
 

平成３０年度 第１回碧南市学校施設開放運営審議会次第 

 

                    日時 平成３０年７月２６日（木） 

                       午後３時００分より 

                    会場 碧南市臨海体育館 会議室 

 

 

１ 挨拶ならびに会長・委員任命 

 

 

２ 委員紹介 

 

 

３ 副会長の選出 

 

 

４ 議題 

（１）平成２９年度学校施設開放事業結果について 

 

 

（２）平成３０年度学校施設開放事業計画について 

 

 

  （３）平成３０年度学校施設開放利用団体 

 

  

  （４）トラブル発生状況 

 

 

５ その他 

（１）学校施設開放に関する利用上の注意について 

 

（２）学校施設開放に関する条例ならびに規則について 

 

 

 

 



平成３０年度碧南市学校施設開放運営審議会委員名簿

氏  名 役員職名等 備考

※ 神谷　晃 新川小学校長

深津　研一 中央小学校長

杉浦　あさの 棚尾小学校長

※ 立花　明徳 西端小学校長

※ 長谷　栄次 東中学校長

坪井　基紀 碧南高等学校長

稲垣　孝臣 碧南工業高等学校長

伴野　義雄 碧南市体育協会理事長 識見を有するもの

井上　浩之 碧南市スポーツ推進委員 スポーツ推進委員

池田　定史 インディアカ協会

鳥居　正治 少年野球育成連盟

古久根　久美子 バレーボール協会

岡田　一穂 碧南空手道会

近藤　美孝 碧南市サッカー協会

任期：平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日（１年）

 ※　新委員

社会教育関係団体の代表者

開放施設校の校長



　市民にとって最も身近な施設である学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で開放し、

地域スポーツの普及・振興を図るとともに生涯スポーツの基盤とした。

（１）学校施設開放種目別登録団体 平成３０年３月３１日時点

種　目
ﾊﾞﾚｰ
ﾎﾞｰﾙ

ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾎﾞｰﾙ

卓球
軟式
野球

ｿﾌﾄ
ﾊﾞﾚｰ

ﾊﾞﾄﾞ
ﾐﾝﾄﾝ

ｻｯｶｰ
ｲﾝﾃﾞｨｱ

ｶ
体操 その他 合  計

団体数 16 16 4 8 12 4 16 4 5 14 99

登録者数 310 300 122 297 164 57 2,538 44 140 289 4,261

※その他：剣道、空手道、ソフトボール、フットサル、マーチング、

　　　　　よさこい踊り、ソフトテニス、ディスクドッヂ

（２）学校施設開放状況 平成３０年３月３１日時点

開放校 対象 回数 人数

昼間児童 149 6,297

夜間 204 5,548

昼間一般 20 253

昼間児童 115 3,396

夜間 123 2,029

昼間一般 35 448

昼間児童 164 7,105

夜間 360 3,595

昼間一般 80 1,771

昼間児童 176 7,988

夜間 176 3,942

昼間一般 23 279

昼間児童 64 3,210

夜間 94 1,175

昼間一般 88 813

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

少年野球･少年ｻｯｶｰ

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・
新体操・ﾃﾞｨｽｸﾄﾞｯﾁﾞ

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

少年野球･少年ｻｯｶｰ・
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・
新体操・ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ等

種目

少年野球･少年ｻｯｶｰ・
新体操

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・新体操・
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

少年野球･少年ｻｯｶｰ・
新体操

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・
新体操

中　央
小学校

大　浜
小学校

棚　尾
小学校

日　進
小学校

開放日時

平成２９年度　学校施設開放結果

開放施設

新　川
小学校

火～土曜日
19:00～22:00

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･体育館
土･日･祝･休業日の昼間

9:00～17:00

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
ﾏｰﾁﾝｸﾞ

少年ｻｯｶｰ

土曜日
9:00～17:00

体育館

体育館

体育館

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰ・
ｲﾝﾃﾞｨｱｶ・ｻｯｶｰ

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・
ｲﾝﾃﾞｨｱｶ

月～土曜日
19:00～22:00

土曜日
9:00～17:00

月～土曜日
19:00～22:00

土・日曜日
9:00～17:00

火～金曜日
19:00～22:00

土・日曜日
9:00～17:00

土･日･祝･休業日の昼間
9:00～17:00

土･日･祝･休業日の昼間
9:00～17:00

体育館

体育館

体育館

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･体育館

土･日･祝･休業日の昼間
9:00～17:00

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･体育館

土･日･祝･休業日の昼間
9:00～17:00

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

火･水･木･日曜日
19:00～22:00

体育館

土曜日
13:00～17:00

体育館

体育館

体育館



開放校 対象 回数 人数

昼間児童 72 4,645

夜間 90 1,630

昼間一般 25 563

昼間児童 154 5,631

夜間 74 941

昼間一般 14 217

夜間 481 7,716

夜間 214 8,682

昼間一般 0 0

夜間 312 5,686

夜間 181 8,420

昼間一般 0 0

夜間 272 4,364

昼間一般 0 0

夜間 331 7,498

夜間 132 4,320

昼間一般 0 0

夜間 495 7,701

夜間 89 2,060

昼間一般 0 0

碧南高 昼間児童 0 0

碧南工 昼間一般 0 0

ｻｯｶｰ

ｻｯｶｰ

少年野球

ｻｯｶｰ

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ･ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･
ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・剣道・新体操

