
小山市立体育館施設利用案内 

小山市立体育館は、市民の皆様の健康増進や競技力向上のためにご利用ください。 

 

 １ 施設の所在と連絡先 

所在地 小山市大字塚崎１４０８番地１ ホームページ 

ＱＲコード  電話番号 ０２８５－２８－１２５０ 

 

２ 主要施設 

 〇メインアリーナ・・・49.5m×38m 観覧席 702席（車椅子使用者用 5台分含む） 

バスケットボール 2面、バレーボール 3面、バドミントン 10面、フットサル 1面、

ハンドボール 1面、ソフトテニス 3面 

 〇サブアリーナ・・・35.7m×19ｍ 

   バスケットボール 1面、バレーボール 1面、バドミントン 4面 

 〇トレーニング室・・・173.38㎡（有酸素マシン１８台、ウエイトマシン１１台ほか） 

 〇多目的スタジオ・・・91.06㎡（ミラー、音響装置） 

 〇研修室・・・109.2㎡ 2分割可能(テーブル２０台、イス６０脚、音響・映像装置) 

 〇プレイルーム・・・36.52㎡ 

  〇その他の施設・・・大会本部室、放送室、控え室、医務室、更衣室（ﾛｯｶｰ・ｼｬﾜｰ有） 

 〇駐車場・・・一般車両 202台、思いやり用 5台、大型車用 5台 

 

３ 利用範囲 

 〇メインアリーナ、サブアリーナ・・・各種スポーツ 

 〇トレーニング室・・・運動器具を使用してのトレーニング 

 〇多目的スタジオ・・・ダンス・フィットネス等 

 〇研修室・・・スポーツに関する各種研修会・講演会及びスポーツ大会の控室等 

 〇プレイルーム・・・就学前児童対象で保護者同伴 

 

４ 休館日 

年末年始：年末１２月２９日から年始１月３日 

施設点検日：毎月第２月曜日 (祝日及び休日の場合は変更あり) 

※選挙や災害等による緊急の対応によりご利用できない場合があります。 

施設の管理運営上、臨時に休館する場合があります。 

 

