
別冊 
2005.1.15

関市　洞戸村　板取村　武儀町　上之保村　武芸川町 

関市・ 
武儀郡町村 

だより 

○電話番号については変更ありません。（板取生涯学習センターを除く。） 
○旧関市の施設の所在表記については変更ありません。 
（市役所・支所） 
 施設区分 旧市町村 現在の名称 合併後の名称 合併後の所在表記 電話番号 

 市 役 所  関市役所 

変更ありません

 関市若草通3-1 （0575）22－3131 

  関　　市 関市東部支所  関市西神野145-3 （0575）29－0002 

   関市西部支所  関市小屋名110 （0575）28－2124 

  洞 戸 村 洞戸村役場 関市洞戸事務所 関市洞戸市場292-3 （0581）58－2111 

 支　　所 板 取 村 板取村役場 関市板取事務所 関市板取1643-17 （0581）57－2111 

  武芸川町 武芸川町役場 関市武芸川事務所 関市武芸川町八幡1446-1 （0575）46－2311 

  武 儀 町 武儀町役場 関市武儀事務所 関市中之保5696-1 （0575）49－2121 

  上之保村 上之保村役場 関市上之保事務所 関市上之保15119-1 （0575）47－2001 

 市 民 課 
関　　市

 関市本町 
変更ありません 関市本町3-24 （0575）21－6657  サービスセンター  サービスセンター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（その他公共施設） 
 施設区分 旧市町村 現在の名称 合併後の名称 合併後の所在表記 電話番号 

   関市立日吉ヶ丘保育園  関市西日吉町51-1 （0575）22－2229 

   関市立富岡保育園  関市市平賀501-1 （0575）22－8259 

  
関　　市

 関市立田原保育園 
変更ありません

 関市西田原1421 （0575）22－5542 

   関市立富野保育園  関市西神野298-1 （0575）29－0203 

   関市立南ヶ丘保育園  関市倉知2916-21 （0575）24－0719 

 保 育 園  関市立西部保育園  関市小屋名621-2 （0575）28－3340 

  洞 戸 村 洞戸保育園 関市立洞戸保育園 関市洞戸通元寺78-1 （0581）58－2120 

  板 取 村 めばえ保育園 関市立板取めばえ保育園 関市板取1631-36 （0581）57－2250 

  武芸川町 むげがわ保育園 関市立むげがわ保育園 関市武芸川町谷口1032-1 （0575）45－3001 

  
武 儀 町

 武儀町やまゆり東保育園 関市立武儀やまゆり東保育園 関市中之保4680 （0575）49－2852 

   武儀町やまゆり西保育園 関市立武儀やまゆり西保育園 関市下之保3080-8 （0575）49－2891 

  上之保村 上之保第一保育園 関市立上之保保育園 関市上之保1140 （0575）47－2252 

 
児童デイ

 関　　市 関市養護訓練センター 変更ありません 関市本郷町88 （0575）22－2304 

 
サービス

 武芸川町 武芸川町ことばの教室 関市武芸川ことばの教室 関市武芸川町八幡1533-7 （0575）46－2899 
 
センター

 上之保村 武儀上之保親子教室 
関市中之保親子教室

 関市中之保5685 
（0575）49－2121

 

  武 儀 町 　　　　  －  （武儀基幹集落センター内） 

 児　　童 関　　市 関市わかくさ児童センター 変更ありません 
関市若草通2-1（わかくさ･ 

（0575）23－7774 
 センター等

    プラザ総合福祉会館1階） 

  武芸川町 むげがわ児童館 関市むげがわ児童館 関市武芸川町谷口1032-1 （0575）45－3002 

 母子生活 関　　市 関市つばき荘 変更ありません 関市東町5-1-1 （0575）22－0771 
 支援施設 

  関　　市 関市保健センター 変更ありません 関市日ノ出町1-3-3  （0575）24－0111 

  洞 戸 村 洞戸村保健センター 関市洞戸保健センター 関市洞戸通元寺172-2  （0581）58－2201 

  板 取 村 板取村保健センター 関市板取保健センター 関市板取6503  （0581）57－9017 

 保　　健 武芸川町 武芸川町保健センター 関市武芸川保健センター 関市武芸川町八幡1533-7 （0575）46－2899 

 センター 
武 儀 町

 　　　　  
－
 

関市武儀保健センター
 関市中之保5443 

（0575）49－3595
 

     （武儀老人福祉センター内） 

  
上之保村 上之保村保健センター

 
関市上之保保健センター

 関市上之保15110-1 
（0575）47－2065

 
     （上之保生涯学習センター内） 
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合併に伴い2月7日から公共施設の名称や所在表記がつぎのとおり変更されます。

公共施設の名称・所在表記変更について
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 施設区分 旧市町村 現在の名称 合併後の名称 合併後の所在表記 電話番号 