ｻｯｶｰ

ｻｯｶｰ

新　川
中学校

中　央
中学校

南
中学校

東
中学校

体育館･卓球場

火～日曜日
19:00～22:00

通年
19:00～21:00

日曜日昼間（不定期）

毎日
19:00～22:00

通年
19:00～21:00

西  端
中学校

　火～日曜日
19:00～22:00

通年
19:00～21:00

日曜日昼間（不定期）

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

鷲  塚
小学校

西  端
小学校

種目

少年野球･少年ｻｯｶｰ

ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・新体操・ｻｯｶｰ

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

少年野球･少年ｻｯｶｰ

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ･ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･
卓球・空手道・体操等

毎日
19:00～22:00

土･日･祝･休業日の昼間
9:00～17:00

土曜日
13:00～17:00

土曜日
13:00～17:00

火～土曜日
19:00～22:00

火～土曜日
19:00～22:00

開放日時

日曜日昼間（不定期）

　火～日曜日
19:00～22:00

通年
19:00～21:00

日曜日昼間（不定期）

毎月第１日曜日
8:00～17:00

日曜日昼間（不定期）

体育館

体育館･
卓球場・武道場

体育館

体育館

体育館

ｻｯｶｰ･ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ・ﾃﾆｽ

ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・よさこい踊り

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

人（平成28年度実績　104,300人）

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ﾃﾆｽｺｰﾄ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ･ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･
ｲﾝﾃﾞｨｱｶ・剣道・体操

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ｻｯｶｰ･野球・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

ｻｯｶｰ

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ･ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･
ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・空手道等

ｻｯｶｰ

開放施設

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

体育館･卓球場

土･日･祝･休業日の昼間
9:00～17:00

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

日曜日昼間（不定期）

ｻｯｶｰ

ｲﾝﾃﾞｨｱｶ・ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ・
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ﾌｯﾄｻﾙ等

体育館･武道場

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ﾃﾆｽｺｰﾄ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

○年間延べ利用人数

○年間延べ利用回数

117,923

4,807 回（平成28年度実績　 4,254回）

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

体育館･卓球場

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ



１　事業概要

　　　学校の体育施設を授業や行事に支障のない範囲で地域スポーツのために開放する。

　　　利用できる者は、あらかじめ学校開放登録団体として許可を受けた団体。

２　利用団体条件　　

　　　構成人員の１０人以上が市内在住又は在勤の者であるグループ。

３　開放期間　　平成３０年４月～平成３１年３月

４　開放校

　　（１）小学校　（７校）新川小、中央小、大浜小、棚尾小、日進小、鷲塚小、西端小

　　（２）中学校　（５校）新川中、中央中、南中、東中、西端中

　　（３）高等学校（２校）碧南高等学校、碧南工業高等学校

５　開放施設及び形態

　　（１）開放施設　体育館、武道場、卓球場、グラウンド、テニスコート

　　（２）開放形態　別紙表参照

６　利用申請及び許可

　　（１）昼間の小・中学校（グラウンド）及び高等学校

　　　　　教育委員会スポーツ課へ年間利用申請書を提出し、許可（許可書）を受ける。

　　　　　高等学校は、行政財産使用許可申請書により、当該学校長宛に申請し許可を受ける。

　　（２）昼間の小学校（体育館）、夜間の小・中学校

　　　　　利用日の属する月の３ヶ月前から利用日前日まで（夜間屋外施設は３日前まで）に、

　　　　　碧南市公共施設予約案内システムまたは、碧南市のホームページにより、教育委員会

　　　　　スポーツ課へ申請し許可を受ける。

７　管理指導員

　　施設の整備点検を行い、安全を確保するとともに利用者の事故防止に努める。

　　又、利用者に利用方法その他必要事項を指示する。

８　学校施設開放事業に係わる諸会合

　　（１）運営審議会　平成３０年７月２６日（木）午後３時　臨海体育館

　　（３）小・中学校関係者事務打合せ会　平成３０年４月２６日（木）午後４時　臨海体育館

平成３０年度　碧南市学校施設開放事業計画

　　（２）代表者及び管理指導員説明会　平成３１年３月２３日（土）午後６時　臨海体育館



 平成３０年７月２６日現在

体育館１９：００～２２：００

種目(曜日) 団体名 種目(曜日) 団体名 (曜日)種目 団体名

(月)