 ５ 開館時間及び利用時間 

開館時間：午前８時３０分から午後９時３０分 

利用時間：午前の部・・・午前９時から午後１時 

     午後の部・・・午後１時から午後５時 

     夜間の部・・・午後５時から午後９時 

     ※利用終了時刻には片付け清掃を済ませて退場してください。 



 ６ 利用申込 

（１）団体専用利用（施設貸切）…団体専用利用とは小山市体育協会及び同協会に加盟 

する団体が、施設を全面専用する形態です。 

   ※年度予約可。「１１ 団体専用利用調整会議」をご参照ください。 

   ①利用日の１カ月前までに、必ず当体育館窓口で団体専用利用打合せを行い、利用

許可申請書を提出して利用料金を納入してください。 

   ②利用時間内に大会等が終了できるよう企画運営をしてください。 

③大会、イベント、興行等の利用に限り、早朝及び延長時間の申請を受付けます。 

※研修室及び多目的スタジオは、専用利用（施設貸切）の対象です。 

④「７ 遵守事項」、「８ 禁止事項」、「９ 利用上の留意事項」、「１０ 専用利用

の留意点」をご参照ください。 

 （２）一般専用利用…利用団体登録をした団体が専用で利用する形態です。 

   ①小山市公共施設予約システムから施設予約の申し込みができます。 

    予約は「抽選予約」と「先着順予約」があります。詳しい予約の方法等について

は、「１２ 一般専用利用の案内」をご参照ください。 

②当体育館の窓口で、必ず事前（システム予約前）に利用者団体登録を行ってくだ

さい。利用団体登録を行わないと、システム予約ができません。 

③抽選申込は５件まで申し込むことができます。 

④夜間の部は、１団体の利用を月５回に制限します。 

⑤システムでの予約は、利用日前日の午後４時３０分までです。それ以降は窓口も 

しくは電話での予約となります。 

⑥予約をされた方は、指定された期限までに利用料金を納入してください。利用料

金納入時に利用許可書を交付します。納入がない場合、自動キャンセルとなります。 

 詳しくは「１２ 一般専用利用の案内（４）（５）（６）」をご参照ください。 

⑦「７ 遵守事項」、「８ 禁止事項」、「９ 利用上の留意事項」、「１０ 専用利用

の留意点」をご参照ください。 

  （３）個人利用…利用日前日の午後４時３０分以降の時点で施設に空きがある場合、個

人で施設利用ができます。※詳しくは「１３ 個人利用の案内」をご参照ください。 

①当体育館の窓口及び電話にて先着順で利用を受付けます。 

②広い面積を占有する種目は、利用人数に条件があります。 

※詳しくは、市立体育館窓口（0285－28－1250）へお問い合わせください。 

③ご利用の際は、事前に券売機で利用券を購入してください。 

④「７ 遵守事項」、「８ 禁止事項」、「９ 利用上の留意事項」をご参照ください。 

 （４）トレーニング室※詳しくは「１４ トレーニング室利用案内」をご参照ください。 

   ①初回講習を受講してからご利用ください。 

   ※先着定員５名の事前予約制…当体育館の窓口へ直接又は電話でお申込みください。 

   ②初回講習は経験・知識の有無に関係なく、必ず受講してください。 

   ③中学生から利用可。 

※ただし、中学生は保護者又は１８歳以上の方(高校生不可)の同伴が必要です。 

(保護者又は１８歳以上の方 1名につき、中学生３名まで利用可) 



④ご利用の際は、事前に券売機で利用券を購入してください。 

⑤「７ 遵守事項」、「８ 禁止事項」、「９ 利用上の留意事項」をご参照ください。 

 

 ７ 遵守事項 

  利用にあたり、下記事項を遵守してください。 

 （１）利用案内及び館内掲示物の注意事項を守り、施設スタッフの指示に従うこと。 

 （２）利用時は、必ず受付を済ませてから各施設を利用すること。 

 （３）利用終了時には、必ず利用した施設の片付け及び清掃を行うこと。 

 （４）利用中は、施設及び備品等の破損事故等を起こさないよう注意すること。施設等

を汚損、損傷又は滅失した場合、利用者はその旨を指定管理者に報告し、その損害

を賠償しなければならない。 

 （５）施設内は全面禁煙です。(喫煙所はありません) 

 （６）指定場所以外での飲食は禁止。飲食指定場所…１階ロビー及び休憩スペース。 

※アリーナ、多目的スタジオ、トレーニング室内は飲物のみ許可とする。(フタつ

きのものに限る) 

 （７）盗難等の事故には特に注意すること。盗難等があっても当館では一切責任を負い

ません。（貴重品類等はなるべく持参しないよう、ご協力ください。) 

 （８）自動車・自転車等は、所定の場所に駐車すること。 

 （９）利用する施設以外の入室は禁止です。 

 （10）緊急時（火災・地震等）は施設スタッフの指示に従い、冷静に行動すること。 

 （11）保護者又は１８歳以上の方(高校生不可)の同伴がない小中学生の１８時以降の利

用はできません。 

 （12）ペット（身体障害者補助犬法（平成 14 年法律第 49 号）第 2 条第 1 項に規定する

身体障害者補助犬を除く）を連れての入館は固くお断りします。 

 

 ８ 禁止事項 

 （１）利用の権利を譲渡し、又は利用の許可を受けた施設及び備品を転貸してはならな

い。 

 （２）館内で許可なく、飲食物その他を販売・陳列してはならない。 

 （３）館内で許可なく、工作物等を設けたり、施設・設備に対し工作・仮設・変更をして

はならない。 

 （４）館内で許可なく、募金その他これに類する行為をしてはならない。 

 （５）館内で許可なく、広告類の掲示や印刷物等を配布してはならない。 

 （６）館内で許可なく、写真及び動画（映画等）を撮影してはならない。 

 （７）酒気を帯びている者は、入館してはならない。 

 （８）体育館の管理上支障があると認められる者は、入館を拒否又は退館を命ずる場合

があります。 

 

 ９ 利用上の留意事項（専用利用及び個人利用） 

 （１）利用者の安全確保及び施設管理上、監視カメラにて館内を監視しています。 

 （２）館内はすべて土足厳禁です。利用する場合は室内専用の運動靴を用意すること。 



    また、競技場内は危険防止・危険回避の為、スリッパでの競技を禁止します。 

 （３）更衣室（ロッカー）の利用は自由ですが、貴重品類の保管は各自が責任を持って

行うこと。 

    万一、盗難等があっても当館では一切責任を負いません。 

 （４）利用上、出たごみは持ち帰ること。 

 （５）個人の荷物、用具等はすべて持ち帰ること。 

 （６）管理上支障があると認められる次の事項については、利用を許可しません。 

    また、利用中に確認した時は退館を命ずる場合があります。 

   ①公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあるとき。 

   ②政治的又は宗教的活動に使用する恐れがあるとき。 

   ③市立体育館の施設又は附属設備若しくは備品を汚損若しくは損傷し、又は滅失す

る恐れがあるとき。 

   ④営利のための物品販売を主たる目的とする催事を行うとき。 

   ⑤管理運営上支障があると認めるとき。 

   ⑥前各号に掲げるもののほか、指定管理者が適当でないと認めるとき。 

   ⑦その他、ルールを守らず、又は施設スタッフの指示に従わないとき。 

 

