INFORMATION ～まちからのお知らせ～
消費税率引き上げに伴う使用料等改定のお知らせ
９月30日までの使用料金額

保健センター使用料

公 民 館 使 用 料

体 育 館 使 用 料

屋 外 ス ポ ー ツ
施 設 使 用 料

下 水 道 及 び
農業集落排水使用料
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集団指導室
９:00～17:00
17:00～21:00

１時間当たり520円
１時間当たり840円

10月１日以降の使用料金額
集団指導室
９:00～17:00
17:00～21:00

１時間当たり550円
１時間当たり880円

大会議室
９:00～17:00 １時間につき310円
17:00～21:00 １時間につき1,050円
小会議室
９:00～17:00 １時間につき100円
17:00～21:00 １時間につき520円
調理室
９:00～17:00 １時間につき100円
17:00～21:00 １時間につき520円
その他の室
９:00～17:00 １時間につき100円
17:00～21:00 １時間につき310円
結婚式等に使用する場合 １回につき3,150円

大会議室
９:00～17:00 １時間につき330円
17:00～21:00 １時間につき1,100円
小会議室
９:00～17:00 １時間につき110円
17:00～21:00 １時間につき550円
調理室
９:00～17:00 １時間につき110円
17:00～21:00 １時間につき550円
その他の室
９:00～17:00 １時間につき110円
17:00～21:00 １時間につき330円
結婚式等に使用する場合 １回につき3,300円

中央体育館
築地ヶ丘体育館
団体使用
競技場
平日

中央体育館
築地ヶ丘体育館（現在利用できません）
団体使用
競技場
平日
半面 １時間につき550円
全面 １時間につき1,100円
土曜日
半面 １時間につき660円
全面 １時間につき1,320円
日曜日、祝日 半面 １時間につき820円
全面 １時間につき1,650円
照明設備使用
半面 １時間につき550円
全面 １時間につき1,100円
舞台装置、放送設備使用 4,620円
個人使用
競技場
高校生以下 半面１時間につき50円
一般
半面１時間につき110円

総合グラウンド
団体使用（半面）
１時間につき700円
貸切使用（両面）
１時間につき2,000円
照明設備使用（半面） １時間につき1,000円
テニスコート
個人使用（１面）
一般
１時間につき250円
高校生
１時間につき100円
小・中学生 １時間につき50円
団体使用（１コート）
１時間につき500円
貸切使用（全コート３面）
１時間につき2,000円
照明設備使用（１コート）
１時間につき500円
多目的運動場
団体使用（半面）
一般 １時間につき1,000円
学生 １時間につき500円
貸切使用（両面）
１時間につき2,000円
照明設備使用（半面）
１時間につき1,000円
総合グラウンドメインスタンド
会議室 520円

総合グラウンド
団体使用（半面）
１時間につき770円
貸切使用（両面）
１時間につき2,200円
照明設備使用（半面） １時間につき1,100円
テニスコート
個人使用（１面）
一般
１時間につき270円
高校生
１時間につき110円
小・中学生 １時間につき50円
団体使用（１コート）
１時間につき550円
貸切使用（全コート３面）
１時間につき2,200円
照明設備使用（１コート）
１時間につき550円
多目的運動場
団体使用（半面）
一般 １時間につき1,100円
学生 １時間につき550円
貸切使用（両面）
１時間につき2,200円
照明設備使用（半面）
１時間につき1,100円
総合グラウンドメインスタンド
会議室 550円

一般家庭用
基本料金（10㎥まで）1,188円
超過料金 １㎥につき124.2円
臨時用（10㎥まで）
1,404円
超過料金 １㎥につき140.4円

一般家庭用
基本料金（10㎥まで）1,210円
超過料金 １㎥につき126.5円
臨時用（10㎥まで）
1,430円
超過料金 １㎥につき 143円

半面 １時間につき500円
全面 １時間につき1,000円
土曜日
半面 １時間につき600円
全面 １時間につき1,200円
日曜日、祝日 半面 １時間につき750円
全面 １時間につき1,500円
照明設備使用
半面 １時間につき500円
全面 １時間につき1,000円
舞台装置、放送設備使用 4,200円
個人使用
競技場
高校生以下 半面１時間につき50円
一般
半面１時間につき100円