(土)(日)少年野球 新川ペガサス※ (土)(日)少年野球 新川ペガサス※ (火)バレーボール サン・マミーズ（半面）

(土)(日)少年サッカー 新川サッカー少年団※ (土)(日)少年サッカー 新川サッカー少年団※ 　　バスケットボール ＳＥＧＡＲＥ（半面）

(水)新体操 みなみ新体操クラブ※

(日)新体操 リトルプリンセスＲＧ※ (土)バレーボール サン・マミーズ (木)バレーボール 碧南クラブ

(金)バレーボール 碧クラブ（半面）

　　バレーボール ジオン軍（半面）

(土)バスケットボール 市スポーツ教室

(日)

(火)バレーボール 中央レッツ

(土)(日)少年野球 碧南コスモス※ (土)(日)少年野球 碧南コスモス※ (水)ソフトバレー 中央ピース

(土)(日)少年サッカー 中央サッカー少年団※ (土)(日)少年サッカー 中央サッカー少年団※ (木)新体操 碧南新体操クラブ※

(金)バスケットボール ＳＥＧＡＲＥ

(土)元気ッス！キッズ 市スポーツ教室 (土)バレーボール 中央レッツ (土)

(日)新体操 碧南新体操クラブ※ (日)マーチング 愛五鼓笛隊 (日)ソフトバレー ｃｏｐａｎ

(月)新体操 リトルプリンセスＲＧ※

(土)(日)少年野球 大浜ファイターズ※ (土)(日)少年野球 大浜ファイターズ※ (火)バレーボール 大浜（半面）

(土)(日)少年サッカー 大浜サッカー少年団※ (土)(日)少年サッカー 大浜サッカー少年団※ 　　バドミントン みんなｄｅリング２５（半面）

(水)バドミントン ＲＥＣ

(土)バスケットボール 碧南アンビシャス※ (土)バレーボール 大浜 (木)バレーボール ＺＥＢＲＡ

(日)バスケットボール ＦＴＣ碧南 (土)バレーボール へきなん総合型スポーツ (金)ディスクドッヂ 大浜子ども会ＯＢ会

　クラブ (土)バレーボール 碧南ジュニアＯＣＥＡＮ　ＷＩＮＳ

(日)バスケットボール ＦＴＣ碧南 (日)バスケットボール ＦＴＣ碧南

(月)スーパーキッズ へきなん総合型スポーツ

(土)(日)少年野球 碧南ライナーズ※ (土)(日)少年野球 碧南ライナーズ※ 　クラブ

(土)(日)少年サッカー 棚尾サッカー少年団※ (土)(日)少年サッカー 棚尾サッカー少年団※ (火)バスケットボール シーホース

(水)新体操 リトルプリンセスＲＧ※

(土)バスケットボール 碧南アンビシャス※ (土)バレーボール たなお (木)バスケットボール 碧南アンビシャス

(日)バスケットボール 碧南アンビシャス※ (日)バスケットボール ＳＥＧＡＲＥ (金)エアロビクス 市スポーツ教室

(土)新体操 碧南新体操クラブ※

(日)バスケットボール ＳＥＧＡＲＥ

(火)バレーボール 旭クラブ

(土)(日)少年サッカー 日進サッカー少年団※ (土)(日)少年サッカー 日進サッカー少年団※ (水)ソフトミニバレー ママキャロット

(日)少年野球 鷲塚ジャガーズ※ (木)インディアカ ビギナーズ

(金)サッカー 碧南フットボールクラブ※

(土)インディアカ ブディーノ (土)バレーボール 旭クラブ (土)

(日)ソフトバレー ＯＲＥＮＧＥ (日)ソフトバレー フレッシュ (日)

(火)サッカー 碧南フットボールクラブ※

(土)(日)少年野球 鷲塚ジャガーズ※ (土)(日)少年野球 鷲塚ジャガーズ※ (水)サッカー 碧南フットボールクラブ※

(土)(日)少年サッカー 鷲塚サッカー少年団※ (土)(日)少年サッカー 鷲塚サッカー少年団※ (木)新体操 リトルプリンセスＲＧ※

(金)新体操 碧南新体操クラブ※

(土)バレーボール 鷲塚リリーズ (土)ソフトバレー ば・ばレー部

(日)新体操 碧南新体操クラブ※ (日)

(火)バスケットボール ＳＧＲ

(土)(日)少年野球 西端少年野球クラブ※ (土)(日)少年野球 西端少年野球クラブ※ (水)

(土)(日)少年サッカー 西端サッカー少年団※ (土)(日)少年サッカー 西端サッカー少年団※ (木)

(金)ソフトバレー コスモス

(土)バレーボール 西端ニューメイツ (土)よさこい 神起～星宿～

(日)

