
 

 

８ 使用料の還付について 

 

（１） 還付がなされる場合 

理由 還付する額 申請期限 

１ 年度初めから利用していた団体で、その利用年度

における屋内の学校施設の利用可能日が４０日

未満の場合。ただし、自己都合による休止は対象

になりません。 
 例：学校行事やＰＴＡ行事のため、利用中止になった。 

   地震があったため、利用中止になった。 

 

 

 

１日当たり 

 体育館 ４００円 

 武道場 ２００円 

 教室  １００円 

 

 

 

その利用年度の３月３

１日 

２ 年度の途中から利用を開始した団体で、利用可能

日が下記の日数に満たなかった場合 

  ５月開始 ３６日 

  ６月開始 ３３日 

  ７月開始 ２９日 

８月開始 ２６日 

９月開始 ２３日 

１０月開始 １９日 

 

１日当たり 

 体育館 ４００円 

 武道場 ２００円 

 教室  １００円 

 

 

 

その利用年度の３月３

１日 

注 ① １、２の還付申請期限は、３月３１日となっています。学校から３月分の開放予定日が示された段階で、３月分

を「見込み」として数え、年間の開放日数が上記に届かなかった場合に、申請してください。一旦申請したあと、開

放日数に変更が生じた場合は、その都度お知らせください。 

② 年間の開放日について、各利用団体はカレンダーに記録しておいてください。還付の申請をする場合その記録を

添付してください。学校の記録と照合し、還付額を決定します。  

３ 年度の途中において団体が解散し、定期利用をやめ

た場合 

 

 

 

 解散が決まり、利用を中止するこ 

 とになった場合は、速やかに解散 

 届を提出してください。（解散日は 

 届出日以後になります） 

解散した日の翌月以後の残

月数に応じた額 

（１００円未満切捨） 

 

 

解散届を出した日の属す

る月の翌月の末日 

４ 年度の途中で、使用料免除の要件に該当する団体と

なった場合 

 

 

免除団体認定の申請を同時に行ってください。 

該当することとなった日の

翌月以後の残月数に応じた

額（１００円未満切捨） 

該当することとなった日

の属する月の翌月の末日 

５ 臨時の利用（特別開放）で、団体の自己都合以外の

理由で、利用ができなかった場合 

利用できなかった時間１時

間当たり 

 体育館 ２００円 

 武道場 １００円 

 教室   ５０円 

利用日の属する月の翌月

の末日 

 

例：体育館を利用していたが、耐震工事のため、年間利用可能

日が３０日だった。還付額：４０日―３０日＝１０日 

１０日×４００円＝４,０００円を還付します。 

３月の予定が分かり次第、還付申請書を提出してください。 

例：体育館の利用団体が８月に解散届を提出し、９月以降の利

用をとりやめた。 

還付額：９月から翌年３月までの７ヶ月分を還付します。 

１６,０００÷１２×７ヶ月分＝９,３３３円 

１００円未満切捨なので、９,３００円の還付です。 

この例の場合は、９月３０日までに還付申請をしてください。 

例：６月から体育館の利用を始めた団体で、年度末現在、利用

可能日が３０日だった。還付額：３３日―３０日＝３日 

３日×４００円＝１,２００円を還付します。 

３月の予定が分かり次第、還付申請書を提出してください。 

１１月開始 １６日 

１２月開始 １３日 

１月開始  ９日 

２月開始  ６日 

 ３月開始  ３日 

令和４年度 学校開放利用の手引き＜抜粋＞ 



 

 

（２） 還付申請のしかた ※還付申請期限は、許可年度の３月３１日です。 

  ① 還付申請書は、次のいずれかの方法で入手できます。 

    ア 各区担当課の窓口（下記参照） 

    イ 新潟市のホームページ（学校開放ページ） 

  ② 必要事項を記入したら、申請期限までに下記へご提出ください。 

 

       〒951-8554  新潟市中央区古町通７番町 1010 番地 古町ルフル４階 

              新潟市教育委員会 地域教育推進課 

              ＴＥＬ：０２５－２２６－３２３２ 

 

（３） 留意事項 

  ① 突発的な理由で還付申請が期日までに間に合わなかった場合はご相談ください。 

  ② 還付は、原則口座振込をお願いします。 

  ③ 申請の後、還付までに１～２か月かかることがありますのでご了承ください。 

 

 

 

９ 問い合わせ・連絡先一覧 

 

区 担当課 グループ等 電話番号 

北 産業振興課 文化・スポーツグループ ０２５－３８７－１１９５ 

東 地域課 産業文化振興室 ０２５－２５０－２１７０ 

中央 地域課 産業文化振興室 ０２５－２２３－７０４１ 

江南 産業振興課 
商工観光・文化スポーツグル

ープ 
０２５－３８２－４６８９ 

秋葉 地域総務課 
地域振興・文化スポーツグル

ープ 
０２５０－２５－５６７１ 

南 地域総務課 広報・文化スポーツグループ ０２５－３７２－６６０４ 

西 地域課 文化・スポーツ担当 ０２５－２６４－７１９３ 

西

蒲 

巻地区 地域総務課 企画・文化スポーツグループ ０２５６－７２－８１９４ 

西川地区 西川地区公民館 ― ０２５６－８８－２３３４ 

岩室地区 岩室地区公民館 ― ０２５６－７２－８８４４ 

潟東地区 潟東地区公民館 ― ０２５６－８６－３０７７ 

中之口地区 中之口地区公民館 ― ０２５－３７５－５００８ 

教育委員会 地域教育推進課 ― ０２５－２２６－３２３２ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別記様式第６号（第６条関係）  

 

 

 

 

 令和４ 年度 学校施設使用料還付申請書 

                            令和 ４年 ９月 ３０日 

（あて先）新潟市長 

            申請団体 登録番号 （記入不要） 

                 名称 新潟Ｍｏｎｓｔｅｒ 

                 代表者の氏名 新潟 太郎    

                 電話番号 ０９０－ 

下記のとおり使用料の還付を申請します。 

利用学校及び 
施設の名称 

 新潟第三小学校 体育館 

還付を受けよう 
とする理由及び 

 額 
 

□ 年度当初に利用の許可を受けた屋内学校施設定期利用団体の利用可
能日数が  日であったため  

                   日分        円 

□ 年度の途中に利用の許可を受けた屋内学校施設定期利用団体の利用
可能日数が   日であったため 

      月から利用      日分       円 

☑ 屋内学校施設定期利用団体が 令和４年９月３０日に解散したため              
６か月分 ７，９００ 円 

□ 屋内学校施設定期利用団体が    年  月  日に規則第４条
第１項に規定する団体に該当することとなったため     

               か月分        円 

□ 屋内の学校施設の臨時利用許可に係る利用ができなかった 

 ため             時間分        円 

□ ３０分利用券の払戻し     枚        円 

□ 回数券の払戻し           枚        円 

□ その他 

   理由（                      ） 

   額 （                      ） 

還付方法 

□ 現金払 

☑ 口座払 

金融機関：  〇〇 銀行   ✖✖ 支店 

   預金種別： ☑ 普通    □ 当座                           

   口座番号：１２３４５６ 

フリガナ ニイガタ タロウ 

口座名義人：新潟 太郎  

 

納付済額          円 還付額          円 

還付する理由 規則別表（   ）該当（              ）             

記入例 

 

還付申請の締め切りは３月３１日 

代表者名義の口座を記載する。 

※口座名義人が代表者と異なる場合には委

任状の提出が別途必要になるため、各区担

当課へお問い合わせください。 

原則口座払い。 

可能な限り通帳の写しを添付する。 


