
スポーツ・文化芸術の総合交流合宿施設

〒089-1324

北海道河西郡中札内村東4条北1丁目3番地

TEL : 0155-67-2068

FAX : 0155-63-1235

e-mail : nakasatsunai@ko-ryu-no-mori.com

URL : http://www.koryu-no-mori.com

中札内交流の杜
－ 施設ご利用のご案内（2022年12月1日以降） －

 - 2022年12月1日　改定版 -



宿泊施設（2020年1月1日改正）

ご宿泊料金 (税込） お食事料金 (税込）
1泊 1泊１食 1泊2食 夕食 朝食

(食事なし) (朝食付) (夕・朝食付) 弁当 (※2)
¥3,270 ¥3,970 ¥4,820 宿泊利用有 ¥850 ¥700 ¥600 ¥650
¥3,800 ¥4,500 ¥5,350 宿泊利用無 ¥900 ¥750 ¥650 ¥700

お食事についてのご要望等がございましたらお申出下さい。
※1　食堂でのお食事となります（合宿等、事前に昼食時間が決定できる場合）
※2　外部業者様からのお弁当となります（大会参加等、事前に昼食時間が決定できない場合）

1年以内リピーター様割引プランについて

※施設利用料は除く。
※初回ご利用より1年を超えた場合は無効となります。
※直接お申込みをいただいた団体様が対象となります（旅行代理店等からのお申込みは対象外）

サッカー場 （税込） 研修室（⑧～⑯は2018年4月1日改正） （税込）

¥200 1面・1時間 ¥500 1時間
¥750 1面・半日 ¥200 1時間

¥1,500 1面・1日 ¥100 1時間
¥400 1面・1時間 ¥200 1時間
¥300 1面・1時間 ¥200 1時間

¥1,150 1面・半日 ¥200 1時間
¥2,300 1面・1日 ¥200 1時間

¥600 1面・1時間 ¥9,000 1月
¥400 1面・1時間 ¥3,000 1月

¥1,500 1面・半日 ¥3,000 1月
¥3,000 1面・1日 ¥9,000 1月

¥800 1面・1時間 ¥3,000 1月
¥500 1面・1時間 ¥6,000 1月

¥1,900 1面・半日 ¥9,000 1月
¥3,800 1面・1日 ¥6,000 1月
¥1,000 1面・1時間 ¥9,000 1月

体育館 （税込）

¥200 1時間
¥750 半日

¥1,500 1日
¥300 1時間

¥1,150 半日
¥2,300 1日

¥400 1時間
¥1,500 半日
¥3,000 1日

¥500 1時間
¥1,900 半日
¥3,800 1日

¥100 1時間
¥400 半日
¥800 1日
¥150 1時間
¥600 半日

¥1,200 1日
¥200 1時間
¥750 半日

¥1,500 1日
¥250 1時間
¥800 半日

¥1,900 1日
¥200 1時間

¥1,500 1日
¥100 1回・個人利用のみ

ご宿泊利用の月から１年間、その間にご宿泊利用いただいた場合は、2回目より何度でもご宿泊料金から5％の割引とさせていただきます。

～小学生
中学生～

※研修室・体育館・多目的室の使用時間は8:00～22:00までとし、合宿利用の
場合の半日とは8:00～13:00と13:00～22:00の間の5時間とし、1日とは
8:00～22:00までの間で5時間以上使用する場合とする。

※サッカー場の使用時間は8:00～18:00までとし、合宿利用の場合の半日とは
8:00～13:00と13:00～18:00の5時間とし、1日とは8:00～18:00までの
間で5時間以上使用する場合とする。

※サッカー場の貸し出しは1面単位とする。

使用料 単位 区分

サッカー場　小学生　大会利用時

※体育館・多目的室・サッカー場の個人使用は原則認めない。

区分 区分
昼食

食堂 (※1)