     グラウンド      グラウンド 団体名後の※印

スポーツ少年団所属団体

平成３０年度  学校施設開放事業計画（小学校）
午前 午後 夜間

休業日９：００～１２：００ 休業日１３：００～１７：００

グラウンド グラウンド

新　川
小学校

グラウンド グラウンド

体育館 体育館

中　央
小学校 体育館 体育館

グラウンド グラウンド

大　浜
小学校

体育館 体育館

グラウンド グラウンド

棚　尾
小学校

体育館 体育館

グラウンド グラウンド

日　進
小学校 体育館 体育館

グラウンド グラウンド

鷲　塚
小学校 体育館 体育館

グラウンド グラウンド

西　端
小学校 体育館 体育館



 平成３０年７月２６日現在

体育館・卓球場・武道場　１９：００～２２：００

グラウンド・テニスコート１９：００～２１：００

種目(曜日) 団体名 種目(曜日) 団体名 (曜日)種目 団体名

(月)バスケットボール 碧南ジュニア

　　空手道※２ 山田道場

(火)バスケットボール エクストラベル

  　卓球※１ 中川金属卓球クラブ

    ソフトテニス※３ 碧ＳＴＣ

(水)健康体操 新川体操クラブ

    空手道※２ 碧南市空手スポーツ少年団新川支部※

(木)卓球※１ ひよっ子卓球クラブ

    空手道※２ 山田道場

    ソフトテニス※３ ルーセント

(金)バドミントン 衣浦バドミントンクラブ

    卓球※１ 中川金属卓球クラブ

(土)バスケットボール たけしくらぶ２ｎｄ

    空手道※２ 碧南市空手スポーツ少年団新川支部※

(日)バスケットボール シーパーズ（半面）

　　バスケットボール ＢＢＭ（半面）

　　卓球※１ さくらＴ．Ｃ

(火)バスケットボール 碧南ジュニア

　　空手道※２ 碧南空手道会大浜支部中央※

(水)ソフトバレー にこにこくらぶ（半面）

　　ソフトバレー ソラール（半面）

    剣道※２ 中剣会

(木)バドミントン ジュピター

    空手道※２ 碧南空手道会大浜支部中央※

(金)フットサル 碧南市サッカー協会フットサル委員会

(土)インディアカ ウイングス

(日)フットサル 碧南市サッカー協会フットサル委員会

(月)ソフトバレー はぴねすＮＴＫ

(火)バレーボール たなお

(水)バスケットボール 碧南Ｂ．Ｂ．Ｃ

(木)バスケットボール ＷＯＲＬＤ

(金)バレーボール 碧南ジュニアＯＣＥＡＮ　ＷＩＮＳ

(土)バレーボール ＥＥＬ（半面）

    ドッヂボール ラクダＳ.Ｃ（半面）

　　空手道※１ 空手協会※

(日)バスケットボール ガスターズ

(火)バレーボール 鷲塚リリーズ

    剣道※１ 神修会

(水)バレーボール 碧南ジュニアＯＣＥＡＮ　ＷＩＮＳ

　　剣道※１ 鷲塚剣道クラブ※

(木)サッカー 碧南フットボールクラブ※

(金)バスケットボール 碧南クラブ

(土)バスケットボール ＦＴＣ碧南

　　剣道※１ 神修会

(日)バスケットボール Ｔａｉｌ　Ｃａｓｔｌｅ

(火)バレーボール 西端ニューメイツ（半面）

    バレーボール ひまわり（半面）

    卓球※１ 碧南市卓球協会

(水)バスケットボール 源さん

    剣道※１２ 西端剣道クラブ※

(木)バレーボール ウルーズ・カマラード

    剣道※１２ 西端剣道クラブ※

(金)ソフトバレー ユッティ

    卓球※１ 碧南市卓球協会

(土)新体操 リトルプリンセスＲＧ※

    剣道※１２ 西端剣道クラブ※

(日)バスケットボール デストロイダー

碧南高校 (日)少年野球 碧南コスモス※ (日)少年野球 碧南コスモス※

    グラウンド     グラウンド ※１卓球場 団体名後の※印

※２武道場 スポーツ少年団所属団体

※３テニスコート

平成３０年度  学校施設開放事業計画（中学校・高等学校）
午前 午後 夜間

休業日９：００～１２：００ 休業日１３：００～１７：００

新　川
中学校

(日)サッカー
(日)サッカー

碧南市サッカー協会
碧南フットボール
　クラブ※

(日)サッカー
(日)サッカー

碧南市サッカー協会
碧南フットボール
　クラブ※

中　央
中学校

(日)サッカー
(日)サッカー

碧南市サッカー協会
碧南フットボール
　クラブ※

(日)サッカー
(日)サッカー

碧南市サッカー協会
碧南フットボール
　クラブ※

南
中学校

碧南市サッカー協会
碧南フットボール
　クラブ※

碧南市サッカー協会
碧南フットボール
　クラブ※

東
中学校

(日)サッカー
(日)サッカー

碧南市サッカー協会
碧南フットボール
　クラブ※

(日)サッカー
(日)サッカー

碧南市サッカー協会
碧南フットボール
　クラブ※

(日)サッカー
(日)サッカー

(日)サッカー
(日)サッカー

碧南市サッカー協会
碧南フットボール
　クラブ※

碧南市サッカー協会
碧南フットボール
　クラブ※

西　端
中学校

碧南工高
(日)サッカー
(日)サッカー

碧南市サッカー協会
碧南フットボール
　クラブ

(日)サッカー
(日)サッカー

碧南市サッカー協会
碧南フットボール
　クラブ

(日)サッカー
(日)サッカー

(日)サッカー
(日)サッカー



平成３０年７月２６日現在

種　　目
平成30年度
登録団体

平成29年度
登録団体 比　較

平成30年度
登録人員

平成29年度
登録人員 比　較

バレーボール 16 16 0 321 310 11

バスケットボール 15 16 -1 290 300 -10

バドミントン 4 4 0 57 57 0

インディアカ 3 4 -1 39 44 -5

体操（新体操・
健康体操等）

6 5 1 174 140 34

武道（剣道・
空手）

8 7 1 185 168 17

ソフトバレー・
ソフトミニバレー

11 12 -1 147 164 -17

卓　　球 4 4 0 108 122 -14

少年野球 6 6 0 246 274 -28

少年サッカー 7 7 0 503 509 -6

軟式野球 2 2 0 23 23 0

サッカー・
フットサル

9 10 -1 2,053 2,029 24

ソフトボール 1 2 -1 16 32 -16

テニス・
ソフトテニス

2 1 1 24 22 2

その他 3 3 0 79 67 12

計 97 99 -2 4,265 4,261 4

　※　その他…マーチング、ディスクドッヂ、よさこい踊り

平成３０年度　利用団体の登録状況（種目別）



平成３０年度　登録団体一覧表

団体名 利用種目 代表者名 管理指導員 会員数

旭ｸﾗﾌﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 小林　昌美 小林　昌美 12

