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使用料等が変わります
　10月から消費税および地方消費税の税率が８％から10%に改定されます。これに伴い、町の施設の
使用料等が変わります。主なものは次のとおりです。詳しくは、各担当課までお問合せください。
（記載料金はすべて税込み金額です。）

消費税および
地方消費税の
税率引上げに伴い

施設名 旧料金（令和元年9月まで） 改定料金（令和元年10月から） 料金改定項目 問合せ

町営駐車場

桜町駐車場、南条駅第２駐車場、
南条サービスエリア第１・第3駐
車場 2,000円

河野地区第1・第2駐車場、
赤萩地区第1・第2駐車場、
糠地区中央駐車場 1,000円

糠地区第2駐車場 3,000円

桜町駐車場、南条駅第２駐車場、
南条サービスエリア第１・第3駐
車場 2,030円

河野地区第1・第2駐車場、
赤萩地区第1・第2駐車場、
糠地区中央駐車場 1,010円

糠地区第2駐車場 3,050円

1区画当たりの
月額使用料

総務課
☎47－8000

南条ふれあい
会館

大ホール
8：30～12：00 3,500円
12：00～17：00 5,500円
17：00～22：00 8,500円

研修室、視聴覚室
8：30～12：00  1,000円
12：00～17：00 1,500円
17：00～22：00 2,500円

大ホール
8：30～12：00 3,560円
12：00～17：00 5,600円
17：00～22：00 8,650円

研修室、視聴覚室
8：30～12：00 1,010円
12：00～17：00 1,520円
17：00～22：00 2,540円

使用料 総務課
☎47－8000

南条保健福祉
センター

会議室、生活相談室、健康相談室、
栄養指導室、憩いの広場
8：30～12：00 1,000円
12：00～17：00 1,500円
17：00～22：00 2,500円

多目的広場
8：30～12：00 3,500円
12：00～17：00 5,500円
17：00～22：00 8,500円

憩いの広場照明施設（1回につき)
 町外　1,000円

生きがい活動支援通所事業
 1,000円

会議室、生活相談室、健康相談室、
栄養指導室、憩いの広場
8：30～12：00 1,010円
12：00～17：00 1,520円
17：00～22：00 2,540円