  
関　　市 関市老人福祉センター

 関市わかくさ老人福祉 関市若草通2-1（わかくさ･ 
（0575）24－4035      センター プラザ総合福祉会館4階） 

  洞 戸 村 洞戸村老人福祉センター 関市洞戸老人福祉センター 関市洞戸市場733 （0581）58－8511 

  板 取 村 板取村老人福祉センター 関市板取老人福祉センター 関市板取6503 （0581）57－6788 

  武芸川町 武芸川町福祉センター 関市武芸川老人福祉センター 関市武芸川町八幡1537-1 （0575）46－2738 

 老人福祉 武 儀 町 武儀町老人福祉センター 関市武儀老人福祉センター 関市中之保5443 （0575）49－3595 

 施　　設 上之保村 上之保村老人福祉センター 関市上之保老人福祉センター 関市上之保15019 （0575）47－2501 

  武芸川町 武芸川町憩いの家 関市武芸川老人憩いの家 関市武芸川町谷口1371-1 （0575）46－2927 

   武儀町富之保老人憩いの家 関市富之保老人憩いの家 関市富之保4164-1 （0575）49－2748 

  武 儀 町 武儀町中之保老人憩いの家 関市中之保老人憩いの家 関市中之保4321-3 （0575）49－2738 

   武儀町下之保老人憩いの家 関市下之保老人憩いの家 関市下之保2906-1 （0575）49－2747 

  上之保村 老人憩いの家 関市上之保高齢者創作活動作業所 関市上之保15082-2 （0575）47－2666 

 介護予防 関　　市 関市高齢者いきいき生活館 いちょうの家 変更ありません 関市住吉町19-2 （0575）22－1123 

 拠点施設 上之保村 介護予防拠点施設 つどいの家 関市介護予防拠点施設 上之保つどいの家 関市上之保9825-1 （0575）47－2779 

  関　　市 関市デイ・サービスセンター 変更ありません 関市下有知4647 （0575）22－6358 

 デイ・　 洞 戸 村 洞戸村デイサービスセンター 関市洞戸デイ・サービスセンター 関市洞戸市場733 （0581）58－8511 

 サービス 板 取 村 板取村デイサービスセンター 関市板取デイ･サービスセンター 関市板取6503 （0581）57－6788 

 センター 武 儀 町 武儀町デイ・サービスセンター 関市武儀デイ･サービスセンター 関市中之保5443 （0575）49－3595 

  上之保村 上之保村デイサービスセンター 関市上之保デイ･サービスセンター 関市上之保15019 （0575）47－2501 

  武 儀 町 武儀町平成自然公園 関市下之保平成自然公園 関市下之保2024-8 ― 

 公　　園 
上之保村

 上之保村平成記念ゆきあいふれあい公園 関市上之保行合公園 関市上之保19211 ― 

   上之保村ふれあいの森公園 関市上之保ふれあいの森公園 関市上之保326-1 ― 

  
洞 戸 村

 道の駅「ラステン洞戸」 関市道の駅ラステンほらど 
関市洞戸菅谷539-3 （0581）58－2940

 
   （洞戸村物産館） （洞戸物産館） 

 道 の 駅
 
武芸川町

 道の駅「むげ川」 関市道の駅むげ川 
関市武芸川町跡部1816 （0575）46－1680

 
   （農林水産物販売所） （むげ川農林産物直売所） 

  
武 儀 町

 道の駅「平成」（武儀町日本 関市道の駅平成（日本 
関市下之保2503-2 （0575）49－3797

 
   平成村花街道センター） 平成村花街道センター） 

   小瀬鵜飼・鮎ノ瀬の里  関市小瀬76-3 ― 

  関　　市 濃州関所茶屋 変更ありません 関市南春日町9-1 （0575）23－9922 

   関鍛冶伝承館  関市南春日町9-1 （0575）23－3825 

  
洞 戸 村

 洞戸村農林産物処理加工施設（円空茶屋） 関市洞戸農林産物処理加工施設 関市洞戸高賀1252-1 （0581）58－8139 

   高賀ふれあいらうんじ 関市洞戸ふれあいらうんじ高賀 関市洞戸高賀658-1 （0581）58－2845 

   板取村緑地広場（TACランドいたどり） 関市TACランド板取 関市板取3693-3 （0581）57－2200 

   板取村岩本ﾚｸﾚｰｼｮﾝ広場（四季の森） 関市板取四季の森 関市板取2255 （0581）57－6722 

   板取川温泉浴場 関市板取川温泉バーデェハウス 関市板取4175-9 （0581）57－2822 

   板取村農林水産物加工 
関市板取ヤウゼハウス 関市板取4177 （0581）57－2033

 
   直売施設（ヤウゼハウス） 

   板取村交流センター（シュトローム） 関市板取シュトローム 関市板取4171-1 （0581）57－2822 

 観光・販売 板 取 村 コテージ（コテージ湯屋） 関市板取コテージ湯屋 関市板取4551-1 （0581）57－2800 

 施設  板取村地域産品保木口 関市板取地域産品保木口 
関市板取4012-1 （0581）57－2267    販売施設（夢ふうせん） 販売施設 

   板取村地域産品門原販売施設 関市板取地域産品門原 
関市板取5836-65 （0581）57－6586

 
   （おばちゃんの館門原の庄） 販売施設 

   板取村あじさい園 
関市あじさい植物園 関市板取440-1 （0581）57－9021    （フラワーパーク板取） 

  武芸川町 武芸川温泉（ゆとりの湯） 関市武芸川温泉ゆとりの湯 関市武芸川町八幡1558-7 （0575）45－3011 

  武 儀 町 武儀町八滝ウッディランド（キャンプ場） 関市武儀八滝ウッディランド 関市富之保711 （0575）49－2330 

   上之保奥山キャンプ場 関市上之保奥山キャンプ場 関市上之保24660-2 （0575）47－2674 

  
上之保村

 上之保村ふれあいの館 関市上之保ふれあいの館 関市上之保24642-1 （0575）47－2438 

   上之保温泉ほほえみの湯 関市上之保温泉ほほえみの湯 
関市上之保477 （0575）47－1022 

   上之保村食材供給施設 関市上之保食材供給施設  



 施設区分 旧市町村 現在の名称 合併後の名称 合併後の所在表記 電話番号 

 
勤労者・

  関市勤労青少年ホーム  関市塔ノ洞3885-1 （0575）24－0673 

 商工施設 関　　市 アピセ・関 変更ありません 関市平和通7-5-1 （0575）24－6767 

   関市勤労会館  関市平和通6-11-1 （0575）23－9696 

 
 