EEL ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 都築　知佳 小池　祐穂 15

ｳﾙｰｽﾞ･ｶﾏﾗｰﾄﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 鈴木　雅子 鈴木　雅子 20

大浜ﾒｲﾂ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 石川　幸子 禰宜田　弘美 14

ｻﾝ･ﾏﾐｰｽﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 長田　一代 杉浦　有芳 14

ｼﾞｵﾝ軍 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 牧　勝博 牧　勝博 10

ZEBRA ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 石川　幸子 石川　幸子 10

たなお ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 高島　恵弥子 平澤　美有希 16

中央ﾚｯﾂ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 長坂　ゆかり 川手　真弓 13

西端ﾆｭｰﾒｲﾂ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 音無　忍 音無　忍 14

ひまわり ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 高橋　友子 石川　瑞子 11

碧南ｸﾗﾌﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 佐合　よし子 長坂　ゆかり 15

碧南ｼﾞｭﾆｱOCEAN WINS ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 宗宮　直人 宗宮　直人 100

へきなん総合型ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 杉浦　民生 横山　金矢 30

碧ｸﾗﾌﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 佐藤　美和子 山田　伊保里 14

鷲塚ﾘﾘｰｽﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 都築　美香 西川　澄枝 13

ｴｸｽﾄﾗﾍﾞﾙ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 佐野　克成 佐野　克成 20

FTC碧南 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 山中　裕宜子 山中　裕宜子 18

ｶﾞｽﾀｰｽﾞ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 竹内　竜太 竹内　竜太 10

源さん ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 沢田　真理子 沢田　真理子 17

ｼｰﾊﾟｰｽﾞ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 生田　亮紀 加藤　寿臣 13

SEGARE ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 小池　勝博 小池　勝博 10

たけしくらぶ2nd ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 山田　修二 山田　修二 22

Tail Castle ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 太田　友規 太田　友規 10

ﾃﾞｽﾄﾛｲﾀﾞｰ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 山口　和成 山口　和成 16

BBM ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 村松　庄大朗 村松　庄大朗 20

碧南ｱﾝﾋﾞｼｬｽ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 榊原　勝也 榊原　勝也 68

碧南ｸﾗﾌﾞ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 今氏　靖浩 今氏　靖浩 20

碧南ｼﾞｭﾆｱ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 杉浦　準 杉浦　準 14

碧南BBC ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 杉浦　準 杉浦　準 14



団体名 利用種目 代表者名 管理指導員 会員数

WORLD ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 永井　達也 永井　達也 18

衣浦ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 山岸　良行 山岸　良行 12

ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 岡本　茂義 岡本　茂義 11

みんなdeﾘﾝｸﾞ25 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 亀島　政司 亀島　政司 19

REC ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 磯貝　春美 磯貝　春美 15

ｳｲﾝｸﾞｽ ｲﾝﾃﾞｨｱｶ 池田　定史 池田　詔子 10

ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ ｲﾝﾃﾞｨｱｶ 松山　恒子 松山　恒子 12

ﾌﾞﾃﾞｨｰﾉ ｲﾝﾃﾞｨｱｶ 小笠原　清恵 小笠原　清恵 17

大浜子ども会OB会 ﾃﾞｨｽｸﾄﾞｯﾁﾞ 亀島　友美 亀島　友美 34

ﾗｸﾀﾞS.C ﾄﾞｯﾁﾞﾎﾞｰﾙ 梅村　知裕 梅村　知裕 20

新川体操ｸﾗﾌﾞ 健康体操 杉浦　卿子 板倉　弥生 25

神起～星宿～ よさこい 神谷　誠 日高　志保 18

碧南新体操ｸﾗﾌﾞ 新体操 亀蔦　初野 亀蔦　初野 46

へきなん総合型ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｽｰﾊﾟｰｷｯｽﾞ運動 杉浦　民生 長崎　良亮 30

