
既存施設の開場・開館時間/休場・休館日/利用受付方法

開場・開館時間 休場・休館日 利用受付方法

等々力陸上競技場 陸上競技場 9時～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）

日程調整会議
個人利用は、ホームページにて
「利用予定表」を確認し、管理事務所にて利用券を発行

陸上競技場照明施設 18時30分～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議（施設専用利用のみ）

陸上競技場第1特別室 9時～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議（施設専用利用のみ）

陸上競技場第2特別室 9時～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議（施設専用利用のみ）

陸上競技場第3特別室 9時～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議（施設専用利用のみ）

陸上競技場第4特別室 9時～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議（施設専用利用のみ）

陸上競技場会議室 9時～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議（施設専用利用のみ）

陸上競技場シャワー室 9時～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議（施設専用利用のみ）

陸上競技場ロッカー室 9時～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議（施設専用利用のみ）

陸上競技場関係者室 9時～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議（施設専用利用のみ）

陸上競技場練習室 9時～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議（施設専用利用のみ）

陸上競技場多目的室 9時～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議（施設専用利用のみ）

陸上競技場放送室 9時～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議（施設専用利用のみ）

陸上競技場テレビ・ラジオ中継室 9時～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議（施設専用利用のみ）

陸上競技場大型映像装置 9時～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議（施設専用利用のみ）

陸上競技場写真判定室 9時～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議（施設専用利用のみ）

補助競技場
4月～10月：9時～18時
11月～3月：9時～17時

年末年始期間
（12月29日～1月4日）

日程調整会議
個人利用は、ホームページにて
「利用予定表」を確認し、管理事務所にて利用券を発行

運動広場
4月～10月：6時～18時
11月～1月：8時～16時
2月～3月：8時～17時

年末年始期間
（12月29日～1月4日）

日程調整会議
抽選

サッカー場
4月～10月：6時～20時30分
11月～3月：8時～20時30分

年末年始期間
（12月29日～1月4日）

日程調整会議
ふれあいネット利用可

サッカー場照明施設 18時30分～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議
ふれあいネット利用可

テニスコート 9時～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議
ふれあいネット利用可

テニスコート照明施設 18時30分～20時30分
年末年始期間

（12月29日～1月4日）
日程調整会議
ふれあいネット利用可

釣池

4月～6月・9月～10月：6時～17時（土曜日、日
曜日、休日）、8時30分～17時（前記以外）

7月～8月：6時～17時
11月～3月：8時30分～17時

年末年始期間
（12月29日～1月4日までの日月曜日、休日の翌日）

※ただし土曜日と日曜日および休日を除く
当日受付

メインアリーナ 9時～21時30分
年末年始期間

（12月29日～1月3日）

日程調整会議
抽選（詳細は以下HP参照）
https://todoroki-arena.com/arena.html

サブアリーナ 9時～21時30分
年末年始期間

（12月29日～1月3日）

日程調整会議（全面利用）
抽選（全面利用）（詳細は以下HP参照）
https://todoroki-arena.com/arena.html
ふれあいネット利用可