 関市立安桜小学校  関市いろは町1 （0575）22－5421 

   関市立旭ヶ丘小学校  関市旭ヶ丘2-1-1 （0575）22－5133 

   関市立桜ヶ丘小学校  関市明生町4-1-1 （0575）23－3867 

   関市立瀬尻小学校  関市小瀬2120-4 （0575）22－3120 

   関市立倉知小学校  関市段下66-1 （0575）23－0551 

  関　　市 関市立南ヶ丘小学校 変更ありません 関市倉知4372 （0575）22－4264 

   関市立富岡小学校  関市市平賀506 （0575）22－2362 

   関市立田原小学校  関市西田原1465 （0575）22－3243 

   関市立下有知小学校  関市下有知1525-1 （0575）22－2029 

 小 学 校  関市立富野小学校  関市西神野270-1 （0575）29－0005 

   関市立金竜小学校  関市上白金482-1 （0575）28－2303 

  洞 戸 村 洞戸村立洞戸小学校 関市立洞戸小学校 関市洞戸市場248 （0581）58－2024 

  板 取 村 板取村立板取小学校 関市立板取小学校 関市板取1804 （0581）57－2001 

   武芸川町立博愛小学校 関市立博愛小学校 関市武芸川町高野254 （0575）46－2129 

  武芸川町 武芸川町立武芸小学校 関市立武芸小学校 関市武芸川町谷口1336 （0575）46－3029 

   武芸川町立寺尾小学校 関市立寺尾小学校 関市武芸川町谷口2316 （0575）37－2314 

  
武 儀 町

 武儀町立武儀東小学校 関市立武儀東小学校 関市富之保2777-2 （0575）49－3124 

   武儀町立武儀西小学校 関市立武儀西小学校 関市下之保2719 （0575）49－2604 

  上之保村 上之保村立上之保小学校 関市立上之保小学校 関市上之保1071 （0575）47－2019 

   関市立緑ヶ丘中学校  関市緑ヶ丘2-1-10 （0575）22－5005 

   関市立旭ヶ丘中学校  関市旭ヶ丘2-3-1 （0575）22－5351 

  
関　　市

 関市立桜ヶ丘中学校 
変更ありません

 関市桜台3-13-1 （0575）24－6071 

   関市立下有知中学校  関市下有知3121-1 （0575）22－3179 

   関市立富野中学校  関市志津野2972 （0575）29－0870 

 中 学 校  関市立小金田中学校  関市小屋名127 （0575）28－2301 

  洞 戸 村 洞戸村立洞戸中学校 関市立洞戸中学校 関市洞戸市場566-1 （0581）58－2034 

  板 取 村 板取村立板取中学校 関市立板取中学校 関市板取2305 （0581）57－2024 

  武芸川町 武芸川町立武芸川中学校 関市立武芸川中学校 関市武芸川町八幡1503 （0575）46－2111 

  武 儀 町 武儀町立武儀中学校 関市立武儀中学校 関市中之保5700-5 （0575）49－3062 

  上之保村 上之保村立上之保中学校 関市立上之保中学校 関市上之保13502 （0575）47－2004 

 高等学校 関　　市 関市立関商工高等学校 変更ありません 関市倉知4909-45 （0575）22－4221 

 児童生徒 
関　　市

 関市児童生徒適応指導教室 
変更ありません 関市栄町3-4-5 （0575）23－7773

 
 
適応指導

 　 （ふれあい教室）  教　　室
 関　　市 関市学校給食センター 変更ありません 関市西本郷通4-1-11 （0575）22－3588 

  洞 戸 村 洞戸村学校給食共同調理場 関市洞戸学校給食センター 関市洞戸市場248 （0581）58－2022 

 学校給食 板 取 村 板取村学校給食センター 関市板取学校給食センター 関市板取2305 （0581）57－2691 

 センター 武芸川町 武芸川町立学校給食センター 関市武芸川学校給食センター 関市武芸川町八幡1533-1 （0575）46－3787 

  武 儀 町 武儀町学校給食センター 関市武儀学校給食センター 関市中之保5758 （0575）40－2013 

  上之保村 上之保村学校給食センター 関市上之保学校給食センター 関市上之保13502 （0575）47－2143 

   関市円空館  関市池尻185 （0575）24－2255 

   
関市立篠田桃紅美術空間

  関市若草通3-1 
（0575）23－7756   

関　　市
  

変更ありません
 （関市役所北庁舎7階） 

   関市塚原遺跡公園展示館  関市千疋1777-1 （0575）28－5955 

 
文化施設

  関市惟然記念館  関市西日吉町50-1 （0575）23－9740 

   関市文化会館  関市桜本町2-30-1 （0575）24－2525 

  
洞 戸 村

 山村文化資源保存伝習 
関市洞戸円空記念館 関市洞戸高賀1212 （0581）58－2814    施設（円空記念館） 

  
武芸川町

 武芸川町ふるさと館 関市武芸川ふるさと館 関市武芸川町八幡1566 （0575）45－3010 

   武芸川町民俗資料館 関市武芸川民俗資料館 関市武芸川町跡部779 （0575）46－1345 
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 施設区分 旧市町村 現在の名称 合併後の名称 合併後の所在表記 電話番号 

   
関市中央公民館 

 関市若草通2-1（わかくさ･ 
（0575）23－7776

 
  