みなみ新体操ｸﾗﾌﾞ 新体操 山下　久美子 田場　美智子 17

ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｾｽRG 新体操 水野　加奈子 水野　加奈子 38

空手協会 空手道 井上　浩之 井上　浩之 22

碧南空手道会大浜支部中央 空手道 角谷　利明 角谷　剛 20

碧南市空手ｽﾎﾟｰﾂ少年団新川支部 空手道 岡田　一穂 岡田　一穂 18

山田道場 空手道 山田　守 山田　守 14

神修会 剣道 鈴木　章博 鈴木　章博 50

中剣会 剣道 岩田　昭仁 岩田　昭仁 10

西端剣道ｸﾗﾌﾞ 剣道 原田　勝美 加藤　いづみ 32

鷲塚剣道ｸﾗﾌﾞ 剣道 松崎　光夫 松崎　光夫 19

ORANGE ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 石川　博子 水谷　達也 11

ｺｽﾓｽ ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 杉浦　高之 工藤　彩華 16

Copan ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 川手　真弓 川手　真弓 10

ｿﾗｰﾙ ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 中田　真也 中田　真也 10

中央ﾋﾟｰｽ ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 生田　かおり 生田　かおり 13

にこにこくらぶ ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 筒井　里美 筒井　里美 14

ば･ばﾚｰ部 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 津瀬　亜瑞美 津瀬　亜瑞美 13



団体名 利用種目 代表者名 管理指導員 会員数

はぴねすNTK ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 磯貝　正和 磯貝　正和 11

ﾌﾚｯｼｭ ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 福田　武士 福田　武士 15

ﾏﾏｷｬﾛｯﾄ ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰ 鈴木　佳世子 渡邊　愛佳 11

ﾕｯﾃｨ ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 神谷　豊 福西　葉子 23

さくらT.C 卓球 武保　敬一 石川　好志 16

中川金属卓球ｸﾗﾌﾞ 卓球 武保　敬一 石川　好志 63

ひよっ子卓球ｸﾗﾌﾞ 卓球 杉浦　義隆 杉浦　義隆 13

碧南市卓球協会 卓球 岩間　己喜夫 岡本　章 16

愛五鼓笛隊 ﾏｰﾁﾝｸﾞ 鈴木　道男 鈴木　千代 20

碧南市ｻｯｶｰ協会ﾌｯﾄｻﾙ委員会 ﾌｯﾄｻﾙ 角谷　泰善 角谷　泰善 215

大浜ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 少年野球 磯貝　大蔵 磯貝　大蔵 39

新川ﾍﾟｶﾞｻｽ 少年野球 山田　龍二 山田　龍二 46

西端少年野球ｸﾗﾌﾞ 少年野球 鳥居　牧夫 原田　政一 17

碧南ｺｽﾓｽ少年野球ｸﾗﾌﾞ 少年野球 杉浦　秀夫 杉浦　秀夫 36

碧南ﾗｲﾅｰｽﾞ 少年野球 鳥居　正治 内山　理 60

鷲塚ｼﾞｬｶﾞｰｽﾞ 少年野球 杉浦　行一 杉浦　賢次 48

大浜ｻｯｶｰ少年団 少年ｻｯｶｰ 富田　芳和 富田　芳和 66

新川ｻｯｶｰ少年団 少年ｻｯｶｰ 鳥居　良一 後藤　幸彦 94

