
利用者の皆様へ 

 日頃は，京都市西京極総合運動公園（陸上競技場兼球技場，補助競技場，

わかさスタジアム京都（野球場））を御利用いただき，誠にありがとうご

ざいます。 

 当施設は，市民の皆様のスポーツ振興を図るために設置されており，平

成２９年度には，個人利用で 3２，８７０名御利用いただきました。 

 運営にあたっては，西京極総合運動公園北側区域（陸上競技場兼球技場，

補助競技場，わかさスタジアム京都），ハンナリーズアリーナ（京都市体

育館）及び市民スポーツ会館を一括で管理し，以下に示すとおり，利用者

の皆様からいただく利用料金のほか，市民の皆様に納めていただく税金等

によって支えられております。 

今後とも，御利用の皆様により安全・快適にお使いいただけるよう取り

組んでまいりますので，当施設を一層御利用いただきますようお願いいた

します。 

 

          

        施  設  名  京都市西京極総合運動公園 

（陸上競技場兼球技場，補助競技場，わかさスタジアム） 

        指定管理者名（事業主体）  京都スポーツネットワーク 

                 代表：公益財団法人京都市体育協会 

                 （電 話： ３１５－４５６１） 

        所 管 課 名  京都市文化市民局市民スポーツ振興室 

                 （電 話： ３６６－０１６８） 

当施設をご利用の皆様からいただいた利用料金 

２３２百万円（６１％） 

市民の皆様に納めていただいた税金等 

１４６百万円（３９％） 

施設運営の経費に係る財源（平成２９年度） 

３７８百万円 



 

利用者の皆様へ 

 日頃は，京都市市民スポーツ会館を御利用いただき，誠にありがとうご

ざいます。 

 当施設は，市民の皆様のスポーツ振興を図るために設置されており，平

成２９年度は，３，００６件御利用いただきました。 

 運営にあたっては，西京極総合運動公園北側区域（陸上競技場兼球技場，

補助競技場，わかさスタジアム京都），ハンナリーズアリーナ（京都市体

育館）及び市民スポーツ会館を一括で管理し，以下に示すとおり，利用者

の皆様からいただく利用料金のほか，市民の皆様に納めていただく税金等

によって支えられております。 

今後とも，御利用の皆様により安全・快適にお使いいただけるよう取り

組んでまいりますので，当施設を一層御利用いただきますようお願いいた

します。 

 

          

        施  設  名  京都市市民スポーツ会館 

        指定管理者名（事業主体）  京都スポーツネットワーク 

                 代表：公益財団法人京都市体育協会 

                 （電 話： ３１５－４５６１） 

        所 管 課 名  京都市文化市民局市民スポーツ振興室 

                 （電 話： ３６６－０１６８） 

当施設をご利用の皆様からいただいた利用料金 

２３２百万円（６１％） 

市民の皆様に納めていただいた税金等 

１４６百万円（３９％） 

施設運営の経費に係る財源（平成２９年度） 

３７８百万円 



 

利用者の皆様へ 

 日頃は，ハンナリーズアリーナ（京都市体育館）を御利用いただき，誠

にありがとうございます。 

 当施設は，市民の皆様のスポーツ振興を図るために設置されており，平

成２９年度は，５６８件御利用いただきました。 

 運営にあたっては，西京極総合運動公園北側区域（陸上競技場兼球技場，

補助競技場，わかさスタジアム京都），ハンナリーズアリーナ（京都市体

育館）及び市民スポーツ会館を一括で管理し，以下に示すとおり，利用者

の皆様からいただく利用料金のほか，市民の皆様に納めていただく税金等

によって支えられております。 

今後とも，御利用の皆様により安全・快適にお使いいただけるよう取り

組んでまいりますので，当施設を一層御利用いただきますようお願いいた

します。 

 

          