使用料 単位

サッカー場　小学生 研修室①

区分

研修室④
サッカー場　中学生 研修室⑤

サッカー場　小学生　合宿 研修室②
サッカー場　小学生　合宿 研修室③

サッカー場　中学生　大会利用時 研修室⑧
サッカー場　高校生 研修室⑨（和室）

サッカー場　中学生　合宿 研修室⑥
サッカー場　中学生　合宿 研修室⑦

サッカー場　高校生　大会利用時 研修室⑫
サッカー場　大学・一般 研修室⑬

サッカー場　高校生　合宿時 研修室⑩
サッカー場　高校生　合宿時 研修室⑪

体育館（全面）小学生　合宿
体育館（全面）小学生　合宿

サッカー場　大学・一般　合宿 研修室⑭
サッカー場　大学・一般　合宿 研修室⑮

体育館（全面）中学生
体育館（全面）中学生　合宿
体育館（全面）中学生　合宿
体育館（全面）高校生

サッカー場　大学・一般　大会利用時 研修室⑯

区分 使用料 単位

体育館（全面）小学生

体育館（全面）大学・一般　合宿
体育館（全面）大学・一般　合宿
体育館（半面）小学生

体育館（全面）高校生　合宿
体育館（全面）高校生　合宿
体育館（全面）大学・一般

※トレーニング室の個人利用は、合宿利用のない場合とする。

体育館（半面）高校生　合宿

体育館（半面）小学生　合宿
体育館（半面）小学生　合宿
体育館（半面）中学生
体育館（半面）中学生　合宿
体育館（半面）中学生　合宿

※団体とは、10人以上で使用する場合とする。ただし、バドミントン・卓球・テニス
は団体扱いとする。

※冬期間（11月１日～４月30日）の研修室（①～⑦）・体育館・多目的室・トレー
ニング室の利用は、暖房料１時間当たり100円を加算する。

中札内交流の杜　宿泊施設利用料金表（株式会社ユービック）

中札内交流の杜　施設利用料金表（中札内交流の杜設置条例第5条関係）

多目的室　合宿
トレーニング室

体育館（半面）大学・一般
体育館（半面）大学・一般　合宿
体育館（半面）大学・一般　合宿
多目的室

体育館（半面）高校生
体育館（半面）高校生　合宿



宿泊者名簿に記入後、利用に際しての注意事項等を説明させていただき
ます。

※チェックイン時間は15:00ですが、別室にお荷物を置いていただけれ
ば、施設の方はご利用いただけます。

【合宿時施設利用について】をご覧下さい。

施設利用の領収書をお渡しい
たします。

滞在期間中に御支払いをいただき、領収書、宿泊明細書をお渡しいたしま
す。

※チェックアウト時間は9:30ですが、別室にお荷物を置いていただけれ
ば、施設の方はご利用いただけます。

【一般利用について】をご覧下
さい。

ご宿泊希望日、合宿目的、ご宿泊人数などをお聞きし、空き状況の確認を
させていただきます。

━　必要書類　━

中札内交流の杜使用許可申

━　必要書類　━

宿泊施設予約申込書

前日までのキャンセルは無料
です。当日のキャンセルは、全
額徴収させていただきます。

ご宿泊に伴う以下の関係書類をメールにて送付をさせていただきますの
で、最終確認をしていただきます。
　①　施設予約確認書
　②　お部屋割表
　③　食事時間のお知らせ

※宿泊人数の変更がある場合は早めにご連絡を下さい。キャンセル料に
つきましては、ウェブサイトに掲載しておりますのでご覧下さい。

3.最終確認 人数に変更のある場合は、早めにご連絡を下さい。

施設ご利用の後は、必ず事務所で終了の報告を行って下さい。6.ご利用後の報告

　サッカー場・体育館器具庫内の備品、椅子や机等はご自由に使っていただいても結構です。

使い終わった後は元にあった場所に戻して下さい。
5.施設の利用

4.利用当日の受付 代表者の方は、受付にて申込みを行って下さい。

申込書に必要事項を記入して
いただき、現金にて御支払いを
していただきます。

中札内交流の杜　利用申込みの流れ

1.利用の問合せ・予約

一般利用 合宿（宿泊）利用

電話・FAX・メール・ウェブサイト内予約フォームからご連絡を下さい。

2.申込書の記入・提出 利用申込書に必要事項を記入し、FAXまたはメールにて提出して下さい。

ご利用希望日時、利用目的な
どをお聞きし、空き状況の確認
をさせていただきます。

※3カ月前からのご予約が可
能ですが、合宿利用が入った
際は、合宿の団体様が優先と
なりますので、ご利用をお断り
させていただく場合がございま
す。ご了承のほどお願い申し上
げます。