関　　市
  

変更ありません
 プラザ学習情報館1階） 

   関市東部地区公民館  関市西神野145-3 （0575）29－0002 

   関市西部地区公民館  関市小屋名110 （0575）28－2124 

 生涯学習 洞 戸 村 洞戸村中央公民館 関市洞戸生涯学習センター 関市洞戸市場294-2 （0581）58－2111 

 施　　設 
板 取 村

 板取村自然休養村管理センター 関市板取生涯学習センター 関市板取1634 （0581）57－2220 

   板取村憩の家 関市板取生涯学習センター別館 関市板取1591-１ （0581）57－2810 

  武芸川町 武芸川町中央公民館 関市武芸川生涯学習センター 関市武芸川町小知野779-１ （0575）46－3611 

  武 儀 町 武儀町生涯学習センター 関市武儀生涯学習センター 関市富之保2001-1 （0575）49－3715 

  上之保村 かみのほ木木センター 関市上之保生涯学習センター 関市上之保15110-1 （0575）47－2500 

   
関市まなびセンター 

 関市若草通2-1（わかくさ･ 
（0575）23－7760

 
  関　　市  変更ありません プラザ学習情報館3階） 

 
学習・

　  関市立少年自然の家  関市塔ノ洞3885-1 （0575）24－0673 

 
体験施設

 洞 戸 村 高賀山自然の家 関市立洞戸高賀山自然の家 関市洞戸阿部1440 （0581）58－8588 

   板取村木工クラフト館 関市板取木工クラフト館 関市板取4154-1 （0581）57－6188 

  板 取 村 板取村バイクトライアルテーマ館 関市板取バイクトライアルテーマ館 関市板取2340-19 お問い合わせ先　　 

   板取ＢＭＸ・ＭＴＢコース 関市板取ＢＭＸ・ＭＴＢコース 関市板取2340-19 （0581）57－2220 

   関市総合体育館  関市若草通2-1 （0575）23－7766 

  
関　　市 

関市中池公園 
変更ありません

 関市塔ノ洞3885-1 （0575）24－0214 

   関市中池体育館  関市塔ノ洞3845-1 （0575）24－0214 

   関市中池市民プール  関市塔ノ洞3885-1 （0575）24－0214 

   洞戸村体育館 関市洞戸体育館 関市洞戸市場538 
お問い合わせ先

　　 

  洞 戸 村 洞戸村運動公園 関市洞戸運動公園 関市洞戸黒谷351 
（0581）58－2111 

   洞戸村営テニスコート 関市洞戸テニスコート 関市洞戸大野840-3  

   板取村総合体育館 関市板取体育館 関市板取2305  

   板取村島口村民体育館 関市板取島口体育館 関市板取5085-3  

   板取村白谷村民体育館 関市板取白谷体育館 関市板取165  

  
板 取 村

 板取村保木口村民体育館 関市板取保木口体育館 関市板取3996-1 お問い合わせ先　　 

   板取村門出村民体育館 関市板取門出体育館 関市板取1129 （0581）57－2220 

   板取村中切村民体育館 関市板取中切体育館 関市板取2687-2  

   板取村山村広場（総合グランド） 関市板取運動公園 関市板取2340-21
  

   板取村民テニスコート 関市板取テニスコート 関市板取1678  

   武芸川町町民体育館 関市武芸川体育館 関市武芸川町小知野779-1 （0575）46－3611 

 運動施設  武芸川スポーツ公園 関市武芸川スポーツ公園 関市武芸川町高野字芝堤 （0575）46－1345 
   （パターゴルフ場） 

  武芸川町 武芸川町町民グラウンド 
関市武芸川西グラウンド 関市武芸川町谷口1111     （西グラウンド）   お問い合わせ先　　 

   武芸川町テニスコート 関市武芸川テニスコート 関市武芸川町小知野679-１ （0575）46－3611 

   南ふれあいの広場 関市武芸川南ふれあいの広場 関市武芸川町跡部１810-2  

   富之保グランド 関市富之保グラウンド 関市富之保2929-1 　 

   総合グランド 関市中之保グラウンド 
関市中之保2760 お問い合わせ先　　 

  武 儀 町 （テニスコート含む） 関市中之保テニスコート 

   下之保グランド 関市下之保グラウンド 関市下之保3030 （0575）49－3715 

   旧中之保小学校プール 関市中之保児童プール 関市中之保4510 　 

   津保川ふるさと広場 
関市上之保ふるさと広場 関市上之保315-6 　    （総合グラウンド） 

   上之保村山村広場（鳥屋市山村広場） 関市上之保鳥屋市山村広場 関市上之保22475  

  
上之保村

 上之保村ふれあいの丘（船山山村広場） 関市上之保船山山村広場 関市上之保2873 お問い合わせ先　　 

   明ヶ島運動公園 関市上之保明ヶ島運動公園 関市上之保9908 （0575）47－2500 

   上之保村林業者等健康 
関市上之保体育館 関市上之保14792-1  

   増進施設（さつきアリーナ） 

   旧上之保東小学校体育館 関市上之保東体育館 関市上之保22407-2  
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温泉施設 
入浴料（円）（入湯税含む） 

休　館　日 開館時間 区　　　分 
小人（6歳以上 
12歳未満） 大人（12歳以上） 

1回券 600 300 

回数券（12回券） 6,000 3,000 

1回券 600 300 

回数券（6回券） 3,000 1,500 

回数券（12回券） 6,000 3,000 

1回券（20枚以上一括購入の場合） 500 250 

1回券（100枚以上一括購入の場合） 450 200 

1回券 500 200 

回数券（7回券） 3,000 

回数券（12回券） 5,000

武儀八滝ウッディランド 利用期間［7月1日～9月30日］ 

 
区　　　分

 使 用 料（円） 

 市内利用者 市外利用者 

六角型ログハウス（1棟1泊につき） 5,250 6,300 

四角型ログハウス（1棟1泊につき） 4,200 5,250 

野外ステージ（1日につき） 3,150 5,250

 

 区　　　分 
使用料（円） 使用時間 休 業 日 専用コイン購入場所 

板取川温泉 給湯100リットル 
100

 
24時間 年中無休

 板取温泉バーデェ 
スタンド につき     ハウス施設内   

武芸川温泉 給湯100リットル
 
100

 
10：00～

　 木曜日（木曜日が休日の 
武芸川温泉ゆとりの湯

 