        施  設  名  ハンナリーズアリーナ（京都市体育館）  

        指定管理者名（事業主体）   京都スポーツネットワーク 

                 代表：公益財団法人京都市体育協会 

                 （電 話： ３１５－４５６１） 

        所 管 課 名  京都市文化市民局市民スポーツ振興室 

                 （電 話： ３６６－０１６８） 

 

当施設をご利用の皆様からいただいた利用料金 

２３２百万円（６１％） 

市民の皆様に納めていただいた税金等 

１４６百万円（３９％） 

施設運営の経費に係る財源（平成２９年度） 

３７８百万円 



 

利用者の皆様へ 

 日頃は，京都市武道センターを御利用いただき，誠にありがとうござい

ます。 

 当施設は，市民の皆様のスポーツ振興を図るために設置されており，平

成２９年度は，個人利用で１１，４１６件御利用いただきました。 

運営にあたっては，以下に示すとおり，利用者の皆様からいただく利用

料金のほか，市民の皆様に納めていただく税金等によって支えられており

ます。 

今後とも，御利用の皆様により安全・快適にお使いいただけるよう取り

組んでまいりますので，当施設を一層御利用いただきますようお願いいた

します。 

 

          

        施  設  名  京都市武道センター 

        指定管理者名（事業主体）  岡崎スポーツネットワーク 

                 代表：公益財団法人京都市体育協会 

                 （電 話： ３１５－４５６１） 

        所 管 課 名  京都市文化市民局市民スポーツ振興室 

                 （電 話： ３６６－０１６８） 

 

当施設をご利用の皆様からいただいた利用料金 

３５百万円（７３％） 

市民の皆様に納めていただいた税金等 

１３百万円（２７％） 

施設運営の経費に係る財源（平成２９年度） 

４８百万円 



 

利用者の皆様へ 

 日頃は，京都市宝が池公園運動施設を御利用いただき，誠にありがとう

ございます。 

 当施設は，市民の皆様のスポーツ振興を図るために設置されており， 平

成２９年度は，１１，７９４件御利用いただきました。 

 運営にあたっては，以下に示すとおり，利用者の皆様からいただく利用

料金によって支えられております。 

今後とも，御利用の皆様により安全・快適にお使いいただけるよう取り

組んでまいりますので，当施設を一層御利用いただきますようお願いいた

します。 

 

          

        施  設  名  京都市宝が池公園運動施設 

        指定管理者名（事業主体）  宝が池スポーツネットワーク 

                 代表：公益財団法人京都市体育協会 

                 （電 話： ３１５－４５６１） 

        所 管 課 名  京都市文化市民局市民スポーツ振興室 

                 （電 話： ３６６－０１６８） 

 

当施設をご利用の皆様からいただいた利用料金 

６４百万円（１００％） 

市民の皆様に納めていただいた税金等 

０円（０％） 

施設運営の経費に係る財源（平成２９年度） 

６４百万円 



 
 
 

利用者の皆様へ 

 日頃は，京都市左京地域体育館を御利用いただき，誠にありがとうござ

います。 

 当施設は，地域体育館として市民の皆様のスポーツ振興を図るために設

置されており，平成２９年度は，１，９６４件御利用いただきました。 

運営にあたっては，岡崎公園，岩倉東公園，左京地域体育館及び一乗寺

公園を一括で管理し，以下に示すとおり，利用者の皆様からいただく利用

料金のほか，市民の皆様に納めていただく税金等によって支えられており

ます。 

今後とも，御利用の皆様により安全・快適にお使いいただけるよう取り

組んでまいりますので，当施設を一層御利用いただきますようお願いいた

します。 

 

          

        施 設 名   京都市左京地域体育館 

        指定管理者名（事業主体）   左京スポーツネットワーク 

                 代表：公益財団法人京都市体育協会 

                 （電 話： ３１５－４５６１） 

        所 管 課 名  京都市文化市民局市民スポーツ振興室 

                 （電 話： ３６６－０１６８） 

当施設をご利用の皆様からいただいた利用料金 

２６百万円（６５％） 

市民の皆様に納めていただいた税金等 

１４百万円（３５％） 

施設運営の経費に係る財源（平成２９年度） 

４０百万円 



 

