
議第３６号 呉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の趣旨 

第２次呉市公共施設再配置計画に基づき，施設の在り方などについて検討を行ってき

た呉市豊浜体育館を廃止するものです。 

 

２ 改正の理由及び内容 

当該施設は，昭和５７年に豊浜町立大浜小学校体育館として建設され，平成１３年３

月の同校の閉校後，平成１７年３月からスポーツ施設として活用されてきました。建設

後，３４年が経過し老朽化が進んでいるとともに，利用件数も少なく，スポーツ施設と

して存置する必要性がなくなったため廃止するものです。 

廃止後は，関係部局と協議の上，解体撤去を行う予定です。 

 【施設概要】 

  所 在 地  呉市豊浜町大字大浜４６５番地の１ 

  建 設 年  昭和５７年（築３４年） 

  施設規模等  延べ床面積 ７２０．００平方メートル 

         構   造 鉄筋コンクリート造平屋建て 

         主 要 施 設 アリーナ（２０メートル×３０メートル） 

               ステージ 

 【利用状況】 

年  度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 
平成２８年度 

（１月末現在） 

利用件数 １件 ０件 ０件 １件 

利用人数 １６人 ０人 ０人 ２０人 

 

３ 市民参加等 

  当該施設の廃止については，地元自治会等を対象として，事前協議及び地元説明を行

っています。 

 

４ 施行期日 

平成２９年４月１日 

 

５ 新旧対照表 

現 行 改正案 

（目的及び設置） （目的及び設置） 

第１条 スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）

の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエー

ションの振興並びに健康の保持増進を図るため，

スポーツ施設を次のように設置する。 

第１条 スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）

の精神に基づき，市民のスポーツ及びレクリエー

ションの振興並びに健康の保持増進を図るため，

スポーツ施設を次のように設置する。 

 名称 位置   名称 位置  



 （略）   （略）  

 呉市安浦体育館（アリー

ナかもめ） 

呉市安浦町中央４丁目３

番２号 

  呉市安浦体育館（アリー

ナかもめ） 

呉市安浦町中央４丁目３

番２号 

 

 呉市豊浜体育館 呉市豊浜町大字大浜４６

５番地の１ 

  
（削除） 

 

