンプセンター使用料
（一般利用）
宿泊棟　　　　　570円 →      850円
大バンガロー　5,760円 →　8,640円
小バンガロー　3,450円 →　5,170円
（学校利用）
宿泊棟　　　　　100円 →　　150円
大バンガロー　1,080円 →   1,620円
小バンガロー　   630円 →　   940円

スポーツ振興課
054-221-1071

http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html

15
南アルプスユネスコエコパーク
井川自然の家キャンプセンター

●キャンプセンター使用料
（学校利用）
　8人用テント　100円 → 150円
　3人用テント　150円（新設）
（一般利用：その他）
　8人用テント　730円（その他） → 1,090円
　3人用テント　610円（新設）
　テント持込料300円 →450円　など

教育総務課
054-354-2524

http://www.city.shizuoka.jp/052_000006.html

16 清水駅東口クライミング場
●クライミング使用料（1.5倍）
150円／回 → 220円／回

スポーツ振興課
054-221-1283

http://www.city.shizuoka.jp/972_000070.html

17 静岡音楽館

※利用料金の限度額を変更する。

●ホール（土曜日等・午後・入場料無料の場合）
45,080円　→　54,090円
●講堂（土曜日等・午後・入場料無料の場合）
16,770円　→　20,120円
●ピアノ（スタインウェイ）１利用区分につき
10,480円　→　12,570円

文化振興課
054-221-1044

http://www.city.shizuoka.jp/143_000054.html

18 登呂博物館

●登呂博物館観覧料
個人（一般）　200円 → 300円
団体（一般）　150円 → 220円
個人（高校生・大学生）200円（新設）
共通券（一般：芹沢美術館）570円（新設）

登呂博物館
054-285-0476

http://www.shizuoka-
toromuseum.jp/news/detail.asp?r=82

19 霊柩車
●霊柩自動車使用料
中型：5,500円 → 8,250円
小型：3,150円 → 4,720円

戸籍管理課
054-221-1297

http://www.city.shizuoka.jp/000_002056.html

20 大浜公園ウォータースライダー
●ウォータースライダー使用料
150円（大人） → 220円（大人）
100円（子供） → 150円（子供）

公園整備課
054-221-1121

http://www.city.shizuoka.jp/354_000015.html

21
駿府城公園二の丸施設
(東御門・巽櫓、坤櫓、日本庭園
及び茶室)

※利用料金の限度額を変更する。

●３施設共通セット券の導入　360円（新設）
・東御門・巽櫓＋紅葉山庭園＋坤櫓

●坤櫓　団体料金の導入　80円（新設）

公園整備課
054-221-1121

http://www.city.shizuoka.jp/354_000014.html
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