 

利用者の皆様へ 

 日頃は，京都市岡崎公園を御利用いただき，誠にありがとうございます。 

 当施設は，市民の皆様のスポーツ振興を図るために設置されており，平

成２９年度は，３，９３１件御利用いただきました。 

運営にあたっては，岡崎公園，岩倉東公園，左京地域体育館及び一乗寺

公園を一括で管理し，以下に示すとおり，利用者の皆様からいただく利用

料金のほか，市民の皆様に納めていただく税金等によって支えられており

ます。 

今後とも，御利用の皆様により安全・快適にお使いいただけるよう取り

組んでまいりますので，当施設を一層御利用いただきますようお願いいた

します。 

 

          

 

        施 設 名   京都市岡崎公園 

        指定管理者名（事業主体）   左京スポーツネットワーク 

                 代表：公益財団法人京都市体育協会 

                 （電 話： ３１５－４５６１） 

        所 管 課 名  京都市文化市民局市民スポーツ振興室 

                 （電 話： ３６６－０１６８） 

当施設をご利用の皆様からいただいた利用料金 

２６百万円（６５％） 

市民の皆様に納めていただいた税金等 

１４百万円（３５％） 

施設運営の経費に係る財源（平成２９年度） 

４０百万円 



 

利用者の皆様へ 

 日頃は，京都市一乗寺公園を御利用いただき，誠にありがとうございま

す。 

 当施設は，市民の皆様のスポーツ振興を図るために設置されており，平

成２９年度は，４５７件御利用いただきました。 

運営にあたっては，岡崎公園，岩倉東公園，左京地域体育館及び一乗寺

公園を一括で管理し，以下に示すとおり，利用者の皆様からいただく利用

料金のほか，市民の皆様に納めていただく税金等によって支えられており

ます。 

今後とも，御利用の皆様により安全・快適にお使いいただけるよう取り

組んでまいりますので，当施設を一層御利用いただきますようお願いいた

します。 

 

          

 

        施 設 名   京都市一乗寺公園 

        指定管理者名（事業主体）   左京スポーツネットワーク 

                 代表：公益財団法人京都市体育協会 

                 （電 話： ３１５－４５６１） 

        所 管 課 名  京都市文化市民局市民スポーツ振興室 

                 （電 話： ３６６－０１６８） 

当施設をご利用の皆様からいただいた利用料金 

２６百万円（６５％） 

市民の皆様に納めていただいた税金等 

１４百万円（３５％） 

施設運営の経費に係る財源（平成２９年度） 

４０百万円 



 

利用者の皆様へ 

 日頃は，京都市岩倉東公園を御利用いただき，誠にありがとうございま

す。 

 当施設は，市民の皆様のスポーツ振興を図るために設置されており，平

成２９年度は，４０７件御利用いただきました。 

運営にあたっては，岡崎公園，岩倉東公園，左京地域体育館及び一乗寺

公園を一括で管理し，以下に示すとおり，利用者の皆様からいただく利用

料金のほか，市民の皆様に納めていただく税金等によって支えられており

ます。 

今後とも，御利用の皆様により安全・快適にお使いいただけるよう取り

組んでまいりますので，当施設を一層御利用いただきますようお願いいた

します。 

 

          

 

        施 設 名   京都市岩倉東公園 

        指定管理者名（事業主体）   左京スポーツネットワーク 

                 代表：公益財団法人京都市体育協会 

                 （電 話： ３１５－４５６１） 

        所 管 課 名  京都市文化市民局市民スポーツ振興室 

                 （電 話： ３６６－０１６８） 

 

