
高体協第２８０号 

令和４年12月19日 

関係団体 各位 

（公財）高岡市体育協会 

事務局長 東  和幸 

 

令和５年度東洋通信スポーツセンター（高岡市民体育館）及び竹平記念体育館の 

占用利用予定について（照会） 

 

 時下 貴台にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 日ごろ、高岡市スポーツ施設をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

さて、当協会は、指定管理者として下記のとおり占用利用予定を照会し、指定管理者仕様書に基

づき調整させていただきます。 

つきましては、貴団体の占用利用予定を回答くださいますようお願いいたします。 

なお、調整がつかなかった日程については、当該団体のみで下記のとおり利用調整会議を開催し

調整させていただきます。（会議開催前日までにご連絡いたします。）また、占用利用調整後の日程

については２月下旬にご確認の文書を送付させていただきます。 

 

記 

 

１ 対 象 施 設   東洋通信スポーツセンター（高岡市民体育館） 及び 竹平記念体育館 

 

２ 提 出 書 類   別紙 令和５年度占用利用予定表 

※ 別紙占用利用予定表記入上の留意事項にご注意の上作成願います。 

※ 東洋通信スポーツセンター用と竹平記念体育館用があります。両施設を 

希望される場合は、それぞれの予定表を提出願います。 

 

３ 提 出 先  〒933-0044 高岡市古城1-8 （公財）高岡市体育協会 

 

４ 提 出 期 限  令和５年１月13日（金）  期限厳守 ※ＦＡＸ･メール可 

 

５ 利用調整会議  期 日：令和５年２月３日（金） １９時から 

会 場：東洋通信スポーツセンター内 高岡市体育協会事務局 

※ 日程調整がつかなかった当該団体のみで行います。 

 

６ そ の 他  既に当該施設へ仮申込み済の行事(優先行事含む)も占用利用予定表に記入 

ください。 

 

 

＜担当＞（公財）高岡市体育協会 管理課 柳澤 

〒933-0044 高岡市古城1－8 

 ℡0766-26-5225  Fax0766-26-5210 

       E-mail:yanagisawa@takaoka-sports.jp 



占用利用予定表記入上の留意事項 

 

１ 別紙「令和５年度優先行事一覧」に記載の期日は、利用することができません。 

２ 各施設の利用時間及び休館日は以下のとおりです。なお、各施設の休館日は利用

することができません。 

 東洋通信スポーツセンター 竹平記念体育館 

利用時間 ９時～２１時 
平日 ９時～２１時 

日曜 ９時～１７時 

休 館 日 

水曜日（その日が休日にあたると

きは、その日後においてその日に

最も近い休日以外の日） 

年末年始（12月 29日～1月 3日） 

火曜日（その日が休日にあたるとき

は、その日後においてその日に最も

近い休日以外の日） 

年末年始（12月 29日～1月 3日） 

  円滑に調整するため、第２希望まで記載願います。第２希望で調整させていただ

く場合はご連絡いたします。 

３ 連絡先住所は、書類送付可能な住所並びに連絡先電話は、日中に確実に繋がる連

絡先を記入してください。 

４ 行事・大会名は正式名称を記入してください。名称が決定していない場合は、仮

称で記入してください。 

５ 利用時間については、１時間単位で記入してください。 

６ 会議室を利用の場合は、該当の会議室を○で囲んでください。（会議室の利用時

間は原則としてアリーナ利用時間と同様とします。）なお、会議室の収容人員等は

以下のとおりです。※コロナ対策で人数制限がかかる場合があります。 

 東洋通信スポーツセンター 竹平記念体育館 

第１会議室 
延 面 積 72㎡ 

収容人員 約 40名 

延 面 積 61.56㎡ 

収容人員 約 30名 

第２会議室 

延 面 積 30㎡ 

収容人員 約 15名 

※空調設備なし 

延 面 積 36.85㎡ 

収容人員 約 20名 

多目的室  
延 面 積 99.37㎡ 

収容人員 約 50名 机なし 

７ その他 

占用利用予定表（様式）データを希望の方は、体協ＨＰ（http://www.takaoka-

sports.jp/shiryouko-top.html）よりダウンロードしてください。 

 

 