ご
利
用
可
能
の
場
合

中札内交流の杜

〒089-1324 河西郡中札内村東4条北1丁目
TEL : 0155-67-2068 / FAX : 0155-63-1235

e-mail : nakasatsunai@koryu-no-mori.com



◎　休館日について

・ 毎週水曜日
・ 12月29日～翌年1月3日まで
※2022年条例改正により、【以前の12月30日～翌年1月5日まで】から変更

◎　ご利用時間について

一般利用の時間は以下の通りです。
・ サッカー場（4月～10月） 【9:00～日没】
※サッカー場は気候によりご利用時期が変動になります。

・ 体育館・研修室（①～⑦）・ウエイトトレーニング室・多目的室 【9:00～21:30】
※17:30以降のご利用希望の場合は、利用日の前日17:30までにご連絡を下さい。

※大会等でご利用時間前に利用希望される方は事前にご連絡を下さい。

・ 研修室（⑧～⑯） 【9:00～17:30】
※施設3階の研修室⑧～⑯は月単位のお申込みでのご利用のみとなります。

・ 展示室 【10:00～17:00】

◎　ご利用について

・ サッカー場・体育館・研修室・多目的室の個人利用はできません。
・ 17:30以降のご利用希望の場合は、利用日の前日17:30までにご連絡を入れて下さい。
※17:30以降の施設利用がない日につきましては、当日申し込みでの17:30以降のご利用はいただけません。

・ 体育館・各研修室をご利用の方は、上靴をお持ち下さい。
・ ウェイトトレーニング室内のフリーウェイトトレーニング（シャフト・バーベルを活用したトレーニン
グ）は、事故防止のため、複数人での利用のみとさせていただきます。
また、高校生以下の学生の利用の際は、指導者及び保護者を伴ってのご利用を原則といたしま
す。

・ ウェイトトレーニング室の個人利用は、合宿利用のない場合といたします。
・ 施設利用予約は3ヵ月前から可能となっております。
ただし、合宿の利用が入った場合はご利用をお断りさせていただく場合がございます。
あらかじめご了承願います。

・ 一般利用での食堂・シャワー室・洗濯室のご利用はできません。
・ お申込み以外の場所の出入りは行わないで下さい。
・ 机・椅子・体育館（サッカー場）器具庫内備品はご自由に利用して下さい。
使用後は元の場所に戻して下さい。

・ ご利用が終わりましたら、各団体で清掃を行って下さい。

中札内交流の杜　一般利用について



◎　飲食及び喫煙について

・ サッカー場はセンターハウス前に喫煙コーナーを設置しております。
・ 館内は禁煙となっております。喫煙コーナー設置のご希望の方は事前にご相談下さい。
・ 館内での飲食は禁止となっております。ただし、大会等の利用で許可のある場合は除きますが、
必ず事前にご相談下さい。

◎　駐車場及館内入口について

・ 体育館西側の駐車場に駐車をし、正面玄関よりお入り下さい。
・ 駐車場図の 内は駐車禁止となっておりますので、駐車をしないようにして下さい。
・ 大会等でご利用の場合は、事前に駐車場の打合せをさせていただきますので、お申出下さい。

・ 駐車場内での盗難・事故については責任は負いません。
個人・各団体で管理のほどをお願いいたします。

◎　ゴミ処理について

・ 原則としてゴミは持ち帰りとさせていただきます。
・ 自動販売機の缶・ペットボトル・ビン・紙パックにつきましては、自動販売機前の専用ゴミ箱に
捨てて下さい。
ご協力をお願いいたします。

※　中札内交流の杜のご利用にあたって、御不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。



◎　ご利用時間について

合宿利用時の施設利用時間は以下の通りです。
・ サッカー場（4月～10月） 【8:00～日没】

※サッカー場は気候によりご利用時期が変動になります。

・ 体育館・研修室（①～⑦）・ウエイトトレーニング室・多目的室 【8:00～22:00】
・ シャワー室・食堂・洗濯室 【6:00～22:00】

◎　ご利用について

・ 上靴をお持ち下さい。
・ チェックイン手続きがありますので、代表の方は事務室にお越し下さい。

・宿泊者名簿のご記入をいただきます。
・利用に際しての注意事項を確認いたします。

・ 机・椅子・体育館（サッカー場）器具庫内備品はご自由に利用して下さい。
使用後は元の場所に戻して下さい。

・ ご利用が終わりましたら、各団体で清掃を行って下さい。

◎　チェックインについて

時間 ・ 15:00～
※チェックイン前の施設利用につきましては、荷物をお持ちの上、利用していただくことは可能です。

・ 20:00までにチェックインをして下さい。遅くなる場合は、必ずご連絡を下さい。

◎　駐車場及び館内入口について

・ 体育館西側の駐車場に駐車をし、正面玄関よりお入り下さい。
・ 駐車場図の 内は駐車禁止となっておりますので、駐車をしないようにして下さい。
・ 大会等でご利用の場合は、事前に駐車場の打合せをさせていただきますので、お申出下さい。