１０ 専用利用（大会・行事及び定期利用）の留意点 

 （１）予約をした時点で利用料金が発生し、必ず納入の対象となります。 

   ※無断キャンセルがあった場合は、取り消した利用日から最終予約日の３０日後ま

での期間予約停止処分となります。また、利用料金を納入いただきます。 

 （２）利用日の１ヶ月前までに、専用利用打合せ（開催要項等を持参し、大会・行事等

の企画全般について詳細な打合せ）と利用許可申請（利用料金の納入）をすること。 

   ※利用料金の納入期限に遅れる場合は、当体育館の窓口まで必ず連絡すること。 

 （３）利用許可後に、利用の取り消しが生じた場合は、利用日の７日前までに利用取消

届出書及び利用料金返還請求書を提出することで、既に納入した利用料金の５割の

額の還付が可能。 

   ※利用日の６日前以降の利用取り消しは利用料金の返還ができませんのでご注意く

ださい。 

 （４）利用に際し、工作物、又は用具等の設営をする場合は、事前に位置図等（平面図）

を提出し、設営・撤去する場合はスタッフの指示を受けること。また、利用者の利

便性を考慮して臨時売店等を出店する場合は、事前に許可が必要です。 

   ※市有財産使用許可書（有料）又は大会等運営用施設占有届を提出すること。 

 （５）主催者は係員の配置について計画し、大きな行事等（興行）の場合には必要に応

じて、警察・消防及び警備会社等に連絡を取り、万全を期して運営すること。 

   ※突発の事故に備え、医師・看護師の配置も考慮すること。 

 （６）必要な消耗品（文具・事務用品等）は主催者で準備すること。 

 （７）利用に伴う電話での諸連絡（報道関係含む）及び入場券等の販売、問い合せ等は

当体育館では一切行いません。主催者で対応すること。 

 （８）参加者等（観覧者）の上履き・スリッパは主催者で用意すること、又は各自持参

の周知を必ず行うこと。 



１１ 団体専用利用調整会議 

 （１）専用利用申請期間…１１月中旬から１１月末までの期間に利用申請を受付ける。 

 （２）利用申請をした各団体の代表者は団体専用利用調整会議に必ず出席すること。 

 （３）利用の優先順位 ①市民大会 ②その他の大会 

 ※開催時期等詳細は、市立体育館窓口へお問い合わせください。 

 