体育室１ 9時～21時30分
年末年始期間

（12月29日～1月3日）
日程調整会議
ふれあいネット利用可

体育室2 9時～21時30分
年末年始期間

（12月29日～1月3日）
日程調整会議
ふれあいネット利用可

研修室１ 9時～21時30分
年末年始期間

（12月29日～1月3日）
日程調整会議
ふれあいネット利用可

研修室２ 9時～21時30分
年末年始期間

（12月29日～1月3日）
日程調整会議
ふれあいネット利用可

楽屋1 9時～21時30分
年末年始期間

（12月29日～1月3日）
日程調整会議
ふれあいネット利用可

楽屋2 9時～21時30分
年末年始期間

（12月29日～1月3日）
日程調整会議
ふれあいネット利用可

楽屋3 9時～21時30分
年末年始期間

（12月29日～1月3日）
日程調整会議
ふれあいネット利用可

選手控室１ 9時～21時30分
年末年始期間

（12月29日～1月3日）
日程調整会議
ふれあいネット利用可

選手控室2 9時～21時30分
年末年始期間

（12月29日～1月3日）
日程調整会議
ふれあいネット利用可

選手控室3 9時～21時30分
年末年始期間

（12月29日～1月3日）
日程調整会議
ふれあいネット利用可

選手控室４ 9時～21時30分
年末年始期間

（12月29日～1月3日）
日程調整会議
ふれあいネット利用可

役員室1 9時～21時30分
年末年始期間

（12月29日～1月3日）
日程調整会議
ふれあいネット利用可

役員室2 9時～21時30分
年末年始期間

（12月29日～1月3日）
日程調整会議
ふれあいネット利用可

トレーニング室 9時～21時30分
年末年始期間

（12月29日～1月3日）
当日受付

野球場
4月～10月：6時～20時30分
11月・3月：8時～20時３０分

12月～2月：8時～16時

年末年始期間
（12月29日～1月4日）

日程調整会議
抽選（詳細は以下川崎市HP参照）
https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000121040.html

野球場照明施設 3月～11月：18時30分～20時30分 12月～2月
日程調整会議
抽選（詳細は以下川崎市HP参照）
https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000121040.html

野球場会議室
4月～10月：6時～20時30分
11月・3月：8時～20時３０分

12月～2月：8時～16時

年末年始期間
（12月29日～1月4日）

日程調整会議
抽選（詳細は以下川崎市HP参照）
https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000121040.html

野球場シャワー室
4月～10月：6時～20時30分
11月・3月：8時～20時３０分

12月～2月：8時～16時

年末年始期間
（12月29日～1月4日）

日程調整会議
抽選（詳細は以下川崎市HP参照）
https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000121040.html

野球場ロッカー室
4月～10月：6時～20時30分
11月・3月：8時～20時３０分

12月～2月：8時～16時

年末年始期間
（12月29日～1月4日）

日程調整会議
抽選（詳細は以下川崎市HP参照）
https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000121040.html

野球場関係者室
4月～10月：6時～20時30分
11月・3月：8時～20時３０分

12月～2月：8時～16時

年末年始期間
（12月29日～1月4日）

日程調整会議
抽選（詳細は以下川崎市HP参照）
https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000121040.html

屋内野球練習場
4月～10月：6時～20時30分
11月・3月：8時～20時３０分

12月～2月：8時～16時

年末年始期間
（12月29日～1月4日）

日程調整会議
ふれあいネット利用可

第1、第2サッカー場

施設

テニスコート

とどろきアリーナ

等々力球場



利用料金施設の利用単位/利用料金

金額 単位 金額 金額 単位 金額
再整備する施設 等々力陸上競技場 26,000円 １人１回 18歳以上の者　200円 球技専用スタジアム ＊1＊2

5%
13歳以上18歳未満の者（高校
生を含む。）　100円

＊2

陸上競技場照明施設 全点灯 102,000円 照明施設 全点灯 ＊1
４分の３点灯 76,500円 ４分の３点灯 ＊1
２分の１点灯 51,000円 ２分の１点灯 ＊1
４分の１点灯 25,500円 ４分の１点灯 ＊1

陸上競技場第１特別室 18,000円 第１特別室 ＊1
陸上競技場第２特別室 6,000円 第２特別室 同（同） ＊1
陸上競技場第３特別室 13,000円 第３特別室 同（同） ＊1
陸上競技場第４特別室 24,000円 第４特別室 １回（同） ＊1
陸上競技場会議室 6,000円 会議室 ＊1
陸上競技場シャワー室 3,000円 シャワー室 ＊1
陸上競技場ロッカー室 3,000円 ロッカー室 ＊1
陸上競技場関係者室 10,000円 関係者室 ＊1
陸上競技場練習室 4,000円 練習室 ＊1
陸上競技場多目的室 6,000円 多目的室 ＊1
陸上競技場放送室 3,000円 放送室 ＊1
陸上競技場テレビ・ラジオ中継室 6,000円 テレビ・ラジオ中継室 ＊1
陸上競技場大型映像装置 50,000円 大型映像装置 ＊1
陸上競技場写真判定室 18,000円 写真判定室 ＊1