当施設をご利用の皆様からいただいた利用料金 

２６百万円（６５％） 

市民の皆様に納めていただいた税金等 

１４百万円（３５％） 

施設運営の経費に係る財源（平成２９年度） 

４０百万円 



 

利用者の皆様へ 

 日頃は，京都市伏見北部地域体育館を御利用いただき，誠にありがとう

ございます。 

 当施設は，地域体育館として市民の皆様のスポーツ振興を図るために設

置されており，平成２９年度は，１，６３２件御利用いただきました。 

運営にあたっては，横大路運動公園，桂川緑地久我橋東詰公園，伏見北

部地域体育館及び三栖公園を一括で管理し，以下に示すとおり，利用者の

皆様からいただく利用料金のほか，市民の皆様に納めていただく税金等に

よって支えられております。 

今後とも，御利用の皆様により安全・快適にお使いいただけるよう取り

組んでまいりますので，当施設を一層御利用いただきますようお願いいた

します。 

 

          

        施 設 名   京都市伏見北部地域体育館 

        指定管理者名（事業主体）   横大路スポーツネットワーク 

                 代表：公益財団法人京都市体育協会 

                 （電 話： ３１５－４５６１） 

        所 管 課 名  京都市文化市民局市民スポーツ振興室 

                 （電 話： ３６６－０１６８） 

当施設をご利用の皆様からいただいた利用料金 

５３百万円（５４％） 

施設運営の経費に係る財源（平成２９年度） 

９９百万円 

市民の皆様に納めていただいた税金等 

４６百万円（４６％） 



 

 

利用者の皆様へ 

 日頃は，京都市三栖公園を御利用いただき，誠にありがとうございます。 

 当施設は，市民の皆様のスポーツ振興を図るために設置されており，平

成２９年度は，３，４０７件御利用いただきました。 

運営にあたっては，横大路運動公園，桂川緑地久我橋東詰公園，伏見北

部地域体育館及び三栖公園を一括で管理し，以下に示すとおり，利用者の

皆様からいただく利用料金のほか，市民の皆様に納めていただく税金等に

よって支えられております。 

今後とも，御利用の皆様により安全・快適にお使いいただけるよう取り

組んでまいりますので，当施設を一層御利用いただきますようお願いいた

します。 

 

          

        施 設 名   京都市三栖公園 

        指定管理者名（事業主体）   横大路スポーツネットワーク 

                 代表：公益財団法人京都市体育協会 

                 （電 話： ３１５－４５６１） 

        所 管 課 名  京都市文化市民局市民スポーツ振興室 

                 （電 話： ３６６－０１６８） 

当施設をご利用の皆様からいただいた利用料金 

５３百万円（５４％） 

市民の皆様に納めていただいた税金等 

４６百万円（４６％） 

施設運営の経費に係る財源（平成２９年度） 

９９百万円 



 

利用者の皆様へ 

 日頃は，京都市桂川緑地久我橋東詰公園を御利用いただき，誠にありが

とうございます。 

 当施設は，市民の皆様のスポーツ振興を図るために設置されており，平

成２９年度は，３，９４５件御利用いただきました。 

運営にあたっては，横大路運動公園，桂川緑地久我橋東詰公園，伏見北

部地域体育館及び三栖公園を一括で管理し，以下に示すとおり，利用者の

皆様からいただく利用料金のほか，市民の皆様に納めていただく税金等に

よって支えられております。 

今後とも，御利用の皆様により安全・快適にお使いいただけるよう取り

組んでまいりますので，当施設を一層御利用いただきますようお願いいた

します。 

 

          

        施 設 名   京都市桂川緑地久我橋東詰公園 

        指定管理者名（事業主体）   横大路スポーツネットワーク 

                 代表：公益財団法人京都市体育協会 

                 （電 話： ３１５－４５６１） 

        所 管 課 名  京都市文化市民局市民スポーツ振興室 

                 （電 話： ３６６－０１６８） 

当施設をご利用の皆様からいただいた利用料金 

５３百万円（５４％） 

市民の皆様に納めていただいた税金等 

４６百万円（４６％） 

施設運営の経費に係る財源（平成２９年度） 

９９百万円 



 