スタンド につき
  

　　18：00
 場合、その翌日） 

施設内 
    土、日曜日、休日、1/2 

上之保加温 給湯100リットル
 
100

 
10：00～

　 水曜日（水曜日が休日の  

スタンド につき  　　20：00
 場合、その翌日）  

    12/30～1/1 上之保温泉ほほえみの 

上之保源泉 給湯100リットル 
100

 8：00～　 
年中無休

 湯施設内 
スタンド につき  　　19：00

武芸川温泉ゆとりの湯　福祉風呂 

 区　　　　　分 使用料（円） 

一般の使用（1室1時間まで） 1,000 

障害者基本法第2条に規定する障害者又は介護保険法第7条に 
規定する要介護者若しくは要支援者の使用（1室1時間まで） 

500

■温泉施設 

■キャンプ場施設 

木曜日（木曜日が休日 
の場合、その翌日） 
12/30～1/1

4～11月 
10：00～21：00 
12～3月 
10：00～20：00

10：00～ 
　　　21：00

10：00～ 
　　　21：00

水曜日（水曜日が休日 
の場合、その翌日） 
12/30～1/1

水曜日（水曜日が休日 
の場合、その翌日） 
12/30～1/1

板取川温泉 

バーデェハウス 

武芸川温泉 

ゆとりの湯 

上之保温泉 

ほほえみの湯 

（注）休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日をいいます。 

◎別途、入浴料が必要となります。 
　ご利用の場合は、お問い合わせ下さい。 
　（0575－45－3011） 

◎温泉施設が休館の場合は、専用コインの購入ができません。 

スタンドの使用は、専用コインを購入していただきます。 
温泉スタンド 

（専用コイン1枚） 

使用料・利用料について
休館日、利用期間（時間）については、12月22日現在の予定です。
規則等の改正により変更される場合がありますので、ご了承下さい。



 一　般 300 200 
観覧料（1回につき）

 中学生以下 無料 無料 

区　　　分 
団体（20人以上） 個人 

金　額（円） 

まなびセンター 

パソコン使用料（個人使用の場合、1台につき） 

 区　分
 金　額（円） 

 9：00～12：00 13：00～17：00 18：00～21：30 

一　　般 300 400 350 

小中学生 150 200 170

パソコン研修室使用料（団体使用の場合） 

 
区　分

 金　額（円） 

 9：00～12：00 13：00～17：00 18：00～21：30 

一　　般 4,500 6,000 5,250 

小中学生 2,250 3,000 2,620 

冷暖房料　1時間につき600円 

休館日［毎週月曜日、休日の翌日（その日が月曜日に当たるときはその翌日）、年末年始（12/29～1/3）］ 

投影時間［土、日曜日、休日及び学校長期休業日（休館日及び金曜日を除く）の10：30、13：30、15：30。団体利用はお問い合わせ下さい］ 

 9：00～  13：00～  18：00～  9：00～  13：00～  9：00～  
  12：00  17：00  21：30  17：00  21：30  21：30 

　 多目的　平日 4,500 6,000 5,250 12,000 12,750 18,750 
2,750 

　1階 ホール 6,000 8,000 7,000 16,000 17,000 25,000 

　 控室（1室につき） 450 600 520 1,200 1,270 1,870 300 

　 音楽室 1,200 1,600 1,400 3,200 3,400 5,000 500 

　 料理実習室、創作実習室
 1,500 2,000 1,750 4,000 4,250 6,250 600

 

　2階 （1室につき） 

　 研修室、ギャラリー、和室
 600 800 700 1,600 1,700 2,500

 

　 （1室につき）       400 

　3階 研修室 600 800 700 1,600 1,700 2,500

上之保ふれあいの館 

 区  分 単　　　　　位 使用料（円） 

 1日使用 
15,000

 

全　館
 　（午前9時から午後4時まで） 

 2日間連続使用（使用初日の午前9時 
50,000

 

 　から使用最終日の午後4時まで） 

 1日使用 
10,000

 

研修室
 　（午前9時から午後4時まで） 

 2日間連続使用（使用初日の午前9時 
30,000

 

 　から使用最終日の午後4時まで） 

 １日使用 
5,000

 

交流室
 　（午前9時から午後4時まで） 

 2日間連続使用（使用初日の午前9時 
15,000

 

 　から使用最終日の午後4時まで） 

◎土曜日の夜間を含む場合、当該使用料の2割に相当する額を 
　加算します。 

上之保たくみの館 

区　分 単　　位 
使用料（円）  

   9：00～21：00 

全　館 1回（5時間以内） 500 100

上之保パターゴルフ場 

 
区　　　分

 使 用 料（円） 

 大人（中学生以上） 小人（小学生以下） 

パターゴルフ場 
300 200 

（1ラウンドにつき） 

   
使用料

 加算額（円） 
 区　　　　分 単　　位 

（円）
 （5時間を超える 

    1時間につき） 

上之保バーベキュー棟
 1テーブル1回 

1,000 200
 

 （5時間まで） 

上之保野外ステージ
 1回5時間 

2,000 200
 

 以内 

上之保奥山キャンプ場周辺施設 
上之保奥山キャンプ場 

 
区　　分

 
単　位

 使用料 割増額（円） 

   （円） （土曜日に宿泊の場合） 

バンガロー 1棟1泊 5,000 2,000 

特設バンガロー 1棟1泊 30,000 10,000 

テント 1張1泊 1,500 

ロッジ 1戸1泊 12,000 3,000

■生涯学習施設 
わかくさ・プラザ　学習情報館 

冷暖房使用料 
（円） 

（1時間につき） 

中
　
央
　
公
　
民
　
館 

土曜日、日曜日及び休日 

区　　　分 

使　用　料　（円） 

利用期間［キャンプ場：7月1日～9月10日、その他の施設：4月1日～11月30日］ 

その他の施設 

中央公民館 

◎営利目的その他これに類する目的で使用する場合は、使用料 
　の合計額の4倍の額とします。 

加算額（円） 
（5時間を超える 
1時間につき） 

コスモホール（プラネタリウム） 

木工体験施設 

6
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集会室、和室（1室につき） 400 600 500 1,500 100 400 