多目的な利用ができる諸室 ＊3 ＊3
運営進行にも利用可能な諸室 ＊3 ＊3

補助競技場 １回（４時間以内） 5,000円 １人１回 18歳以上の者　200円 （新）陸上競技場 １回（４時間以内） ＊1 １人１回 18歳以上の者　＊1
13歳以上18歳未満の者（高校
生を含む。）　100円

13歳以上18歳未満の者
（高校生を含む。）　＊1

更衣室 ＊3 ＊3 ＊3 ＊3
浴場またはシャワー室 ＊3 ＊3 ＊3 ＊3
多目的室 ＊3 ＊3 ＊3 ＊3
放送室 ＊3 ＊3 ＊3 ＊3
情報処理室 ＊3 ＊3 ＊3 ＊3
写真判定室 ＊3 ＊3 ＊3 ＊3

運動広場 １回（１時間以内） 1,000円 運動広場 １回（１時間以内） ＊1

第1・第2サッカー場 2,500円 第1・第2サッカー場 ＊1

サッカー場照明施設 1,500円 サッカー場照明施設 ＊1
テニスコート 750円 テニスコート ＊1

テニスコート照明施設 800円 テニスコート照明施設 ＊1
駐車場（南駐車場を除く） 11時間 300円 駐車場（南駐車場を除く） ＊4 ＊4
釣池 1人1回 15歳以上の者　750円 釣池 ＊1 15歳以上の者　＊1

６歳以上15歳未満の者（中学
生を含む。）　200円

６歳以上15歳未満の者（中
学生を含む。）　＊1

とどろきアリーナ （新）とどろきアリーナ
スポーツセンター

新設する施設 ＊3 ＊3
＊3 ＊3

ストリートスポーツ広場 ＊3 ＊3
野球場 11,500円 野球場 ＊1

野球場照明施設 6,000円 野球場照明施設 ＊1
野球場会議室 8,200円 野球場会議室 ＊1
野球場シャワー室 2,400円 野球場シャワー室 ＊1
野球場ロッカー室 2,800円 野球場ロッカー室 ＊1
野球場関係者室 4,300円 野球場関係者室 ＊1
屋内野球練習場 1,000円 屋内野球練習場 ＊1

駐車場（現南駐車場） 1時間 300円 駐車場（現南駐車場） ＊4 ＊4

＊1　別途、市が料金を設定する。提案時点では、再編整備前と同一の料金で検討すること。
＊2　球技専用スタジアムの興行料金については、施設専用利用料と入場料加算率を提案すること。
＊3　別途、市が料金を設定する。提案時点では、周辺同種施設等の料金に鑑み、仮定すること。
＊4　稼働状況と周辺駐車場の料金水準等を踏まえた提案を求めた上で、市が条例に定める。

