
（資料作成）

① ①

一般利用の申込みは、利用
する月の前月1日から受付を
開始します。（例：8月1日から
31日の利用は7月1日から受
付け開始）

弓道場 運動公園弓道場
近的6人立
遠的6人立

弓道

使用料
個人1時間110円
専有1時間1,060円
照明料1時間220円

屋内運動場

第一屋内運動場
38.4ｍ×24.2ｍ　テニス１面
ゲートボール2面、フットサル1面

テニス
ゲートボール
フットサル

その他

使用料1時間1,060円
照明料1時間440円

第二屋内運動場

40ｍ×39.4ｍ
テニス2面
ゲートボール2面
フットサル2面

使用料全面1時間2,130円
使用料半面1時間1,060円
照明料全面1時間440円
照明料半面1時間220円

使用料1時間740円
照明料1時間420円

武道館 B&G第二体育館
33ｍ×15.9ｍ、柔道1面（50畳）
剣道、空手1面

柔道・剣道
空手

使用料1時間530円
照明料1時間320円

使用料1時間740円
照明料全面1時間420円
照明料半面1時間210円

社体育館
30ｍ×15ｍ、バレー1面
バドミントン1面、フットサル1面

使用料1時間530円
照明料1時間210円

八坂トレーニングセンター
面積1,703㎡、バスケ1面
バレー2面、バドミントン4面 バレー

バスケット
バドミントン

使用料1時間1,060円
照明料1時間530円

美麻トレーニングセンター
面積650㎡、バレー・バスケ1面
バドミントン3面

体育館

運動公園総合体育館
大アリーナ：46.5ｍ×35ｍ
小アリーナ：18ｍ×31ｍ

バレー
バスケット
バドミントン
ソフトバレー

卓球
その他

使用料1時間
大アリーナ：3,090円～
小アリーナ：960円～

西公園体育館
31.3ｍ×22.4ｍ、バレー1面
バドミントン3面、バスケ1面

使用料1時間320円
照明料1時間220円

B&G第一体育館
31.8ｍ×23.5ｍ、バレー2面
バスケ1面、バドミントン3面

美麻運動場
面積6,492㎡、ソフトボール2面、
野球1面

使用料1時間740円

美麻丸山公園運動場
面積28,873㎡、サッカー1面、
ラグビー1面

サッカー
ラグビー

使用料1時間1,280円

八坂運動場
面積11,000㎡、照明設備あり
ソフトボール2面、野球1面

使用料1時間740円
照明料1時間1,060円

運動公園多目的広場

115ｍ×87ｍ
照明設備あり
野球1面
ソフトボール2面
サッカー1面

ソフトボール
サッカー
少年野球

使用料全面1時間1,280円
使用料半面1時間640円
照明料全面（サッカー）
1時間3,520円
照明料全面（ソフト等）
1時間4,200円
照明料半面1時間2,310円

社B&G多目的広場 面積11,279㎡、ソフトボール・野球1面

野球
ソフトボール

使用料1時間1,060円
照明料1時間1,210円

やしろ公園運動広場
面積5,000㎡、照明設備あり
ソフトボール1面

使用料1時間1面1,280円

ソフトボール・
サッカー他

平運動場
面積12,071㎡、照明設備あり
ソフトボール2面、サッカー1面

ソフトボール
サッカー

使用料1時間740円
照明料1時間1,100円

西公園運動場

面積12,198㎡
照明設備あり
野球1面
ソフトボール2面
サッカー1面

野球
ソフトボール

サッカー

使用料全面1時間1,280円
使用料半面1時間640円
照明料全灯3,410円
4基点灯2,240円
3基点灯1,700円
2基点灯1,170円
1基点灯640円

テニス場

運動公園全天候テニスコート
砂入れ人工芝コート8面
照明設備あり

テニス

使用料1時間1面1,280円
照明料1時間1面220円

八坂テニスコート クレー2面、照明施設あり
使用料1時間1面1,280円
照明料1時間1面220円

美麻テニスコート 砂入れ人工芝6面

使用料1時間530円
照明料1時間1,060円

常盤運動場
面積9,845㎡、照明設備あり
ソフトボール・野球（少年野球）1面

使用料1時間740円
照明料1時間1,100円

(D) 施設情報

施設区分 施設名 規模 対象競技 使用料 一般予約受付開始日

陸上競技場 運動公園陸上競技場
400ｍ×8レーン
レーン内クレー、フィールド内天然芝

陸上
1時間3,200円

サッカー

野球場

運動公園野球場
両翼92ｍ、センター120ｍ
面積12,677㎡、外野天然芝 野球 1時間2,660円

平野球場
両翼94ｍ、センター108ｍ
面積10,550㎡ 野球 1時間1,280円

オリエンテーリング

吹奏楽 合唱 演劇 その他（　　） その他（　　）
文化系

勉強学習 研修・会議 美術・陶芸 文学・書道

柔道 ○ 剣道 ○ 空手 ○ その他（　　）

水泳 バドミントン ○ スケート
フィギュアスケート

スキー
スノーボード ○ その他（　　）

(C) 受入可能な合宿　（○印が可能な種目） 

スポーツ

マラソン・
駅伝・競歩 ○ 陸上競技 ○ 野球・

ソフトボール ○ サッカー・
フットサル ○ ラグビー

アメリカンフットボール

テニス ○ 体操・新体操 ダンス ○ バレーボール ○ バスケットボール ○
卓球 ○

(A) 合宿地として
の特色

大町市では、運動場や体育館以外にも、豊かな自然の中で自転車やトライアスロンなどを行えます。また、温泉付きの民宿・旅館が数多くあるため、疲れを癒しながらの合宿
に最適です。市内に市立大町総合病院があり、緊急時にはドクターヘリの要請にも迅速に行えるため、安心してスポーツを楽しめます。

(B) 施設を合宿で
利用する際の予約
連絡先と方法

予約連絡先 大町市教育委員会 スポーツ課（総合体育館） 電話 0261-22-8855
新年度（４月から翌年３月まで）の合宿利用による予約申込みは、１月中旬までに大町市内の宿泊施設経由で申請書を提出して頂き、２月中旬の調整会議で決定し予約の可
否を２月末に連絡します。その後の申込みは市内の宿泊施設経由で随時可能です。なお、体育施設の案内及び使用料金の詳細は「大町市公式ホームページの公共施設→
スポーツ施設」をご参照下さい。

電話

メール sports@city.omachi.nagano.jp

管理番号
市町村名 大町市

部署 教育委員会　スポーツ課

26
住所 大町市常盤5638-44

地区 松本・日本アルプス
0261-22-8855
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① ①

② ②

軒

軒

軒

軒

(J) 合宿・施設情報
が掲載されたHP等
URL

大町市公式ホームページ
http://www.city.omachi.nagano.jp/

HP等 URL

総合病院 市立大町総合病院 大町市大町3130 0261-22-0415

(I) 合宿補助金

事業名 対象 補助額 交付要件

(G) 宿泊施設情報HP等 URL https://kanko-omachi.gr.jp/spot/spot_cat/cat05/

(H) 緊急時の医療
機関等連絡先

区分 名前 住所 電話

地域の病院

30 要相談 要相談

その他（公共施設） 2 要相談 要相談

(E) 宿泊施設等の問合せ先
大町市観光協会

電話
0261-22-0190

旅館 7 要相談 要相談(F) 宿泊施設

宿泊区分 施設数（合計） 対応可能人数（合計） 宿泊単価（目安） 特記事項

ホテル 11 要相談 要相談

ペンション・民宿
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