 （略）   （略）  

２～５（略） ２～５（略） 

別表第１（第１０条，第１１条関係） 別表第１（第１０条，第１１条関係） 

呉市二河野球場使用料 呉市二河野球場使用料 

１ 施設使用料 １ 施設使用料 

 （表略）   （表略）  

備考 備考 

１～７（略） １～７（略） 

８ 使用時間以外の時間で使用する場合におけ

る使用料の額は，当該基本使用料の２倍に相

当する額とする（別表第１５の１施設使用料

（専用使用）の表及び３附属施設使用料の

表，別表第１６，別表第１７の１施設使用料

の表，別表第１８の１施設使用料の表，別表

第１９の１施設使用料（メインアリーナ）の

表から４附属施設使用料（ミーティングルー

ム等）の表まで，別表第２１の１施設使用料

の表，別表第２３，別表第２４，別表第２５

の２施設使用料（体育館）の表及び３施設使

用料（談話室）の表，別表第２６の１施設使

用料（専用使用）の表及び３附属施設使用料

の表，別表第２７の１施設使用料（プール）

の表，別表第３２の１施設使用料の表及び２

附属施設使用料の表，別表第３３の１施設使

用料の表及び２附属施設使用料の表，別表第

３４の１施設使用料の表，別表第３５，別表

第３６の１施設使用料（大浦崎体育館）の

表，別表第３７の１施設使用料（体育館）の

表及び３附属施設使用料の表，別表第３８の

１施設使用料（体育館）の表及び２施設使用

料（ニュースポーツ館）の表並びに別表第３

９の１施設使用料（専用使用）の表及び３附

属施設使用料の表において同じ。）。 

８ 使用時間以外の時間で使用する場合におけ

る使用料の額は，当該基本使用料の２倍に相

当する額とする（別表第１５の１施設使用料

（専用使用）の表及び３附属施設使用料の

表，別表第１６，別表第１７の１施設使用料

の表，別表第１８の１施設使用料の表，別表

第１９の１施設使用料（メインアリーナ）の

表から４附属施設使用料（ミーティングルー

ム等）の表まで，別表第２１の１施設使用料

の表，別表第２３      ，別表第２５

の２施設使用料（体育館）の表及び３施設使

用料（談話室）の表，別表第２６の１施設使

用料（専用使用）の表及び３附属施設使用料

の表，別表第２７の１施設使用料（プール）

の表，別表第３２の１施設使用料の表及び２

附属施設使用料の表，別表第３３の１施設使

用料の表及び２附属施設使用料の表，別表第

３４の１施設使用料の表，別表第３５，別表

第３６の１施設使用料（大浦崎体育館）の

表，別表第３７の１施設使用料（体育館）の

表及び３附属施設使用料の表，別表第３８の

１施設使用料（体育館）の表及び２施設使用

料（ニュースポーツ館）の表並びに別表第３

９の１施設使用料（専用使用）の表及び３附

属施設使用料の表において同じ。）。 

９ 使用時間以外の時間で使用する場合におい

て準備又は後始末のために使用するときの使

９ 使用時間以外の時間で使用する場合におい

て準備又は後始末のために使用するときの使



用料は，前項の規定にかかわらず，当該基本

使用料の額と同額とする（別表１５の１施設

使用料（専用使用）の表及び３附属施設使用

料の表，別表第１６，別表第１７の１施設使

用料の表，別表第１８の１施設使用料の表，

別表第１９の１施設使用料（メインアリー

ナ）の表から４附属施設使用料（ミーティン

グルーム等）の表まで，別表第２１の１施設

使用料の表，別表第２３，別表第２４，別表

第２５の２施設使用料（体育館）の表及び３

施設使用料（談話室）の表，別表第２６の１

施設使用料（専用使用）の表及び３附属施設

使用料の表，別表第２７の１施設使用料（プ

ール）の表，別表第３２の１施設使用料の表

及び２附属施設使用料の表，別表第３３の１

施設使用料の表及び２附属施設使用料の表，

別表第３４の１施設使用料の表，別表第３

５，別表第３６の１施設使用料（大浦崎体育

館）の表，別表第３７の１施設使用料（体育

館）の表及び３附属施設使用料の表，別表第

３８の１施設使用料（体育館）の表及び２施

設使用料（ニュースポーツ館）の表並びに別

表第３９の１施設使用料（専用使用）の表及

び３附属施設使用料の表において同じ。）。 

用料は，前項の規定にかかわらず，当該基本

使用料の額と同額とする（別表１５の１施設

使用料（専用使用）の表及び３附属施設使用

料の表，別表第１６，別表第１７の１施設使

用料の表，別表第１８の１施設使用料の表，

別表第１９の１施設使用料（メインアリー

ナ）の表から４附属施設使用料（ミーティン

グルーム等）の表まで，別表第２１の１施設

使用料の表，別表第２３      ，別表

第２５の２施設使用料（体育館）の表及び３

施設使用料（談話室）の表，別表第２６の１

施設使用料（専用使用）の表及び３附属施設

使用料の表，別表第２７の１施設使用料（プ

ール）の表，別表第３２の１施設使用料の表

及び２附属施設使用料の表，別表第３３の１

施設使用料の表及び２附属施設使用料の表，

別表第３４の１施設使用料の表，別表第３

５，別表第３６の１施設使用料（大浦崎体育

館）の表，別表第３７の１施設使用料（体育

館）の表及び３附属施設使用料の表，別表第

３８の１施設使用料（体育館）の表及び２施

設使用料（ニュースポーツ館）の表並びに別

表第３９の１施設使用料（専用使用）の表及

び３附属施設使用料の表において同じ。）。 

２～３（略） ２～３（略） 

別表第１５（第１０条，第１１条関係） 別表第１５（第１０条，第１１条関係） 

呉市体育館使用料 呉市体育館使用料 

１ 施設使用料（専用使用） １ 施設使用料（専用使用） 

 （表略）   （表略）  

備考 備考 

１ （略） １ （略） 

２ 即売会の類の催物，商品の広告・宣伝その

他の商業活動のために使用する場合の使用料

は，入場料の類を徴収する場合のアマチュア

スポーツ以外に使用する場合の区分による額

とする（次表，別表第１７の１施設使用料の

表，別表第１８の１施設使用料の表，別表第

１９の１施設使用料（メインアリーナ）の表

から３施設使用料（武道場）の表まで，別表

第２１の１施設使用料の表，別表第２３，別

２ 即売会の類の催物，商品の広告・宣伝その

他の商業活動のために使用する場合の使用料

は，入場料の類を徴収する場合のアマチュア

スポーツ以外に使用する場合の区分による額

とする（次表，別表第１７の１施設使用料の

表，別表第１８の１施設使用料の表，別表第

１９の１施設使用料（メインアリーナ）の表

から３施設使用料（武道場）の表まで，別表

第２１の１施設使用料の表，別表第２３    



表第２４，別表第２５の２施設使用料（体育

館）の表，別表第２６の１施設使用料（専用

使用）の表，別表第３５，別表第３６の１施

設使用料（大浦崎体育館）の表，別表第３７

の１施設使用料（体育館）の表，別表第３８

の１施設使用料（体育館）の表及び別表第３

９の１施設使用料（専用使用）の表において

同じ。）。 

    ，別表第２５の２施設使用料（体育

館）の表，別表第２６の１施設使用料（専用

使用）の表，別表第３５，別表第３６の１施

設使用料（大浦崎体育館）の表，別表第３７

の１施設使用料（体育館）の表，別表第３８

の１施設使用料（体育館）の表及び別表第３

９の１施設使用料（専用使用）の表において

同じ。）。 

２～４（略） ２～４（略） 

別表第１７（第１０条，第１１条関係） 別表第１７（第１０条，第１１条関係） 

呉市昭和体育館使用料 呉市昭和体育館使用料 

１ 施設使用料 １ 施設使用料 

 （表略）   （表略）  

備考 競技場の２分の１使用の場合の使用料は，

当該基本使用料の額の２分の１の額（その額

に１０円未満の端数金額があるときは，その

端数金額を切り捨てた額）とする（次表１施

設使用料の表，別表第２４及び別表第２５の

２施設使用料（体育館）の表において同

じ。）。 

備考 競技場の２分の１使用の場合の使用料は，

当該基本使用料の額の２分の１の額（その額

に１０円未満の端数金額があるときは，その

端数金額を切り捨てた額）とする（次表１施

設使用料の表      及び別表第２５の

２施設使用料（体育館）の表において同

じ。）。 

２（略） ２（略） 

別表第２４（第１０条，第１１条関係） 別表第２４ 削除  

呉市豊浜体育館使用料  

 

施設名 区分 

１時間までごとに   

 

 

 アマチュアスポ

ーツに使用する

場合 

アマチュア

スポーツ以

外に使用す

る場合 
 

一般 
高校生

以下 

 

競 技 場

（全面） 

１  入場

料の類

を徴収

しない

場合 

４００

円 

２００

円 
８００円 

 ２  入場

料の類

を徴収

する場

合 

１，２

００円 

６００

円 

８，０００

円 

  

 

  



６ 位置図 
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至 豊浜大橋 

至 沖友 

豊浜大橋 

呉市豊浜体育館 


