
高知工科大学香美キャンパス 使用時間・使用料金表 
〇使用可能時間 

施設名 区分 使用可能時間 備考 
教室  9：00～21：00  
体育館  9：00～21：00  
グラウンド  9：00～21：00  
武道場  9：00～21：00 6 月 1 日から利用可能です。 

テニスコート 
夏季（4 月～9 月） 9：00～21：00 

ナイター使用不可 
冬季（10 月～3 月） 9：00～18：00 

香美球場 硬式野球、軟式野球専用 9：00～17：00 雨天時使用不可・ナイター使用不可 
フットサルコート フットサル専用 9：00～17：00 ナイター使用不可 
講堂  9：00～22：00 収容定員 600 名 

 
〇4 月 1 日から 5 月末までの使用料等 

施設名 室名・使用面 
1 時間当たりの使用料等（円） 

設備 
使用料（空調使用時） 電気料 

教
室 

大教室 150～250 名 200 （800） ― 
プロジェクター、マイク（2 本） 中教室 100～150 名 150 （400） ― 

小教室 40～50 名 100 （200） ― 

体
育
施
設 

体育館 
全面 1,000 700 バレーボール、バスケットボール、

バトミントン 半面 500 350 

グラウンド 
全面 1,500 1,000 ナイター1 基 
半面 750 500 ナイター2 基 

テニスコート 1 面 500 ― 全面人工芝コート 3 面 
香美球場 8,000 ―  
フットサルコート 8,000 ―  

  

講
堂 

料金区分 
基本使用料（円） 

1 時間当たりの     

使用料等（円） 
1 日当たりの

使用料（円） 

午前 午後 夜間 全日 
空調 

照明持

込み 
調整室 ピアノ 

9-12 13-17 19-22 9-22 

入場料無料又は

2,000 円以下 
13,000 16,300 13,000 35,700 

2,700 2,200 2,000 11,500 
入場料 2,000 円

を超える 
32,500 35,700 32,500 55,300 

午前から午後へ、午後から夜間へ引き続き利用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合計額から次の金額

を差し引いた額とする。 
 入場料無料又は 2,000 円以下・・・3,300 円、2,000 円を超える・・・22,700 円 
   



 
〇6 月 1 日からの使用料等 

施設名 室名・使用面 
1 時間当たりの使用料等（円） 

設備 
使用料 共益費用 合計 

教室 

大教室 150～250 名 600 1,000 1,600 

プロジェクター、マイク（2 本） 中教室 100～150 名 300 500 800 

小教室 40～50 名 200 200 400 

体
育
施
設 

体育館 
全面 1,700 1,000 2,700 バレーボール、バスケットボール、

バトミントン 半面 900 500 1,400 

グラウンド 
全面 1,500 1,000 2,500 ナイター1 基 

半面 800 500 1,300 ナイター2 基 

武道場 900 1,500 2,400  

テニスコート 1 面 500 200 700 全面人工芝コート 3 面 

香美球場 8,000 ― 8,000  

フットサルコート 8,000 ― 8,000  

 

施設名 料金区分 

使用料（円） 共益費用 
午前 午後 夜間 全日 

1 時間

延長 
1 時間  
当たり 9-12 13-17 18-22 

9-17 
13-22 

9-22 

講堂 

入 場料 無料 又は

2,000 円以下 
13,000 16,300 13,000 26,000 35,700 3,300 

1,000 
入場料 2,000 円を

超える 
32,500 35,700 32,500 45,500 55,300 4,800 

※ 
講堂設備等 

空調 5,000／時間 

演出照明持込み 2,200／時間 

音響・照明調整室 2,000／時間 

ピアノ 11,500／日 
※ 講堂設備等（空調、照明持込み、調整室、ピアノ）の使用料は減免の対象外となります。 
 
料金表の見方 

 使用料は、各施設使用料、共益費用、設備使用料を合算し、消費税を加算して決定します。 