棚尾ｻｯｶｰ少年団 少年ｻｯｶｰ 石川　征二 石川　征二 82

中央ｻｯｶｰ少年団 少年ｻｯｶｰ 建部　誠 建部　誠 41

西端ｻｯｶｰ少年団 少年ｻｯｶｰ 鳥居　弘幸 鳥居　弘幸 86

日進ｻｯｶｰ少年団 少年ｻｯｶｰ 黒田　巌 黒田　巌 70

鷲塚ｻｯｶｰ少年団 少年ｻｯｶｰ 服部　茂 服部　茂 64

OCEAN'S9 軟式野球 生田　亮紀 11

JAあいち中央碧南青年部野球部 軟式野球 三島　一太 12

愛建連碧南支部ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 白井　正人 16

千古園 ｻｯｶｰ 油谷　奏一郎 15

碧南市ｻｯｶｰ協会 ｻｯｶｰ 榊原　健 1505

碧南市ｻｯｶｰ協会ｼﾆｱ委員会 ｻｯｶｰ 杉浦　光 108

碧南市消防第5分団 ｻｯｶｰ 石橋　丈太朗 19

碧南女子ｻｯｶｰｽｸｰﾙ ｻｯｶｰ 若林　幸一 19



団体名 利用種目 代表者名 管理指導員 会員数

碧南ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ｻｯｶｰ 榊原　健 近藤　美孝 135

碧ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ ｻｯｶｰ 杉浦　光 17

U-15碧南ﾄﾚｾﾝ ｻｯｶｰ 久保田　隼也 久保田　隼也 20

碧ＳＴＣ ｿﾌﾄﾃﾆｽ 上野　雄二 11

ﾙｰｾﾝﾄ ｿﾌﾄﾃﾆｽ 吉田　あゆみ 13

夜間屋外施設点灯員 西端中 若園　春三

夜間屋外施設点灯員 東中 東海林　秀治

夜間屋外施設点灯員 中央中 野々山　良子

夜間屋外施設点灯員 新川中 石川　信夫



平成２９年４月～平成３０年７月 トラブル発生状況 

 

１ 学校側が利用不可日として申請をしていた日程にも関わらず、代表者が利

用不可日一覧表の確認を行わず、使用した。（中央小グラウンドなど） 

 

２ 利用団体の必要物品をグラウンドに置きっぱなしの状態とした。 

（中央小グラウンド） 

 

３ 学校利用時に学校の備品を破損させてしまった。 

（大浜小体育館、東中体育館） 

 

４ 体育館内に学校行事で貼られているグリーンシートがあり、学校利用の際

には剥がさないことが条件であったのだが、剥がして使用した。また、剥が

した後も元の状態に復旧しなかった。（西端小体育館） 

 

５ 学校内の駐車場を学校行事で利用していた保護者に対して、学校開放団体

の指導者が、車の運転等に対して罵倒を行った。（新川小グラウンド） 

 

６ 学校開放利用者の車が、学校職員の帰宅を妨げるような形で駐車されてい

ることがあった。（東中学校など） 

 

７ バレーボール用の支柱が重く、利用時に怪我をする可能性がある。 

（日進小体育館） 

  

 

⇒上記のようなトラブルが発生いたしました。 

トラブルが発生した際には、該当学校を利用する団体に対して、口頭注意及

び文書送付により、再発防止に努めていただくようにしております。 

  

 



１　開放の形態

　　開放校と開放時間

開放施設

体育館

グラウンド

体育館

グラウンド

体育館

卓球場

武道場

グラウンド

テニスコート

２　学校施設使用時の予約について

　　（１）昼間の小学校（体育館）、夜間の小・中学校（体育館、卓球場、武道場）

　　使用月の３ヶ月前から前日までに、公共施設予約システムにより利用申請をすること。

　　（２）夜間の中学校（グラウンド、テニスコート）

　　　　　利用申請については、３日前までに行ってください。

・パソコン、携帯電話での予約：『碧南市ホームページ⇒公共施設予約システム』

・公共施設に設置されている利用者端末機での予約

　【設置施設】　

　　（３）昼間の小・中学校(グラウンド)