１２ 一般専用利用の案内 

（１）一般専用利用の予約について 

対象施設：メインアリーナ、サブアリーナ、多目的スタジオ 

・「小山市公共施設予約システム」から施設予約の申し込みができます。 

・「小山市公共施設予約システム」から予約するには事前に小山市立体育館窓口にお

いて団体登録が必要です。 

（２）一般専用利用団体登録について 

市内在住の方：登録される団体の代表の方は住所が確認できるものをご持参くださ

い。 

市内在勤の方：市内在勤が証明できるものをご持参ください。 

※市内在住在勤が過半数に満たない場合の利用料金は２倍になります。 

   ※「高校生以下」と「その他」の利用者が混在している場合の利用料金は「その他」

扱いとなります。 

   ※団体登録は２年間有効です。更新日までに団体登録用紙をご提出ください。 

 （３）利用できる面数および団体登録に必要な登録人数について 

メインアリーナ 1/4面 半面 全面 登録人数 

卓球 〇 〇 〇 ４名以上 

バドミントン ２面 ４面 １０面 ４名以上 

ソフトバレー ２面 ４面 １０面 ４名以上 

ハンドボール × × １面 ７名以上 

ソフトテニス × １面 ３面 ４名以上 

バスケットボール 〇 １面 ２面 ５名以上 

バレーボール（６人制） 〇 １面 ３面 ６名以上 

バレーボール（９人制） 〇 １面 ３面 ９名以上 

フットサル × × １面 ５名以上 

体操 〇 〇 〇 ４名以上 

新体操 〇 〇 〇 ４名以上 

剣道 〇 〇 〇 ４名以上 

空手 〇 〇 〇 ４名以上 

インディアカ ２面 ４面 １０面 ４名以上 

    卓球台は 1/4利用の場合５台、半面利用の場合１０台、全面利用の場合２０台まで

の利用となります。 



サブアリーナ  半面 全面 登録人数 

卓球 〇 〇 ４名以上 

バドミントン ２面 ４面 ４名以上 

ソフトバレー ２面 ４面 ４名以上 

バスケットボール 〇 １面 ５名以上 

バレーボール（６人制） 〇 １面 ６名以上 

バレーボール（９人制） 〇 １面 ９名以上 

体操 〇 〇 ４名以上 

新体操 〇 〇 ４名以上 

剣道 〇 〇 ４名以上 

空手 〇 〇 ４名以上 

インディアカ ２面 ４面 ４名以上 

    卓球台は半面利用の場合４台、全面利用の場合８台までの利用となります。 

※表にない競技でもご利用いただける場合があります。不明な場合はお問合せください。 

※フットサル・ハンドボールはメインアリーナ全面のみのご利用となります。 

※多目的スタジオ：ダンス、フィットネス等の利用⇒登録人数４名以上 

（４）小山市公共施設予約システムについて 

団体登録をされた方は下記の期間で抽選申込や利用の予約ができます。 

抽選申込受付 利用日の前々月の１日午前０時から１５日まで 

自動抽選 同月１６日 

抽選結果確認・当選利用申込 同月１７日から２７日 

システムにて先着順予約受付 利用日前月の１日午前０時から利用日前日の午後

４時３０分まで 

①抽選申込は５件まで申し込むことができます。 

②当選した方は１７日～２７日の間に利用料金を納入してください。 

利用料金納入時に、利用許可書を交付します。 

※期間内に納入がない場合、自動キャンセルとなります。 

③システムでの予約は、利用日前日の午後４時３０分までです。それ以降は窓口もし

くは電話での予約となります。 

④夜間の部は、１団体の利用を月５回までに制限します。 

☞ご予約は「小山市公共施設予約システム」からお願いします。 

ＰＣ⇒https://nelcs.ne.jp/Facilityrsv/0920800/  スマホ QR ｺｰﾄﾞ⇒ 

  ※市立体育館の予約期間は、他施設と違いますのでご注意ください。 

（５）抽選申込期間以降の予約申込および利用料金の納入について 

  抽選申込期間以降、施設に空きがある場合はシステムから先着順で予約を受付けます。 

【利用日の１カ月前の 1日～２週間前に予約した場合】 

利用日の２週間前までに利用料金を納入してください。納入時に利用許可書を交付

いたします。 

例：９月１日以降に１０月１６日利用を申し込まれた方は１０月２日までに利用料金

を納入してください。 

 

https://nelcs.ne.jp/Facilityrsv/0920800/」


【利用日の１３日前以降に予約した場合】 

速やかに利用料金を納入してください。 

※利用料金の納入がない場合、公共施設予約システム上での予約申請が自動キャンセ

ルとなります。 

（６）利用の取り消しについて 

利用を取り消しされる場合は、下記の期限までに窓口へ利用取消届出書を提出してく

ださい。 

利用日の７日前まで：５０％還付、利用日の６日前～当日：還付なし 

※無断キャンセルがあった場合は取り消した利用日から最終予約日の３０日後までの

期間予約停止処分となります。また、利用料金を納入いただきます。 

（７）予約システムでの面数設定についての留意事項 

※予約システム上の１面は最小予約単位となりますのでご希望に合わせて必要面数を

申込んでください。 

利用希望面数⇒ 1/4面 半面 全面 

予約システム画面

からの申込面数 

メインアリーナ １面 ２面 ４面 

サブアリーナ 設定なし １面 ２面 

 

１３ 個人利用の案内 

利用日前日の午後４時３０分以降の時点で施設予約に空きがある場合は、個人でご利用

いただけます。 

○個人利用対象施設：メインアリーナ、サブアリーナ 

○予約方法：体育館窓口及び電話で先着順予約受付 

○予約受付時間：利用日前日午後４時３０分～午後９時３０分、当日午前８時３０分～ 

※個人利用は、基本メインアリーナ 1/4 面、サブアリーナ半面でご利用をお願いします。 

○メインアリーナ 1/4 面、サブアリーナ半面でご利用いただける種目及び利用人数 

メインアリーナ 1/4面 利用人数 

 

