長野県立武道館規則案について
スポーツ課

１

制定の理由及び内容
令和元年７月 16 日に長野県立武道館条例が公布されることに伴い、長野県立武道館の管

理等に関し必要な事項を定めた長野県立武道館規則を制定する。

２

施行期日
令和２年３月１日

（参考）長野県立武道館の概要
１ 位

置

佐久市猿久保字野馬窪

２ 敷地面積

22,323 ㎡

３ 建築面積

10,720 ㎡

４ 延べ面積

12,382 ㎡

５ 構 造 等

ＲＣ造＋Ｓ造＋木造

６ 整備諸室

主道場 競技面積 2,348 ㎡（柔・剣道場６面可能）、観客席 1,512 席

地上２階建

道場１（畳敷き）

競技面積 763 ㎡（柔道場３面可能）

道場２（板張り）

競技面積 763 ㎡（剣道場３面可能）

その他 会議室・師範室・器具庫・シャワー室 等
７ 供用開始

令和２年３月

長野県立武道館規則案
（趣旨）
第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）
及び長野県立武道館条例（令和元年長野県条例第 号。以下「条例」という。）の規定に
基づき、長野県立武道館（以下「武道館」という。）の管理等に関し必要な事項を定める
ものとする。
（利用の申込み）
第２条 条例第３条の規定による利用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載
した申請書を条例第４条の規定により武道館の管理を行う指定管理者（以下「指定管理者」
という。）に提出しなければならない。ただし、専用しないで利用する場合にあっては、
口頭によることができる。
(1) 氏名及び住所（団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の
所在地）
(2) 利用目的
(3) 利用日時
(4) 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合にあっては、その旨及び当該
徴収する入場料又はこれに類するものの予定総額
(5) アマチュアスポーツ以外に利用する場合にあっては、その旨
(6) 利用人員
(7) 利用する施設の名称
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が利用の許可を行うために必要と認める事
項
（利用許可書の交付）
第３条 指定管理者は、条例第３条の規定による利用の許可をしたときは、その利用許可書
を交付しなければならない。ただし、前条ただし書の場合にあっては、この限りでない。
（利用の変更又は取消し）
第４条 前条の規定による利用許可書の交付を受けた者（以下「利用者」という。）が、利
用の変更をしようとするときは、その理由及び内容を記載した申請書に当該利用許可書を
添付して、指定管理者に提出しなければならない。
２ 利用者が、利用の取消しをしようとするときは、その理由を記載した届出書に前条の利
用許可書を添付して、指定管理者に提出しなければならない。
（遵守事項）
第５条 利用者その他の武道館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 武道館の施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 武道館内に爆発物、可燃物等の危険物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 備品を武道館の外に持ち出さないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、武道館の秩序の維持について指定管理者が長野県教育

委員会（以下「教育委員会」という。）の承認を得て定める事項
（損傷又は滅失の届出）
第６条 利用者は、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を指定管
理者に届け出て、指定管理者の指示に従いこれを弁償し、又は原状に復さなければならな
い。
（利用後の処理）
第７条 利用者は、施設又は備品の利用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨
を指定管理者に届け出なければならない。
（指定の申請）
第８条 条例第７条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書（別記様式）によるものと
する。
２ 条例第７条に規定する教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、
条例第５条の申請を行うもの（以下この項において「申請者」という。）について教育委
員会がその性格に応じ前項に規定する申請書に添付することを要しないものと認める書
類がある場合には、当該書類を除く。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
(2) 申請の日の属する事業年度の前３年の各事業年度における申請者の事業の状況を記
載した書類、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書又はこれらに準ずるもの
(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における申請者の事業の実施及び収支に
係る計画を記載した書類
(4) 役員の名簿及び履歴書
(5) 申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類
(6) 申請者が条例第８条第４号に該当する旨の誓約書
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
（利用の停止又は許可の取消しを行うことができる場合）
第９条 条例第11条第３号に規定する教育委員会規則で定める場合は、第５条の規定に違反
した場合とする。
（補則）
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が
定める。
附 則
この規則は、令和２年３月１日から施行する。

（別記様式）（第８条関係）
指定管理者指定申請書
年
長野県教育委員会

月

日

殿

申請者

主たる事務所の所在地
団体の名称
代表者氏名

㊞

長野県立武道館の指定管理者の指定を受けたいので、長野県立武道館条例第５条の規定
により申請します。
（備考） ２以上の団体が共同して申請する場合は、これらの団体の代表者がそれぞれ主
たる事務所の所在地及び名称を記載し、記名押印した書類を添付すること。
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ࡵࡿ㢠ࢆᇶ‽ࡋࡓ㢠ࢆ㑏ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
   ⏝ࡍࡿ⪅ࡢ㈐௵ࡼࡽ࡞࠸⌮⏤࡛⏝࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡁࠋ



  ⏝ࡢ⏦㎸ࡳࢆࡋࡓ⪅ࡀ▱ࡀᐃࡵࡿ᪥ࡲ࡛ࡑࡢ⏦㎸ࡳࢆྲྀࡾᾘࡋࡓࡁࠋ
  ๓㸰ྕᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊ▱ࡀᐃࡵࡿ≉ูࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࡁࠋ

 㸦⟶⌮➼ࡢጤ௵㸧
➨᮲ ࡇࡢ᮲ᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊṊ㐨㤋ࡢ⟶⌮ཬࡧࡇࡢ᮲ࡢ⾜㛵ࡋᚲせ࡞㡯
ࡣࠊᩍ⫱ጤဨࡀᐃࡵࡿࠋ
   㝃 ๎
 㸦⾜ᮇ᪥㸧
㸯 ࡇࡢ᮲ࡣࠊ௧㸰ᖺ㸱᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊḟ㡯ࡢつᐃࡣࠊබᕸࡢ᪥ࡽ
⾜ࡍࡿࠋ
 㸦‽ഛ⾜Ⅽ㸧
㸰 ➨㸳᮲ࡢつᐃࡼࡿᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢᣦᐃཬࡧ➨᮲➨㸱㡯ࡢつᐃࡼࡿ⏝ᩱ㔠ࡢタᐃ
୪ࡧࡇࢀࡽ㛵ࡋᚲせ࡞ᡭ⥆ࡣࠊࡇࡢ᮲ࡢ⾜ࡢ᪥๓࠾࠸࡚ࡶࠊ➨㸳᮲ࡽ➨㸷᮲
ࡲ࡛ࠊ➨᮲ཬࡧ➨᮲➨㸱㡯ࡢつᐃࡢࡼࡾ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ




㸦ู⾲㸧
㸦➨᮲㛵ಀ㸧
㸯 㐨ሙࠊᰂ㐨ሙཬࡧ㐨ሙ
  ᑓ⏝ࡍࡿሙྜ
㔠    㢠
༊    ศ

㐨ሙ

࣐ࢳࣗࢫ࣏࣮ࢶ
⏝ࡍࡿሙྜ

࣐ࢳࣗࢫ࣏࣮ࢶ௨እ
⏝ࡍࡿሙྜ

ᅛᐃࡉࢀࡓほᐈᖍ
ࢆ⏝ࡍࡿሙྜ

㸯㛫ࡘ࠸࡚
㸯㛫ࡘ࠸࡚



ᅛᐃࡉࢀࡓほᐈᖍ

  ࠌ

  ࠌ

ࢆ⏝ࡋ࡞࠸ሙྜ
ᰂ㐨ሙ


  ࠌ


  ࠌ



㐨ሙ



 㸦ഛ⪃㸧 ࣐ࢳࣗࢫ࣏࣮ࢶ௨እ⏝ࡍࡿሙྜ࡛ࠊධሙᩱཪࡣࡇࢀ㢮ࡍࡿࡶࡢࢆᚩ
ࡋ࡚⏝ࡍࡿࡁࡣࠊࡇࡢ⾲ᥖࡆࡿ༊ศᚑ࠸ࠊᙜヱ༊ศᐃࡵࡿ㢠㸦㸰௨
ୖࡢ༊ศヱᙜࡍࡿࡁࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ༊ศᐃࡵࡿ㢠ࡢྜィ㢠㸧ࠊධሙᩱཪ
ࡣࡇࢀ㢮ࡍࡿࡶࡢࡢ⥲㢠ศࡢ㸳ࢆࡌ࡚ᚓࡓ㢠㸦ࡑࡢ㢠ᮍ‶ࡢ➃
 

ᩘࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊࡑࡢ➃ᩘࢆษࡾᤞ࡚ࡓ㢠㸧ࢆຍ⟬ࡋࡓ㢠ࡍࡿࠋ
  ᑓ⏝ࡋ࡞࠸ሙྜ
༊    ศ
㐨ሙ

㔠    㢠
୍⯡

ᑠ࣭୰Ꮫ⏕ཬࡧ㧗ᰯ⏕

㸯ே㸯㛫ࡘ࠸࡚

ᰂ㐨ሙ

㸯ே㸯㛫ࡘ࠸࡚



㐨ሙ



㸰 ㆟ᐊ
༊    ศ

㔠    㢠

㆟ᐊ

㸯㛫ࡘ࠸࡚       

ᑠ㆟ᐊ

ࠌ        

㸱 ഛရ➼
༊    ศ
ഛရࢆ⏝ࡍࡿሙྜ
෭ᡣཪࡣᬮᡣࢆ⏝ࡍࡿሙྜ

㔠    㢠
▱ࡀูᐃࡵࡿ㢠