 

利用者の皆様へ 

 日頃は，京都市横大路運動公園を御利用いただき，誠にありがとうござ

います。 

 当施設は，市民の皆様のスポーツ振興を図るために設置されており，平

成２９年度は，７，２８０件御利用いただきました。 

運営にあたっては，横大路運動公園，桂川緑地久我橋東詰公園，伏見北

部地域体育館及び三栖公園を一括で管理し，以下に示すとおり，利用者の

皆様からいただく利用料金のほか，市民の皆様に納めていただく税金等に

よって支えられております。 

今後とも，御利用の皆様により安全・快適にお使いいただけるよう取り

組んでまいりますので，当施設を一層御利用いただきますようお願いいた

します。 

 

          

        施 設 名   京都市横大路運動公園 

        指定管理者名（事業主体）   横大路スポーツネットワーク 

                 代表：公益財団法人京都市体育協会 

                 （電 話： ３１５－４５６１） 

        所 管 課 名  京都市文化市民局市民スポーツ振興室 

                 （電 話： ３６６－０１６８） 

 

当施設をご利用の皆様からいただいた利用料金 

５３百万円（５４％） 

市民の皆様に納めていただいた税金等 

４６百万円（４６％） 

施設運営の経費に係る財源（平成２９年度） 

９９百万円 



 

利用者の皆様へ 

 日頃は，京都市下鳥羽公園を御利用いただき，誠にありがとうございま

す。 

 当施設は，市民の皆様のスポーツ振興を図るために設置されており，平

成２９年度は，１，３７８件御利用いただきました。 

運営にあたっては，以下に示すとおり，利用者の皆様からいただく利用

料金のほか，市民の皆様に納めていただく税金等によって支えられており

ます。 

今後とも，御利用の皆様により安全・快適にお使いいただけるよう取り

組んでまいりますので，当施設を一層御利用いただきますようお願いいた

します。 

 

          

        施  設  名  京都市下鳥羽公園 

        指定管理者名（事業主体）  下鳥羽スポーツネットワーク 

                 代表：公益財団法人京都市体育協会 

                 （電 話： ３１５－４５６１） 

        所 管 課 名  京都市文化市民局市民スポーツ振興室 

                 （電 話： ３６６－０１６８） 

 

当施設をご利用の皆様からいただいた利用料金 

１１百万円（７３％） 

市民の皆様に納めていただいた税金等 

４百万円（２７％） 

施設運営の経費に係る財源（平成２９年度） 

１５百万円 



 

利用者の皆様へ 

 日頃は，京都市京北運動公園を御利用いただき，誠にありがとうござい

ます。 

 当施設は，市民の皆様のスポーツ振興を図るために設置されており，平

成２９年度は，８２１件御利用いただきました。 

運営にあたっては，以下に示すとおり，利用者の皆様からいただく利用

料金のほか，市民の皆様に納めていただく税金等によって支えられており

ます。 

今後とも，御利用の皆様により安全・快適にお使いいただけるよう取り

組んでまいりますので，当施設を一層御利用いただきますようお願いいた

します。 

 

          

        施  設  名  京都市京北運動公園 

        指定管理者名（事業主体）  京北スポーツネットワーク 

                 代表：公益財団法人京都市体育協会 

                 （電 話： ３１５－４５６１） 

        所 管 課 名  京都市文化市民局市民スポーツ振興室 

                 （電 話： ３６６－０１６８） 

 

当施設をご利用の皆様からいただいた利用料金 

1,778 千円（29％） 

市民の皆様に納めていただいた税金等 

4,307 千円（71％） 

施設運営の経費に係る財源（平成２９年度） 

6,085 千円 