・ 駐車場内での盗難・事故については責任は負いません。
個人・各団体で管理のほどをお願いいたします。

中札内交流の杜　合宿時施設利用について



◎　食事について

時間 ・ 朝食 7:00 ～ 8:30
・ 昼食 11:30 ～ 13:30
・ 夕食 18:00 ～ 19:30

・ 食堂の定員は88名となっております。
複数団体がご利用されている際は、こちらで座席場所及び食事時間を調整させていただきま
す。ご協力をお願いいたします。

・ 食事はセルフサービス・バイキング方式となっておりますが、少人数の場合はバイキング方式
にならない場合がございます。

・ 食後はテーブルを拭き、食器返却口に団体ごと又はテーブルごとに食器を重ねてお下げ下さ
い。

・ 食事はセルフサービス・バイキング方式となっておりますが、食べ放題ではありません。
※無理に食べる・食べさせる行為はしないで下さい。

・ アレルギーがある方は事前にお申出下さい。
できるだけご希望にそえるように努力いたします。

◎　シャワールームについて

時間 ・ 6:00～22:00
・ ご利用の際は、各自でタオル・シャンプー・石鹸・ドライヤー等をお持ち下さい。
・ 使用後には必ず水、お湯を止め、電気を消して下さい。

◎　洗濯について

時間 ・ 6:00～22:00
・ 洗濯機、乾燥機は無料でご利用いただけます。
・ ご利用の際は、各自・各団体で洗剤、ネット等をお持ち下さい。

◎　飲食及び喫煙について

・ 研修棟～宿泊棟渡り廊下の外に喫煙コーナーを設置しております。
施設中に戻る際は扉の施錠を必ず行って下さい。

・ サッカー場はセンターハウス前に喫煙コーナーを設置しております。
・ 館内は禁煙となっております。喫煙コーナー設置のご希望の方は事前にご相談下さい。
・ 食堂以外での飲食は禁止となっております。ただし、大会等の利用で許可のある場合は除きま

すが、必ず事前にご相談下さい。

左記の時間内で団体ごとに一斉に食事をとって
いただきます。開始時間にご希望がございました
ら事前にご連絡をして下さい。



◎　アメニティグッズの販売について

・ 以下のアメニティグッズの販売を行っております。
お忘れになられたお客様はご利用下さい。

※全て1回使い切りタイプとなります。

◎　玄関の施錠及び消灯時間について

・ 玄関の施錠（門限）は22:00とし、研修棟（旧校舎）は消灯いたします。
22:00以降は、宿泊棟の各部屋でお過ごし下さい。

◎　就寝について

・ 宿舎渡り廊下にシーツ・布団カバー・枕カバーを用意してあります。
必ずベッドメーキングを利用して下さい。

・ チェックアウトの際、研修棟～宿泊棟の渡り廊下に袋を用意しておりますので、使用済のシーツ
等をお入れ下さい。

・ シーツ等をご利用いただかないで布団・敷布団を汚された場合は、別途クリーニング代（実費）
を請求させていただくことがあります。

10ml ￥50
販 売 価 格

￥50
￥200 → ￥150

￥50
￥50

品 名 容 量

上記4点セット

￥50リンスインシャンプー

27g

3g歯磨き粉チューブ付

10ml
10ml

ボディーソープ

シャンプー

洗濯用洗剤

歯ブラシ



◎　ゴミ処理について

・ 宿泊棟の各部屋にゴミ入れを設置しております。いっぱいになりましたら、宿泊棟上靴置場に
ゴミ箱を設置しておりますので、分別して捨てて下さい。
分別方法は次のとおりとなっております。
　可燃ごみ ・・・ ティッシュ・紙類
　プラごみ ・・・ お菓子の袋、ビニール袋類
　弁当容器 ・・・ 厨房へお持ちいただき、職員へ申し出て下さい。