調理室 800 1,200 1,000 3,000 200 400 

ホール
　平日 4,500 6,000 5,250 18,750 1,500 

1,500
 

　　　　土曜日、日曜日及び休日 6,000 8,000 7,000 25,000 2,000 

会議室 400 600 500 1,500 100 400 

パソコン室 800 1,200 1,000 3,000 200 400 

集会室、和室（1室につき） 400 600 500 1,500 100 200 

個室 200 300 250 750 50 100 

ホール
　平日 4,500 6,000 5,250 18,750 1,500 

2,500
 

　　　　土曜日、日曜日及び休日 6,000 8,000 7,000 25,000 2,000 

会議室（1室につき） 400 600 500 1,500 100 400 

パソコン室 800 1,200 1,000 3,000 200 400 

 体 育　 アリーナ 4,000 6,000 5,000 15,000 1,000 

 施 設　 ランニングコース 100 100 100 300 20 

多目的　平日 4,500 6,000 5,250 18,750 1,500 
2,500 

ホール　土曜日、日曜日及び休日 6,000 8,000 7,000 25,000 2,000 

 
800 1,200 1,000 3,000 200 400 

 研 修 

 施 設 
400 600 500 1,500 100 400 

 

ホール
　平日 4,500 6,000 5,250 18,750 1,500 

2,500 
　　　　土曜日、日曜日及び休日 6,000 8,000 7,000 25,000 2,000 

大会議室、調理実習室（1室につき） 800 1,200 1,000 3,000 200 400 

中会議室 400 600 500 1,500 100 400

◎各生涯学習センター（板取生涯学習センター別館は除く）については、使用者が入場料を徴収する場合又は営利目的で 
　使用する場合は、当該使用料の2倍の額とします。 

各生涯学習センター 

冷暖房使 
用料（円） 
（1時間に 
 つき） 

洞戸 
生涯学習 
センター 

板取 
生涯学習 
センター 

板取生涯 
学習センター 
別館 

武芸川 
生涯学習 
センター 

武儀 
生涯学習 
センター 

上之保 
生涯学習 
センター 

9：00～ 
　12：00

13：00～ 
　17：00

18：00～ 
　21：30

9：00～ 
　21：30

超過1時間 
　  につき 

区　　　　　分 

使 用 料（円） 

大会議室、創作活動室、 
マルチメディアセンター 
（1室につき） 

中会議室、小会議室、和室、 
リハーサル室（1室につき） 

中央公民館以外の公民館 

 9：00～  13：00～  18：00～  9：00～  13：00～  9：00～  
  12：00  17：00  21：30  17：00  21：30  21：30 

　　  東 部 地 区 公 民 館 
310 550 450 860 1,000 1,100 400

冷暖房使用料（円） 
（1時間につき1室） 

西 部 地 区 公 民 館 

区　　　分 

使　用　料　（円） 



 

 

 

大ホール 平日 10,500 18,370 26,250 28,870 44,620 49,610 
6,300 8,710 

（ホワイエを含む。） 土曜日、日曜日、休日 13,650 24,490 36,750 38,140 61,240 66,150 

小ホール
 平日 1,780 3,050 4,200 4,830 7,250 8,260 

2,410 2,520
 

 土曜日、日曜日、休日 2,310 4,280 5,250 6,590 9,530 11,020 

第1楽屋、第2楽屋、第5楽屋（1室） 420 730 1,050 1,150 1,780 1,980 710 710 

第3楽屋、第4楽屋（1室） 310 480 730 790 1,210 1,420 710 710 

リハーサル室  840 1,340 1,890 2,180 3,230 3,630 710 710 

ホワイエ  4,720 7,950 10,500 12,670 18,450 22,050 2,410 2,520 

会議室、和室、個展室、野外ステージ（各1室） 420 600 840 1,020 1,440 1,640 400 400 

浴室  520 520 520 1,050 1,050 1,570

◎使用者が入場料を徴収する場合は、当該使用料に次の額を加算します。 
　　ア　入場料が315円以上1,050円未満の場合は、使用料に0.5を乗じて得た額 
　　イ　入場料が1,050円以上の場合は、当該使用料の額 
◎使用者が商業宣伝の目的として使用する場合は、当該使用料の2倍の額とします。 
◎大ホール又は小ホールの舞台のみを使用する場合は、当該使用料に0.3を乗じて得た額とします。 

◎使用者が入場料を徴収する場合の使用料は、当該使用料 
　の2倍の額とします。 
◎特別展示室を2分の1の範囲内で使用する場合は、当該 
　使用料の2分の1の額とします。 

大　人（高校生以上） 300円 200円 

小　人（中学生以下） 無　料 無　料 

区　　　分 

区　　　分 

区　　　分 

個　人 
団　体 

（20人以上） 

入　館　料 

研　修　室 1,000円 1,000円  300円 

一般展示室   5,000円 300円 

特別展示室   8,000円 300円 

区　分 冷暖房使用料 
（1時間につき） 

使 用 料 

入　館　料 

区　　　分 
個　人 

団　体 
（20人以上） 

入　館　料 

篠田桃紅美術空間 開館時間［9：00～16：30］ 円空館 開館時間［9：00～16：30］ 

大　人（高校生以上） 200円 150円 

小　人（中学生以下） 無　料 無　料 

洞戸円空記念館 開館時間［9：00～16：30］ 

 個　人 団体（20人以上） 

大　人（高校生以上） 200円 150円 

武芸川ふるさと館 
　休館日［毎週木曜日、休日の翌日（その日が木曜日に当たるときはその翌日）、年末年始（12/29～1/3）］ 
　開館時間［9：00～16：30］ 