令和元年10月１日の消費税率改定に伴い、広野町で管理する各種施設等の使用料の金額が変更となりま
す。主な改訂内容は次のとおりです。
９月30日までの使用料金額

10月１日以降の使用料金額

地区集会所使用料

集会室または会議室
９:00～17:00 １時間当たり100円
17:00～21:00 １時間当たり210円

集会室または会議室
９:00～17:00 １時間当たり110円
17:00～21:00 １時間当たり220円

駐 車 場 使 用 料

広野駅前駐車場
桜田駐車場
苗代替駐車場
桜田第２駐車場
広野原第１駐車場 広野原第２駐車場
広野原第３駐車場 広野原第４駐車場
大平未来団地駐車場
１区画 月額2,100円

広野駅前駐車場
桜田駐車場
苗代替駐車場
桜田第２駐車場
広野原第１駐車場 広野原第２駐車場
広野原第３駐車場 広野原第４駐車場
大平未来団地駐車場
１区画 月額2,200円

１ 文化交流施設
・清明館
百合の間（24畳）
１時間当たり1,050円
桜の間（10畳）
１時間当たり525円
松の間（６畳）
１時間当たり315円
錦の間（4.5畳）
１時間当たり210円
・パークギャラリー
展示ホール（全室） １時間当たり1,050円
展示ホール（一室） １時間当たり525円
２ リフレッシュ館
大人（高校生以上） １回400円
子供（小・中学生） １回200円
未就学児
無料
３ パークゴルフ場
大人（高校生以上）
18ホール300円
36ホール500円
１日コース700円
子供（中学生以下）
18ホール100円
36ホール200円
１日コース300円
クラブ１本150円
ボール１個50円
４ 合宿の宿
小学生以下 １泊1,050円
中学生
１泊1,570円
高校生以上 １泊2,100円
宿泊を伴わない施設利用
１日１人100円

１ 文化交流施設
・清明館
百合の間（24畳）
１時間当たり1,100円
桜の間（10畳）
１時間当たり550円
松の間（６畳）
１時間当たり330円
錦の間（4.5畳）
１時間当たり220円
・パークギャラリー
展示ホール（全室） １時間当たり1,100円
展示ホール（一室） １時間当たり550円
２ リフレッシュ館（現在利用できません）
大人（高校生以上） １回400円
子供（小・中学生） １回200円
未就学児
無料
３ パークゴルフ場
大人（高校生以上）
18ホール300円
１日コース500円
子供（中学生以下）
18ホール100円
１日コース200円
クラブ１本150円
ボール１個50円
４ 合宿の宿
小学生未満 １泊無料
小学生
１泊1,500円
中学生以上 １泊3,000円
宿泊を伴わない施設利用
小学生未満 無料
小学生以上 １日１人300円
５ 屋外バーベキュー施設
１炉600円

二 ツ 沼 総 合
公 園 利 用 料
（指定管理のため限度額）

５ 屋外バーベキュー施設
１炉520円
６ 自転車
大人車、子供車及び競技用自転車 １台210円
特殊自転車 １台520円
７ ローラースケート
１台100円
８ 体育施設
テニスコート １面630円
二ツ沼体育館
個人 １時間当たり100円
団体 コート半面 １時間当たり520円
コート全面 １時間当たり1,050円
９ ふれあいドーム
１時間当たり1,050円

児 童 館 使 用 料
老人福祉センター
利
用
料
（老人以外の利用者）

８ 体育施設
テニスコート（廃止）
二ツ沼体育館
個人 １時間当たり200円
団体 コート半面 １時間当たり1,000円
コート全面 １時間当たり2,000円
９ ふれあいドーム
１時間当たり1,100円

月額520円

月額550円

一般利用料 １回420円
専用利用料
大広間
１回5,250円
機能回復訓練室 １回1,050円

一般利用料 １回440円
専用利用料
大広間
１回5,500円
機能回復訓練室 １回1,100円

6