サブアリーナ 半面 利用人数 

バスケットボール 〇 ２名以上 バスケットボール 〇 ２名以上 

卓球 〇 ２名以上 卓球 〇 ２名以上 

バドミントン ２面 ２名以上 バドミントン ２面 ２名以上 

ソフトバレー ２面 ４名以上 ソフトバレー ２面 ４名以上 

体操 〇 ２名以上 体操 〇 ２名以上 

新体操 〇 ２名以上 新体操 〇 ２名以上 

剣道 〇 ２名以上 剣道 〇 ２名以上 

空手 〇 ２名以上 空手 〇 ２名以上 

インディアカ 〇 ２名以上 インディアカ 〇 ２名以上 

 卓球台は 1/4利用の場合５台までの利用   卓球台は半面利用の場合４台までの利用 

となります。               となります。 

 

 



○メインアリーナ半面、サブアリーナ全面で利用される場合は、以下の人数が必要にな

ります。 

メインアリーナ 半面 利用人数 

 

サブアリーナ 全面 利用人数 

バスケットボール 〇 10名以上 バスケットボール 〇 10名以上 

ソフトテニス 〇 10名以上 バレーボール 〇 10名以上 

バレーボール 〇 10名以上 

 フットサル ご利用できません 

ハンドボール ご利用できません 

※表にない競技でもご利用いただける場合があります。不明な場合はお問合せください。 

 

１４ トレーニング室利用案内 

（１）利用できる方 

①初回講習を修了している方 

②中学生以上の方 

※ただし、中学生の利用は保護者又は１８歳以上の方(高校生不可)の同伴が必要で 

す。 (保護者又は１８歳以上の方１名につき３名まで利用可) 

（２）利用時間 

●午前の部 午前９時～午後０時４５分 

●午後の部 午後１時～午後４時４５分 

●夜間の部 午後５時～午後８時４５分 

※各部入替制です 

午前の部から午後の部など各部複数の時間帯にまたがってご利用の際は、それぞれ

の利用時間帯ごとに利用券を購入してください。 

（３）初回講習のご案内 

  初回講習週間スケジュール 各回定員５名 

   日 月 火 水 木 金 土 

午前９時～ 〇 〇 〇  〇   

 午後１時～  〇  〇  〇  

午後７時～   〇  〇  〇 

   ※講習時間約６０分 

   ・事前予約制です。申込先⇒小山市立体育館 ０２８５－２８－１２５０ 

  当日の流れ 

  ①体育館の窓口で受付を済ませてください。 

②運動のできる服装にお着替えください。 

③講習開始５分前までにトレーニング室へ集合してください。 

※運動のできる服装と室内用運動靴をご用意ください。 

(ジーンズ、サンダル履きなどは不可) 

※講習終了後からトレーニング室をご利用いただけます。 

 



（４）利用上の注意 

①健康診断などで「健康」であることを確認してからのご利用になります。 

・運動前、運動後にかならず血圧の測定をお願いいたします。血圧が高い方     

(１８０/１１０mmHg以上)や運動に適していない状態と判断した場合、ご利用をお断り

させていただくことがあります。 

②トレーニング室ご利用には初回講習の受講が必要です。 

③中学生以上の方が利用できます。ただし、中学生は保護者又は１８歳以上(高校生不 

可)の方の同伴が必要です。(保護者又は１８歳以上の方 1名につき３名まで利用可。) 