担当：（公財）高岡市体育協会 

事務局 管理課 柳澤 ℡0766-26-5225 



令和５年度　優先行事一覧

東洋通信スポーツセンター（高岡市民体育館）

月／日(曜） 行事名 主催団体 利用時間

04/08(土) 高岡市行事 高岡市 9：00-21：00

04/09(日) 高岡市行事 高岡市 9：00-21：00

04/10(月) 高岡市行事 高岡市 9：00-13：00

04/24(月) ～ 04/28(金) バドミントンJrナショナル強化合宿　U16 高岡市・日本バドミントン協会 9：00-18：00

05/08(月) ～ 05/12(金) バドミントンJrナショナル強化合宿　U19 高岡市・日本バドミントン協会 9：00-18：00

05/26(金) ～ 05/28(日) 高岡市民体育大会（中学の部）基準日 高岡市・高岡市体育協会 9：00-18：00

06/05(月) ～ 06/09(金) バドミントンJrナショナル強化合宿　U16 高岡市・日本バドミントン協会 9：00-18：00

06/18(日) (仮）高岡スポーツDAY 高岡市・高岡市体育協会 9：00-18：00

06/25(日) 高岡市民体育大会　基準日 高岡市・高岡市体育協会 9：00-18：00

07/03(月) ～ 07/07(金) バドミントンJrナショナル強化合宿　U19 高岡市・日本バドミントン協会 9：00-18：00

08/11(金) ～ 08/13(日) 富山県青年相撲大会 富山県相撲連盟 9：00-21：00

08/28(月) ～ 09/01(金) バドミントンJrナショナル強化合宿　U13 高岡市・日本バドミントン協会 9：00-18：00

09/05(火) たかおかこどもフェスティヴァル 高岡市保育所・認定こども園フェスティヴァル実行委員会 8：00-16：00

09/09(土) 高岡フォトウォークBINGO2023　設営 高岡市・高岡市体育協会 13：00-21：00

09/10(日) 高岡フォトウォークBINGO2023 高岡市・高岡市体育協会 9:00-18:00

09/17(日) 高岡市民体育大会　基準日 高岡市・高岡市体育協会 9:00-18:00

09/22(金) 体育協会事業 高岡市体育協会 12:00-21:00

09/23(土) 体育協会事業 高岡市体育協会 9:00-17:00

09/24(日) 高岡市民体育大会　基準日 高岡市・高岡市体育協会 9:00-17:00

09/25(月) ～ 09/29(金) バドミントンJrナショナル強化合宿　U16 高岡市・日本バドミントン協会 9：00-18：00

09/30(土) 土曜っ子_秋季_1 高岡市体育協会 8:00-12:00

10/05(木) ～ 10/08(日) 万葉まつり 高岡市・実行委員会 9：00-21：00

10/14(土) 土曜っ子_秋季_2 高岡市体育協会 8:00-12:00

10/21(土) 土曜っ子_秋季_3 高岡市体育協会 8:00-12:00

10/28(土) 土曜っ子_秋季_4 高岡市体育協会 8:00-12:00

11/04(土) 富山マラソン準備 富山マラソン実行委員会 19:00-21:00

11/05(日) 富山マラソン 富山マラソン実行委員会 5:30-12：00

11/06(月) ～ 11/10(金) バドミントンJrナショナル強化合宿　U13 高岡市・日本バドミントン協会 9：00-18：00

01/14(日) 市民フレッシュテニス大会 高岡市体育協会 9:00-17:00

02/11(日) 市民ラージボール卓球大会 高岡市体育協会 9:00-17:00

03/19(火) 体育協会事業 高岡市体育協会 12:00-21:00

03/20(水) 体育協会事業 高岡市体育協会 9:00-17:00

03/22(金) ～ 03/24(日) ジャパンカップビーチボール選手権 高岡市ビーチボール連盟 9：00-21：00

未定 バドミントンＳ／Ｊリーグ　練習会場 実行委員会 9：00-21：00

施設運営に関する業務の一環として優先して占用利用を確保するため、下記行事について特別にご配慮

いただき、計画いただきますようお願いいたします。

1/2 【裏面に続く】



竹平記念体育館

月／日(曜） 行事名 主催団体 利用時間

04/29(土) 前田杯バレーボール大会（中学の部） 高岡市・高岡市体育協会 9：00-17：00

05/13(土) 高岡市民カローリング大会 高岡市体育協会 9:00-13:00

05/26(金) ～ 05/28(日) 高岡市民体育大会（中学の部）基準日 高岡市・高岡市体育協会 9：00-18：00

06/11(日) 高岡市民体育大会　ビーチボール　一般 高岡市・高岡市体育協会 9：00-18：00

06/15(木) がん検診　第2・ｴﾝﾄﾗﾝｽのみ（体育室利用可） 高岡市　健康増進課 7：00-16：00

06/18(日) 高岡市民体育大会　基準日 高岡市・高岡市体育協会 9：00-18：00

06/25(日) 高岡市民体育大会　基準日 高岡市・高岡市体育協会 9：00-18：00

09/09(土) 高岡市民体育大会　カローリング 高岡市・高岡市体育協会 9：00-17：00

09/10(日) 前田杯バレーボール大会(一般の部） 高岡市・高岡市体育協会 9:00-18:00

09/17(日) 高岡市民体育大会　ビーチボール　混合 高岡市・高岡市体育協会 9:00-18:00

09/23(土) 大人の体力測定会 高岡市教育委員会生涯学習・スポーツ課 7：00-17：00

09/24(日) 高岡市民体育大会　３B体操 高岡市・高岡市体育協会 9:00-1700

11/01(水) がん検診　第2・ｴﾝﾄﾗﾝｽのみ（体育室利用可） 高岡市　健康増進課 7：00-16：00

11/12(日) 高岡市民ビーチボール大会 高岡市体育協会 9:00-17:00

11/22(水) 高岡市スポーツ少年団大会　準備 高岡市体育協会 13:00-21：00

11/23(木) 高岡市スポーツ少年団大会 高岡市体育協会 9:00-17:00

03/22(金) ～ 03/24(日) ジャパンカップビーチボール選手権 高岡市ビーチボール連盟 9：00-21：00

未定 バドミントンＳ／Ｊリーグ 実行委員会 9：00-21：00
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