プール

既存のままとする施設

／１箇所／１回／（２時間以内）
／１箇所／１回／（１時間以内）
／１箇所／１回／（４時間以内）
／１箇所／１回／
／１箇所／１回／ ／１箇所／１回／

／１箇所／１回／（４時間以内）
１回（１時間以内）

（別表）

／１箇所／１回／（２時間以内）
／１箇所／１回／（１時間以内）

（別表）

／１箇所／１回／（４時間以内）
／１箇所／１回／

１回（１時間以内）
／１面／１回／（１時間以内）
／１面／１回／（１時間以内）

再編整備前後
（再整備又は新設する施設の供用開始後～事業期間終了時）

／１箇所／１回／（２時間以内）

１回（同）
１箇所／１回／（同）
１箇所
１日１回

１箇所／１回／（同）
１箇所
同
１箇所／１回／（４時間以内）
同（同）
同（同）

専用利用料 個人利用料
単位

１箇所／１回／（４時間以内）

１回（１時間以内）

Jリーグの試合は、入場料売上に対
して右記入場料加算率を乗じた額を
加算

／１箇所／１回／（４時間以内）
１回（１時間以内）

１日１回

１箇所 １回
１箇所 １回
／１箇所／１回／（４時間以内）

１箇所／１回／（４時間以内）

／１箇所／１回／（４時間以内）
／１箇所／１回／（４時間以内）
１回／（４時間以内）
／１箇所／１回／（４時間以内）

（別表）

／１箇所／１回／（２時間以内）

１回（１時間以内）
／１面／１回／（１時間以内）
／１面／１回／（１時間以内）

１箇所　１日１回

１回（１時間以内）

／１箇所／１回／（４時間以内）

／１箇所／１回／（４時間以内）

再編整備前
（令和5年度～再整備又は新設する施設の供用開始前）

／１箇所／１回／（４時間以内）

専用利用料 個人利用料
単位

／１箇所／１回／（４時間以内）
／１箇所／１回／（４時間以内）
１回／（４時間以内）

Jリーグの試合は、入場料売上に対
して右記入場料加算率を乗じた額を
加算



（別表）

午前 午後１ 午後２ 夜間 全日 午前 午後１ 午後２ 夜間 全日
９時～12時 ０時10分～3時10分 ３時20分～6時20分 ６時30分～9時30分 ９時～9時30分 ９時～12時 ０時10分～3時10分 ３時20分～6時20分 ６時30分～9時30分 ９時～9時30分

とどろきアリーナ メインアリーナ
アマチュアス
ポーツに利用
する場合

入場料を徴収しない
場合

19,800円 19,800円 19,800円 19,800円 69,300円 （新）とどろきアリーナ
アリーナ アマチュアス

ポーツに利用
する場合

入場料を徴収しない場
合

 *1  *1  *1  *1  *1

入場料を徴収する
場合

79,200円 79,200円 79,200円 79,200円 277,200円 入場料を徴収する場合  *1  *1  *1  *1  *1

その他の催物
に利用する場
合

興行に利用する場
合

396,000円 396,000円 396,000円 396,000円 1,386,000円
その他の催物
に利用する場
合

興行に利用する場合  *2  *2  *2  *2  *2

見本市、商品展示
会その他これらに類
することに利用する
場合

198,000円 198,000円 198,000円 198,000円 693,000円
見本市、商品展示会そ
の他これらに類すること
に利用する場合

 *1  *1  *1  *1  *1

集会、式典その他に
利用する場合

99,000円 99,000円 99,000円 99,000円 346,500円
集会、式典その他に利
用する場合

 *1  *1  *1  *1  *1

多目的室 *3 *3 *3 *3 *3
控室 *3 *3 *3 *3 *3
楽屋 *3 *3 *3 *3 *3
会議室 *3 *3 *3 *3 *3

サブアリーナ
入場料を徴収
しない場合

全面 13,200円 13,200円 13,200円 13,200円 46,200円 スポーツセンター 大体育室
入場料を徴収
しない場合

全面  *1  *1  *1  *1  *1

半面 6,600円 6,600円 6,600円 6,600円 23,100円 半面  *1  *1  *1  *1  *1
入場料を徴収
する場合

39,600円 39,600円 39,600円 39,600円 138,600円
入場料を徴収
する場合

 *1  *1  *1  *1  *1

体育室１ 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 11,550円 小体育室  *1  *1  *1  *1  *1
体育室２ 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円 11,550円 研修室  *1  *1  *1  *1  *1
研修室１ 3,960円 3,960円 3,960円 3,960円 13,860円 多目的室（控室、審判員室等） *3 *3 *3 *3 *3
研修室２ 3,960円 3,960円 3,960円 3,960円 13,860円
楽屋１ 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 4,620円
楽屋２ 990円 990円 990円 990円 3,460円
楽屋３ 990円 990円 990円 990円 3,460円
選手控室１ 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 4,620円
選手控室２ 1,320円 1,320円 1,320円 1,320円 4,620円
選手控室３ 990円 990円 990円 990円 3,460円
選手控室４ 990円 990円 990円 990円 3,460円
役員室１ 660円 660円 660円 660円 2,310円
役員室２ 660円 660円 660円 660円 2,310円
トレーニング室 1人1回3時間まで　　18歳以上　330円、18歳未満　160円、高校生　160円 トレーニング室 1人1回3時間まで　　18歳以上　＊1、18歳未満　＊1、高校生　＊1