　弁当の食べ残し ・・・ 厨房へお持ちいただき、職員へ申し出て下さい。

　ペットボトル・缶 ・・・ 研修棟・宿泊棟自販機前の専用ゴミ箱へ捨てて下さい。

　ビン ・・・ 研修棟自販前の専用ゴミ箱を捨てて下さい。

◎　安全と健康について

・ チェックインした際に、必ず非常口の確認をお願いいたします。
・ 受付では原則お荷物等はお預かりいたしませんので、各自・各団体で管理のほどをお願い

いたします。 ※宿泊棟スタッフ向けルームに金庫が設置しておりますので、ご利用下さい。

・ けが人や病人が発生した場合は、直ちに事務室までご連絡下さい。病院を紹介いたします。
※体温計・カットバン・消毒液等はございますが、内服薬は置いておりません。

・ 中札内交流の杜事務室にはAED（自動体外式除細動器）を設置しております。

＜最寄の病院＞
診療科目

◎　お支払いについて

・ 現金での御支払いの場合は、滞在期間中に受付にて御支払い下さい。
振込での御支払いを希望の団体は、申込み時にお申出下さい。
※振込手数料はご負担願います。

FAX：0155-67-2121

病 院 名

中札内村立診療所
【2021/4/7新体制】

指定管理者
北海道家庭医療学センター

　　　　　　14:30～16:30

平日　/　9:00～12:00

土・日・祝日・水曜午後休診内科

小児科
電話：0155-67-2012

河西郡中札内村西2条南3丁目23番地

連 絡 先診 療 時 間



◎　チェックアウトについて

時間 ・ ～9:30
※チェックアウト後の施設利用につきましては、荷物をお持ちの上、利用していただくことは可能です。

・ チェックアウト後に施設を利用される場合は、施設利用前に各部屋の鍵を受付にご返却下さ
い。

・ 忘れ物がないかご確認の上、お気をつけてお帰り下さい。

※　中札内交流の杜のご利用にあたって、御不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。



◎　研修棟

バレーボールコート2面、バドミントンコート6面、バスケットボールコート2面がとれます。

半面用のバスケットボールゴールは可動式で高さが変更できますので、ミニバスケットに

対応しております。

99畳の広さがある元の柔道場です。（現在はフローリング・ジョイントマット敷での利用可）

マシン・フリーウェイト・バイクを設置しております。

①（音楽室） 旧音楽室。グランドピアノ設置。

② 旧書道教室。

③ 旧進路指導室。

④

⑤

⑥

⑦

⑧ 旧被服教室。

⑨ 旧和室。

⑩ 旧生徒会室。

⑪ 旧食物教室。

⑫ 旧教材室。

⑬ 旧図書室。

⑭ 旧生物・化学実験室。

⑮ 旧理科準備室。

⑯ 旧物理・地学実験室。

中札内高校53年間の資料がご覧いただけます。

約90名収容、50インチのプラズマテレビ設置、無線LAN環境整備。

シャワー室①…13室、シャワー室②…6室の個室シャワールームを完備しております。

全自動洗濯機及び乾燥機を各5台設置しております。

◎　宿泊棟

宿泊者数 部屋名 宿泊者数

101 4名 201

102 4名 202

103 4名 203

104 4名 204

105 2名 2段ベッド×1台設置 205

206

207

208

1階・2階各トイレにはシャワー水栓付洗面台完備。 209

1階に自動販売機を設置。 210

研修棟への渡り廊下外に喫煙コーナーを設置。 211

中札内交流の杜　施設の概要

研
　
修
　
室

ウェイトトレーニング室

多目的室

施設名 備考

2
階

3
階

（
月
単
位
利
用
の
み

）

備考

2階

4人部屋

旧普通教室。
机・椅子がございます。

体育館

2段ベッド×2台設置

ス
タ

ッ
フ
向
け

ル
ー
ム

2段ベッド×4台設置8人部屋

展示室

洗濯・乾燥室

シャワールーム

食堂・談話室

1階

8人部屋

備考部屋名

108

107

106

2段ベッド×2台設置

2段ベッド×4台設置

テレビ
シャワールーム
冷蔵庫
クローゼット
金庫
机・椅子設置。

インターネット
環境整備。

2段ベッド×1台設置
一部畳敷き