 個　人 団体（10人以上） 

大人（高校生以上） 200円 150円 

入館料（特別展の開催時のみ） 

休館日［毎週月曜日、休日の翌日（その日が月曜日に当たるときはその翌日）、 
年末年始（12/29～1/3）　武芸川ふるさと館を除く］ 

13：00～ 
　16：30

17：30～ 
　21：30

9：00～ 
　16：30

13：00～ 
　21：30

9：00～ 
　21：30 （1時間につき） 

9：00～ 
　12：00

区　　　　　分 

使　用　料（円） 冷房使用料 
（円） 

暖房使用料 
（円） 

文化会館 

■文化施設 

入館料 施設使用料 

9：00～ 
　12：00

13：00～ 
　16：00

9：00～ 
　16：00

8
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 市民球場 3,150 4,200 4,200 6,300 

 
陸上競技場

 グラウンド 2,100 3,150 3,150 4,200 2,100 

  管理棟  420 420 840 420 

 テニスコート クレー 300 600 600 1,200 

 （1面） 人工芝 600 1,200 1,200 2,400 1,200 

 多目的広場  2,100 3,150 3,150 4,200 

 野外ステージ  1,360 2,100 2,100 3,150 3,150 

 やすらぎの家   520 520 1,050 

 　  
グラウンド

 アマチュア  7,560 7,560 15,120 

 　　 アマチュア以外  22,680 22,680 45,360 

 　　会議室   800 800 1,600  300 

 　　本部室   1,000 1,000 2,000  400 

 　　シャワー室    

鮎の瀬公園 鮎の瀬グラウンド 1,050 1,570 1,570 2,100 

武芸川南ふれあいの広場  2,100 2,100 4,200

◎中学生以下の方の使用料は、当該使用料の2分の1の額とします。 

◎使用者が入場料その他これに類する金額を徴収する場合は、当該使用料の3倍の額とします。 

　ただし、市民球場を職業野球チームが使用するときの使用料の額は、1日につき52,500円です。 

◎陸上競技場、多目的広場、鮎の瀬グラウンド及び武芸川南ふれあいの広場の使用面積が2分の1以下の場合は、当該 

　使用料の2分の1の額とします。 

◎夜間照明施設を使用する場合は、使用料に次の額を加算します。 

　　・テニスコート1面につき1,890円 

　　・陸上競技場北、中、南の各1箇所につき6,300円 

区　　　分 開　館　日 
使　用　料（円） 

中池市民プール 

中池公園・鮎の瀬公園・武芸川南ふれあいの広場 利用期間［1月4日～12月28日］ 

区　　　分 使 用 料（円） 冷暖房 
使用料 
（円） 
（1時間 
につき） 

日の出～ 
　 8：00

8：30～ 
　 12：30

13：00～ 
　 17：00

8：30～ 
　 17：00

17：30～ 
　 21：30施　設　名 

中
　
池
　
公
　
園 

球
技
場 

6月の最後の土曜日から 
9月の最初の日曜日までの間 
（月曜日を除く） 
使用時間：9：00～16：00

大　人　（高校生以上） 

小　人　（中学生以下） 

310 

無料 

150 

無　料 

団体 個　人 

■都市公園施設 

1チーム1回につき　2,000円 

（関市に住所を有する 
　30人以上で構成する団体） 



洞戸運動公園 競技場  6,300 6,300 12,600 10,700 

板取運動公園 多目的広場
 東 1,570 1,570 2,100 3,150 

  西 1,570 1,570 2,100 3,150 

武芸川西グラウンド グラウンド  1,570 1,570 2,100 3,150 

富之保グラウンド グラウンド  1,570 1,570 2,100 3,150 

中之保グラウンド グラウンド  1,570 1,570 2,100 3,150 

下之保グラウンド　 グラウンド  1,570 1,570 2,100 3,150 

 北  1,570 1,570 2,100 3,150 

上之保ふるさと広場 南  1,570 1,570 2,100 

 中  1,570 1,570 2,100 

上之保鳥屋市山村広場 山村広場  520 520 780 2,100 

上之保船山山村広場 山村広場  520 520 780 2,100 

上之保明ヶ島運動公園 山村広場  520 520 780 2,100 

洞戸テニスコート テニスコート（1面） 1,200 1,200 2,400 3,090 

板取テニスコート テニスコート（1面） 1,200 1,200 2,400 3,090 

武芸川テニスコート テニスコート（1面） 1,200 1,200 2,400 3,090 

中之保テニスコート テニスコート（1面） 1,200 1,200 2,400 3,090

 区　　　分 使　用　料（円） 

  一般 250 

パターゴルフ場 1回（18ホール）
 中学生・高校生 150 

  小学生 50 

  自治会又は区が主催する大会（参加者1人につき） 50

武芸川スポーツ公園 

グラウンド・テニスコート 

 区　　　　　分 使用料（円） 備　　　考 

シャワー室 1人1回 200   

ストリートバスケットコート 1人2時間 200   ボールの貸出料含む 

パターゴルフ場 1人2時間 200   パター及びボールの貸出料含む 

◎ボールは市指定のものを使用（ボール代1個100円）、ホールインワンプレート代350円とします。 
◎フリーパス券（1月券、3月券）があります。 

■その他運動公園施設 

8：30～ 

　 12：30

13：00～ 

　 17：00

8：30～ 

　 17：00

17：30～ 

　 21：30

区　　　　　分 

使　用　料（円） 

洞戸運動公園 

　　　
区　　　　分

　　　　　　　　　　使用料（円） 
　　　　　　　　　　　　　　貸切使用の場合（1時間につき） 

バイクトライアルテーマ館 1,000 

BMX・MTBコース 1,000

板取バイクトライアルテーマ館・板取BMX・MTBコース 
　利用期間［4月1日～11月末日の土、日曜日及び休日、小学校夏季休業日（月曜日及び休日の翌日を除く）］ 
　利用時間［9：00～16：00］ 
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  スポーツに使用 5,100 6,800 5,950 13,600 14,450 21,250 