多目的広場
8：30～12：00 3,560円
12：00～17：00 5,600円
17：00～22：00 8,650円

憩いの広場照明施設（1回につき)
 町外　1,010円

生きがい活動支援通所事業　　
 1,010円

使用料

利用料
（1回につき）

保健福祉課
☎47－8007

町民体育館、
武道館等

体育館
9：00～17：00 1,500円
17：00～22：00 2,000円

柔道場、剣道場、クラブハウス
9：00～17：00 1,500円
17：00～22：00  2,000円

体育館
9：00～17：00 1,520円
17：00～22：00 2,030円

柔道場、剣道場、クラブハウス
9：00～17：00 1,520円
17：00～22：00 2,030円

使用料 教育委員会
☎47－8005

南条グラウンド

グラウンド 町外　1,000円

照明施設
全灯 町内　3,000円
半灯 町内　1,500円
全灯 町外　7,000円
半灯 町外　3,000円

グラウンド 町外　1,010円

照明施設
全灯 町内　3,050円
半灯 町内　1,520円
全灯 町外　7,130円
半灯 町外　3,050円

使用料
（1時間当たり）

教育委員会
☎47－8005

今庄グラウンド

グラウンド 町外　1,000円

照明施設
ソフトボール 町内　1,500円
野球 町内　3,000円
ソフトボール 町外　3,000円
野球 町外　7,000円

グラウンド 町外　1,010円

照明施設
ソフトボール 町内　1,520円
野球 町内　3,050円
ソフトボール 町外　3,050円
野球 町外　7,130円

使用料
（1時間当たり）

教育委員会
☎47－8005

施設名 旧料金（令和元年9月まで） 改定料金（令和元年10月から） 料金改定項目 問合せ

南条文化会館

ホール
昼間 平日  4,000円
夜間 〃    5,000円
昼間 土、日、休日等  5,000円
夜間 〃    6,000円

ステージ
昼間・夜間 1,200円

ホール
昼間 平日  4,070円
夜間 〃    5,090円
昼間 土、日、休日等  5,090円
夜間 〃    6,110円

ステージ
昼間・夜間 1,220円

使用料
（1時間当たり）

教育委員会
☎47－8005

南条地区公民館

会議室、視聴覚室、老人室、
農事研修室、青年集会室
8：30～12：00 1,000円
12：00～17：00 1,500円
17：00～22：00 2,500円

多目的ホール
8：30～12：00 3,500円
12：00～17：00 5,500円
17：00～22：00 8,500円

会議室、視聴覚室、老人室、
農事研修室、青年集会室
8：30～12：00 1,010円
12：00～17：00 1,520円
17：00～22：00 2,540円