＊1　別途、市が料金を設定する。提案時点では、再編整備前と同一の料金で検討すること。
＊2　興行に利用する場合の料金は提案すること。
＊3　別途、市が料金を設定する。提案時点では、周辺同種施設等の料金に鑑み、仮定すること。

再編整備前 再編整備前後
（令和5年度～再整備又は新設する施設の供用開始前） （再整備又は新設する施設の供用開始後～事業期間終了時）



利用料金施設のコマ数の考え方

コマの単位 コマの単位

再整備する施設 等々力陸上競技場
4時間/1コマ

（午前1コマ、午後2コマ）
球技専用スタジアム

4時間/1コマ
（午前1コマ、午後2コマ）

補助競技場
4時間/1コマ

（午前1コマ、午後1コマ）
（新）陸上競技場

4時間/1コマ
（午前1コマ、午後2コマ）

運動広場

6：00～8：00（4/1～10/31）
8：00～10：00
10：00～12：00
12：00～14：00
14：00～16：00

14：00～17：00（2/1～3/31）
16：00～18：00（4/1～9/30）

運動広場

6：00～8：00（4/1～10/31）
8：00～10：00
10：00～12：00
12：00～14：00
14：00～16：00

14：00～17：00（2/1～3/31）
16：00～18：00（4/1～9/30）

第1・第2サッカー場

6：00～8：00（4/1～10/31）
8：00～10：00
10：00～12：00
12：00～14：00
14：00～16：00
16：00～18：00
18：30～20：30

第1・第2サッカー場

6：00～8：00（4/1～10/31）
8：00～10：00
10：00～12：00
12：00～14：00
14：00～16：00
16：00～18：00
18：30～20：30

テニスコート

9：00～12：00
12：00～14：00
14：00～16：00
16：00～18：00
18：30～20：30

テニスコート

9：00～12：00
12：00～14：00
14：00～16：00
16：00～18：00
18：30～20：30

（新）とどろきアリーナ

9：00～12：00
12：10～15：10
15：20～18：20
18：30～21：30

スポーツセンター

9：00～12：00
12：10～15：10
15：20～18：20
18：30～21：30

既存のままとする施設 野球場

6：00～8：00（4/1～10/31）
8：00～10：00
10：00～12：00
12：00～14：00
14：00～16：00

16：00～18：00（4/1～10/31）

野球場

6：00～8：00（4/1～10/31）
8：00～10：00
10：00～12：00
12：00～14：00
14：00～16：00

16：00～18：00（4/1～10/31）

6コマ/日
（11/1～3/31　4コマ/日）

7コマ/日
（11/1～3/31　6コマ日）

7コマ/日
（11/1～3/31　6コマ日）

5コマ/日5コマ/日

6コマ/日
（11/1～3/31　4コマ/日）

3コマ/日
※ただし、通常供用時間の前後

の利用も可能

再編整備前
（令和5年度～再整備又は新設する施設の供用開始前）

再編整備前後
（再整備又は新設する施設の供用開始後～事業期間終了時）

2コマ/日
※ただし、供用時間の前後の

利用も可能

1日当りコマ数 1日当りコマ数

3コマ/日
※ただし、供用時間の前後の

利用も可能

3コマ/日
※ただし、通常供用時間の前後

の利用も可能

とどろきアリーナ 4コマ/日

9：00～12：00
12：10～15：10
15：20～18：20
18：30～21：30

6コマ/日
（11/1～3/31　4コマ/日）

4コマ/日

4コマ/日

6コマ/日
（11/1～3/31　4コマ/日）