  スポーツ以外に 
15,300 20,400 17,850 40,800 43,350 63,750 

  使用 

  アマチュア 
15,300 20,400 17,850 40,800 43,350 63,750

 10,600
 

  スポーツに使用 

  アマチュアスポーツ 
51,000 68,000 59,500 136,000 144,500 212,500 

  以外に使用 

サブア スポーツに使用 2,100 2,800 2,450 5,600 5,950 8,750 
1,600

 

リーナ スポーツ以外に使用 6,300 8,400 7,350 16,800 17,850 26,250 

武道場
 スポーツに使用 1,800 2,400 2,100 4,800 5,100 7,500 

 スポーツ以外に使用 5,400 7,200 6,300 14,400 15,300 22,500 

2―1会議室  750 1,000 870 2,000 2,120 3,120 500 

2―2会議室  600 800 700 1,600 1,700 2,500 400 

和室（1室）  450 600 520 1,200 1,270 1,870 300

◎メインアリーナの面積を2分の1又は3分の1に、サブアリーナ又は武道場の面積を2分の1に分割して使用する場合 

　（冷暖房料を除く。）は、当該金額のそれぞれ2分の1又は3分の1に相当する額とします。 

 
区　分

 金　　　額（円） 

 メインアリーナ サブアリーナ 

点灯方法 全　　　灯 半　　　灯 全　　灯 半　　灯 

使用面積 全　面 2分の1 3分の1 全　面 2分の1 3分の1 全　面 2分の1 全　面 2分の1 

電灯料 3,000 1,500 1,000 1,500 750 500 800 400 400 200

温水プール
 当日利用券（1人1回） 400 100 無　料 100 

 回数利用券12枚綴り 4,000 1,000 無　料 1,000

一　般 小中学生 幼　児 
開 館 時 間 

金　　　額（円） 

区　　　　　分 

休館日［毎週月曜日、休日の翌日（その日が月曜日に当たるときはその翌日）、年末年始（12/29～1/3）］ 

わかくさ・プラザ　総合体育館 

■体育館 

区　　　　　分 

使　用　料（円） 冷暖房料 
（円） 

（1時間につき） 
9：00～ 
　12：00

13：00～ 
　17：00

18：00～ 
　21：30

9：00～ 
　17：00

13：00～ 
　21：30

9：00～ 
　21：30

メイン 

アリーナ 

入場料を 
徴収しな 
い場合 

入場料を 
徴収する 
場合 

電灯を使用する場合（1時間あたり）の加算額 

温水プール 

平日 10：00～21：00 

日曜・祝日 10：00～17：00

高齢者（満65歳以上） 
及び心身障害者 

（注） 

（注）身体障害者福祉法の規定に基づく身体障害者手帳若しくは療育手帳の交付を受けている方又はこれらと同程度の 
　　　障害を有する方。 



高校生以上 1,050 1,050 2,100 1,050 2,620 

中学生以下 520 520 1,050 520 1,360 

高校生以上 520 520 1,050 520 1,360 

中学生以下 210 210 420 210 520 

高校生以上 2,100 2,100 3,150 2,100 5,250 

中学生以下 1,050 1,050 1,570 1,050 2,620 

高校生以上 2,100 2,100 3,150 2,100 5,250 

中学生以下 1,050 1,050 1,570 1,050 2,620 

高校生以上 1,050 1,050 1,570 1,050 2,620 

中学生以下 520 520 780 520 1,310 

高校生以上 1,050 1,050 1,570 1,050 2,620 

中学生以下 520 520 780 520 1,310

◎中池体育館、洞戸体育館、板取体育館又は武芸川体育館の各体育室を半面使用する場合は、当該使用料の2分の1の 

　額とします。 

各体育館の体育室の照明料（1室） 1,050 1,050 2,100 1,050 3,150 

武芸川体育館の柔道場又は剣道場の照明料 520 520 1,050 520 1,570 

中池体育館の会議室又は和室の冷暖房料（1室） 1,050 1,050 2,100 1,050 3,150

上記各体育館の照明設備又は冷暖房設備を使用する場合の加算額 

各体育館 

洞戸体育館の体育室 

又は板取体育館の体育室 

上記以外の体育館の体育室 

会議室 
又は和室 
　　（1室） 

武芸川 

体育館 柔道場又は 

剣道場 

体育室 

中　池 

体育館 

体育室 

区　　　　　分 8：30～ 
　12：30

13：00～ 
　17：00

8：30～ 
　17：00

17：30～ 
　21：30

8：30～ 
　21：30

使　用　料（円） 

区　　　　　分 

金　　　額（円） 

8：30～ 

　12：30

13：00～ 

　17：00

8：30～ 

　17：00

17：30～ 

　21：30

8：30～ 

　21：30

関市・武儀郡町村合併協議会 
〒501－3894　関市若草通３丁目１番地　関市役所６階　TEL 0575-23-9960　 
URL http://www.city.seki.gifu.jp/chuno-gappei/

編
集
・
発
行 

環境にやさしい植物性大豆インキと 
古紙配合率100％再生紙を使用しています。 

この協議会だよりは、岐阜県合併協議会支援交付金を受けています。 