多目的ホール
8：30～12：00 3,560円
12：00～17：00 5,600円
17：00～22：00 8,650円

使用料 教育委員会
☎47－8005

今庄地区公民館
（別館を含む）

大ホール
8：30～12：00 3,500円
12：00～17：00 5,500円
17：00～22：00 8,500円

大会議室（大ホール内）
8：30～12：00 2,000円
12：00～17：00 3,000円
17：00～22：00 4,500円

会議室、和室、調理実習室
8：30～12：00 1,000円
12：00～17：00 1,500円
17：00～22：00 2,500円

大ホール
8：30～12：00 3,560円
12：00～17：00 5,600円
17：00～22：00 8,650円

大会議室（大ホール内）
8：30～12：00 2,030円
12：00～17：00 3,050円
17：00～22：00 4,580円

会議室、和室、調理実習室
8：30～12：00 1,010円
12：00～17：00 1,520円
17：00～22：00 2,540円

使用料 教育委員会
☎47－8005

河野地区公民館

大ホール、しおさいホール
8：30～12：00 3,500円
12：00～17：00 5,500円
17：00～22：00 8,500円

401・402・403研修室、和室
8：30～12：00 1,000円
12：00～17：00 1,500円
17：00～22：00 2,500円

大ホール、しおさいホール
8：30～12：00 3,560円
12：00～17：00 5,600円
17：00～22：00 8,650円

401・402・403研修室、和室
8：30～12：00 1,010円
12：00～17：00 1,520円
17：00～22：00 2,540円

使用料 教育委員会
☎47－8005

今庄・河野地区
分館
湯尾・宅良・
今庄・鹿蒜・堺

（糠・甲楽城）

会議室、和室大・小、調理室
8：30～12：00 1,000円
12：00～17：00 1,500円
17：00～22：00 2,500円

ホール
8：30～12：00 3,500円
12：00～17：00 5,500円
17：00～22：00 8,500円

会議室、和室大・小、調理室
8：30～12：00 1,010円
12：00～17：00 1,520円
17：00～22：00 2,540円

ホール
8：30～12：00 3,560円
12：00～17：00 5,600円
17：00～22：00 8,650円

使用料 教育委員会
☎47－8005

昭和会館

2階会議室、和室、調理室
8：30～12：00 1,000円
12：00～17：00 1,500円
17：00～22：00 2,500円

ホール
8：30～12：00 3,500円
12：00～17：00 5,500円
17：00～22：00 8,500円

2階会議室、和室、調理室
8：30～12：00 1,010円
12：00～17：00 1,520円
17：00～22：00 2,540円

ホール
8：30～12：00 3,560円
12：00～17：00 5,600円
17：00～22：00 8,650円

使用料 教育委員会
☎47－8005
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上下水道料金改定のお知らせ 町の温泉施設等の料金改定のお知らせ
令和元年10月から安心で安全な上水道と下水道を維持していくために上下水道料金を改定します
　上水道と下水道は、安全で安心な水道水の供給、公衆衛生の向上や水質保全の役割があ
り、利用者の皆様の生活に欠かせない施設です。しかし、上下水道事業は、料金収入による
施設運営が望ましいものの、事業運営に必要な費用を料金収入で賄えておらず、水道事業
については、利用者の皆様に水を供給する費用に対して、その半分ほど、また下水道事業に
ついては、その３分の１ほどしか収益を得られていないのが現状です。今後も、施設の老朽
化に伴う更新費用や耐震化費用等が増加し、さらには人口減少等による料金収入の減少が
見込まれ、安定した経営が困難になっていく恐れがあります。そのため、町では、３月に改
訂された「水道ビジョン」に基づき、今後も安全・安心なサービスを提供していくために、
10月に料金の改定をお願いすることになりました。
　利用者の皆様には、ご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

改定の内容

▪水道料金の基本料金と超過料金を値上げします。
▪下水道料金の基本料金、人数割金額、水量割金額を値上げします。
▪加入金に変更はありません。

南条浄水場

今庄・湯尾配水池

河野浄化センター

■問合せ　建設整備課　☎47－8003

□新上下水道料金の適用について
　新上下水道料金は、10月、11月の使用分から適用されるので、12月の請求から反映されます。

10月請求 12月請求 ２月請求

８月使用分 ９月使用分 10月使用分 11月使用分 12月使用分 １月使用分

旧料金 新料金

▼令和元年 ▼令和２年

□料 金 表

現行料金 （令和元年９月まで） 改定料金 （令和元年10月から）
【水道料金】
量水器口径一律の金額 （2か月当たり・税抜）

地　区
基本料金 超過料金(1㎥当たり)

20㎥まで 21～100㎥ 101㎥～

南越前町全域 2,200円 150円 170円
※臨時の場合は、上記料金の2倍

【水道料金】
量水器口径一律の金額 （2か月当たり・税抜）

地　区
基本料金 超過料金(1㎥当たり)

20㎥まで 21～100㎥ 101㎥～

南越前町全域 2,700円 180円 200円
※臨時の場合は、上記料金の2倍

【下水道料金】 （2か月当たり・税抜）

区　分 基本料金 人数割金額
（1人当たり）

水量割金額
（1㎥当たり）

一般住宅 2,600円 1,200円 －

事務所等 （20㎥まで）
2,600円 － （21㎥以上）

156円

※上下水道とも加入金に変更はありません。

【下水道料金】 （2か月当たり・税抜）

区　分 基本料金 人数割金額
（1人当たり）

水量割金額
（1㎥当たり）

一般住宅 3,300円 1,500円 －

事務所等 （20㎥まで）
3,300円 － （21㎥以上）

200円

　次の指定管理者管理の施設も使用料等が変わります。料金改定は、町内の全公共施設が対象です。主な
ものは次のとおりです。記載以外にも料金改定がありますので、詳しくは、各施設にお問合せください。