　　　　　教育委員会スポーツ課へ年間利用申請書を提出し、許可（許可書）を受けること。

　　　　　変更等があった場合は、速やかにスポーツ課に連絡すること。

３　使用料及び照明料

体育館等使用料

無　料

４　賠償責任

　　利用者が開放校の施設、備品、設備等を破損したり、紛失した場合は、利用者が賠償

　　すること。

５　利用上の注意事項

　　（１）管理指導員の指示に従うこと。

　　（２）利用の際は、利用許可証（別添）を必ず持参すること。

　　（３）開放施設以外には絶対入らないこと。

　　（４）学校敷地内では、喫煙・飲酒をしないこと。喫煙は学校の敷地外で行い、吸殻

　　　　　入れは各団体で用意すること。

　　（５）ごみ等は利用者で持ち帰り、学校敷地内には残さないこと。

　臨海体育館、碧南市役所、文化会館、東部・南部市民プラザ、農業者コミュニティセンター

屋内　午後
休校日　13:00～17:00

登録団体でその学校使用の
許可を得た団体

休校日　9:00～12:00

武道場

施設使用料

屋外　夜間

屋外　午後

各曜日　19:00～21:00

各曜日　19:00～22:00屋内　夜間

公共施設予約システムでの予約について

グラウンド

体育館

卓球場 全面１時間　　　４２０円

夜間照明施設使用料施　設

学校施設開放に関する利用上の注意

条　　件開放日・開放時間対　象

屋外　午前

テニスコート

全面２時間　４，３２０円

１面２時間　　　６００円

屋内　午前



 （６）利用後は、火気の点検、施設等の整理、清掃、屋内においては、施設内すべての施 

    錠などを必ず行い、屋外においては、グラウンド・テニスコートの整地を行うこと。 

 （７）体育館利用の場合は屋内シューズ、テニスコート利用の場合はテニスシューズを 

    使用すること。 

 （８）自動車および自転車の乗り入れ・駐車は整頓よく行い、管理指導員の指示に従うこと。 

 （９）施設、物品を破損した場合、必ず翌日の朝までに学校へ報告すること。 

（児童、生徒への危険回避のため。） 

（１０）利用団体に所属しない者を施設内に入れない。ただし、試合等での相手チーム、審

判員、救護員等はその限りではない。マナーを守り責任を持って使用すること。 

（１１）利用後は、校門を閉めること。 

（１２）子ども（中学生以下）のいる団体については午後９時までに終了すること。 

（１３）その他、スポーツマンとしてのマナーを守り、施設・設備を大切に取り扱うこと。 

   （別紙「学校体育施設を利用する皆さんへ」を会員に配布し、記載事項を遵守すること） 

（１４）雨天の場合、ナイター利用ができるかどうかは、『当日の午後５時以降』に臨海体育館に

確認すること。又、天候不良・会場不良に伴うキャンセルは、無料となります。 

必ず、臨海体育館までご連絡ください。（臨海体育館 ℡４８－５３１１） 

    臨海体育館が休館日の場合は、以下の夜間屋外施設点灯員に直接確認すること。 

    新川中学校 石川 信夫 ４８－３８７７ 

    中央中学校 野々山良子 ４１－０１９６ 

    東中学校  東海林秀治 ４１－７５９７ 

    西端中学校 若園 春三 ４８－１０２９ 

 

６ 利用できる施設・設備の範囲 

区分 施   設 設 備 備   品 

屋内 体育館・武道場・卓球場 トイレ・水飲場 支柱・卓球台・ネット・得点板など 

屋外 グラウンド・テニスコート トイレ・水飲場 ネット・整地用トンボ・ローラーなど 

 

７ 利用の中止および登録の取り消し 

 利用団体が申請と異なった利用をした場合、利用の中止および登録の取り消しを行いま

す。※上記の注意事項を守らなかった場合についても、利用の中止および登録の取り消

しを行います。 

 

８ 支払い 

 （１）口座引落の場合は、後納となります。(利用日の翌月末日に引落になります。） 

（２） 現金支払いの場合は、原則的には公民館窓口等にて当日お支払いをお願いしま

す。（屋内施設利用団体は、鍵を取りに行く際・屋外ナイター施設利用団体に

つきましては、最寄りの公民館にて） 



９ 取り消し 

 自己の都合で取り消しをする場合は、１週間前までに行なって下さい。 

 ※１週間～前日は半額、当日の取り消しは全額のキャンセル料がかかります。この場

合のキャンセルは、文化会館、臨海体育館、南部市民プラザ、東部市民プラザ、農業

者コミュニティセンター、各公民館で行なって下さい。 

１０ 学校行事による不可【※重要※】 

（１） 学校行事等により、利用不可の場合、前月の２０日頃までに施設利用不可日一

覧表を、各公民館（西端小・西端中の場合は、農業者コミュニティセンター）

に連絡いたします。また、ホームページへの掲載を行います。 

臨時に利用不可連絡がありますので、管理指導員は定期的に確認してください。 

 （２）施設の利用不可連絡が入った場合原則として団体で取り消しをしてください。 

 （３）利用日まで１週間以上の期間がない場合、スポーツ課より電話にて各団体に連

絡をします。又、この場合には、スポーツ課にて取り消しを行ないます。 

１１ 公民館休館日による不可 

 （１）年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 （２）月曜日及び月曜祝日に伴う火曜日休館日 

※但し、新川公民館、棚尾公民館、大浜公民館は除く。対象は屋内施設とします。 

 

１２ その他 

（１）台風等による利用の中止について 

     暴風警報が発令された場合は、利用はできません。又、暴風警報が発令されることが 

予想される場合で利用を中止する場合は臨海体育館まで連絡してください。 

（２）自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置について 

    設置場所 各学校の来賓用玄関周辺【施設内となります】 

          ＡＥＤ周辺には表示看板が設置されています。 

          碧南工業高等学校については、管理棟と授業棟間の渡り廊下及び自動

販売機横に設置されています。 

          使用時において、玄関が施錠されている場合は、ガラスを割り施設

内に入りＡＥＤを持ち出して使用願います。 

 （３）ＡＥＤの貸し出しについて 

     スポーツ課においてＡＥＤ（２台）の貸し出しを行なっています。 

（４）その他 ①消防署等で行なわれる普通救命講習会ではＡＥＤの使用方法が盛り込ま

れておりますので、各団体において積極的な受講をお願いします。 

②ＡＥＤを実際に使用した場合は、速やかに学校及びスポーツ課までご

連絡をお願いします。 

③１歳未満の乳児に対しては使用しないようお願いします。１歳～８歳

未満の小児の場合は、小児用パッドを使用願います。 
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