④「運動できる服装」と「室内専用のトレーニングシューズ」をご用意ください。以下

の服装・履物等は禁止とします。 

・施設又は器具を傷つける可能性のあるジーンズ等のリベット(びょう)など突起物の

ついた服装や履物。 

・伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性がある衣服、履物、服 

飾品又は装飾品。 

・上半身裸、裸足など運動にふさわしくない格好、又はそれに準じる格好。 

・ヒールが高い、又は滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物、サンダル、

草履、長靴等。 

・その他、指定管理者がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品又は装飾品。 

⑤着替えの必要な方は、１階更衣室をご利用ください。 

・更衣室のコインロッカーの鍵は各自で保管をしてください。 

・鍵を紛失した場合は、実費請求させていただきます。 

・更衣室内での携帯電話、スマートフォンの使用は一切ご遠慮ください。 

⑥貴重品等の管理は自己責任になりますので、十分にご注意ください。 

・紛失や盗難があっても当館では一切責任を負いません。 

⑦トレーニング室内での水分補給以外の飲食はご遠慮ください。 

・水分補給は、フタ付きのもの（ペットボトル、水筒など）をお持ちください。 

⑧マシンや器具などは、譲り合ってご利用ください。 

・トレーニングマシンを長時間占用するような利用はご遠慮ください。 

・マシンのご利用後は汗のふき取りをお願いします。 

⑨トレーニング室内での携帯電話、スマートフォン等の通話・撮影はご遠慮ください。 

⑩刺青やタトゥー(ワンポイント含む)が身体にある方は、見えないようしてご利用く 

ださい。 

⑪運動前には必ず準備運動、ストレッチを行ってから運動を開始してください。 

⑫トレーニング室ご利用の際のけがや事故等は、自己責任となりますのでご注意くだ 

さい。 

・けがや事故等について、施設管理者はその原因に責がある場合を除き、一切損害賠償

の責を負いません。 

⑬障がい者の介護者のトレーニング利用はご遠慮ください。また障がい者から離れる

などの行為もご遠慮ください。 

⑭営利目的と思われる指導行為はご遠慮ください。お見かけした際、お声かけする場合

があります。 



⑮忘れ物の保管期間は３カ月となります。３カ月を過ぎると処分いたします。 

⑯臨時休館について 

・大雨警報又は暴風警報等が小山市に発令された時は臨時休館となる場合があります。 

・選挙や災害等による緊急の対応によりご利用できない場合があります。 

・施設点検日、臨時休館日、開館時間に変更のある場合、その都度お知らせいたします。 

⑰施設内における入館制限事項 

・医師から運動を禁止されている方。体調不良の方。酒気を帯びた方。 

・施設内において多数の人に対し、著しく粗野もしくは乱暴な言動で迷惑をかける方。 

・利用規則及びマナーを守れない方。その他、スタッフの指示に従わない方。 

⑱１回券、回数券でご利用の高校生以下の方は、ご利用の都度、受付で年齢が確認で 

きる証明書を提示してください。 

※ご利用についての不明な点やお困りごとがありましたら事前にご相談ください。 

 

１５ 利用料金表 

専用利用 

    



 

 

個人利用 

 

 
附属設備及び器機 

 

備考 

１.「高校生以下の者」とは、市内に在住若しくは通学する高校生（高等学校、高等専門学

校その他これらに類する学校の学生及び生徒をいう。）以下の者をいう。 

※高校生以下の生徒、児童等が主体となるスポーツ活動が対象となる。 

２．栃木市、下都賀郡野木町、茨城県古河市、群馬県邑楽郡板倉町若しくは埼玉県加須市

に在住する者の利用条件は市内在住者と同じとする。 

３．入場料を徴収してメインアリーナ等を専用利用する者が当該専用利用に際し研修室又



は多目的スタジオを利用する場合の利用料金は、この表に定める額に２を乗じて得た額

とする。 

４．市外在住者が過半数を占める団体利用で使用する利用料金は、この表に定める額に２

を乗じて得た額とする。 

５．やむを得ない理由により、午前９時前又は午後９時後にメインアリーナ等を専用利用

する場合又は研修室若しくは多目的スタジオを利用する場合の利用料金は、当該午前９

時前又は午後９時後の利用時間 1時間につき、午前９時前の利用にあっては午前９時か

ら午後１時まで、午後９時後の利用にあっては午後５時から午後９時までの区分につき、

それぞれこの表に定める額（前２項の規定の適用がある場合を含む。）の４分の 1 に相

当する額に１．５を乗じて得た額とする。この場合において、その額に１０円未満の端

数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。 

６．照明を追加する場合は有料となります。 

７．市内在住の障がい者は個人利用の施設利用料金を無料とする。ただし、ご利用の都度

受付で障がい者手帳を提示してください。 

（施設専用利用料金、附属設備及び器具には減免制度は適用されませんのであらかじめ

ご了承ください） 

８．スポーツ以外の目的でメインアリーナ、サブアリーナを利用する場合は、全面のみで

の利用は可能とする。 

 ９．１回券のチケットは、発券当日のみ有効です。 

10．高校生以下および７０歳以上の方は、年齢が証明できるものをご持参ください。 

 11．定期券の途中での返金・払い戻しはできません。また、１回券、回数券の返金・払い

戻しもできません。 



小山市立体育館配置図