施設名 旧料金（令和元年9月まで）改定料金（令和元年10月から） 料金改定項目 問合せ
花はす温泉そまやま 入館料

大人600円、小人300円
入館料
大人650円、小人350円

入館料、宿泊料、個室使
用料 ☎47－3368

今庄365温泉やすらぎ、
ロッジ365、
アルペンローズ365

入湯料
大人550円

入湯料
大人600円

入湯料、室内使用料、宿
泊料、バーベキュー設
備使用料、コテージ

℡45－1113

河野シーサイド温泉
ゆうばえ

入館料
大人550円、小人300円

入館料
大人600円、小人330円 入館料、室内使用料 ☎48－2388

今庄サイクリング
ターミナル

入館料
大人450円、小人300円

入館料
大人500円、小人350円

入館料、宿泊料、部屋使
用料、貸自転車料 ☎45－0073

ふるさと交流センター
きらめき

入館料
大人450円、小人300円

入館料
大人500円、小人330円

入館料、宿泊料、部屋使
用料

リトリートたくら
☎45－1310

河野キャンプ場めだか
の学校

清掃金（1人当たり）
 100円

清掃金（1人当たり）
 200円

バーベキュー設備使用
料、清掃金、部屋使用料

桜橋総合運動公園
℡48－2146

★休養施設等

そば道場 そば打ち1コネ（6食分）
 2,160円

そば打ち1コネ（6食分）
 2,420円

そば打ち・味噌づくり
体験料、部屋使用料 ☎45－1385

リトリートたくら そば打ち1コネ（6食分）
 2,160円

そば打ち1コネ（6食分）
 2,420円

そば打ち・餅つき体験料、
コテージ宿泊料、バー
ベキュー設備使用料

☎45－1310

★体験施設

レインボーパーク南条 バーベキュー舎使用料（1回）
 1,500円

バーベキュー舎使用料（1回）
 1,650円 使用料 ウォーターランド南条

☎47－3711
杣山ふるさと公園
（バーベキュー舎）

そまやまバーベキュー舎
 大人200円、小人100円

そまやまバーベキュー舎
 大人240円、小人120円 使用料 花はす温泉そまやま

☎47－3368

★公園施設

ウォーターランド南条
入館料
大人550円、高校生300円、
中学生以下200円

入館料
大人650円、高校生350円、
中学生以下250円

入館料、使用料 ☎47－3711

杣山スポーツセンター
（室内テニス場)

使用料（1面半日につき）
大人 2,500円
高校生以下 1,500円

使用料（1面半日につき）
大人 3,000円
高校生以下 1,800円

使用料 花はす温泉そまやま
☎47－3368

テニス場
（屋外テニス場）

照明施設（1面2時間につき）
杣山テニス場 800円

照明施設（1面2時間につき）
杣山テニス場 960円 照明施設使用料

花はす温泉そまやま
☎47－3368

照明施設（1面1時間半につき）
今庄テニスコート 500円

照明施設（1面1時間半につき）
今庄テニスコート 600円

今庄事務所
☎45－1111

南条農村総合運動公園 ソフトボール場（半日につき）
 2,000円

ソフトボール場（半日につき）
町内大人 1,000円
町内高校生以下 500円
町外 2,000円

使用料、照明施設使用料 ウォーターランド南条
☎47－3711

南条勤労者体育
センター

体育館（半日につき）
 3,500円

体育館（半日につき）
町内大人 1,700円
町内高校生以下 500円
町外 3,500円

使用料 ウォーターランド南条
☎47－3711

南条活性化施設ホノケ グラウンド（半日につき）
  2,000円

グラウンド（半日につき）
町内大人 1,000円
町内高校生以下 500円
町外 2,000円

使用料 ウォーターランド南条
☎47－3711

スポーツパーク476
屋内ゲートボール場（1面半日）
町内 500円
町外 1,000円

屋内ゲートボール場（1面半日）
町内 550円
町外 1,100円

使用料 リトリートたくら
☎45－1310

今庄365スキー場
リフト券
大人1日券 4,300円
小人1日券 2,800円

リフト券
大人1日券 4,600円
小人1日券 3,000円

使用料、レンタルスキー、
駐車場、部屋使用料 ℡ 45－1115

桜橋総合運動公園
グラウンド

照明施設（1時間につき）
野球場　町内 3,000円
　　　　町外 7,000円

照明施設（1時間につき）
野球場　町内 3,600円
　　　　町外 8,400円

使用料 ℡ 48－2146

桜橋体育館 体育館
17：00～22：00 3,000円

体育館
17：00～22：00 3,300円 使用料 ℡48－2146

南越前ダイビングパーク 施設使用料（1日当たり）
 1,000円

施設使用料（1日当たり）
 1,100円 使用料、レンタル料 ℡ 48－3300

★スポーツ施設・レジャー施設

★来月発行の広報紙にて、新たな優待制度についてご紹介させていただきます。


