
平成２７年３月１２日成田市教育委員会規則第１号 

 

成田市文化芸術センターの設置及び管理に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，成田市文化芸術センターの設置及び管理に関する条例

（平成２７年条例第２０号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 （使用の申請） 

第２条 条例第６条第１項の許可を受けようとする者は，その使用を開始する

日の属する月前１２月以内に文化芸術センター使用許可申請書（別記第１号

様式）により教育長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請が競合したときは，申請の到達順位又は抽選により

申請の優先順位を決定するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，教育長は，必要があると認めるときは，申請の

到達順位又は抽選によらないで申請の優先順位を決定することができる。 

 （使用の許可） 

第３条 教育長は，前条第１項の規定による申請があったときは，速やかに内

容を審査し，適当と認めるときは，文化芸術センター使用許可書（別記第２

号様式。以下「使用許可書」という。）を当該申請をした者に交付するもの

とする。 

 （使用の許可の変更の申請等） 

第４条 条例第６条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，

当該許可の内容を変更しようとするときは，その使用を開始する日の７日前

までに文化芸術センター使用変更許可申請書（別記第３号様式）に使用許可

書を添えて，速やかに教育長に申請しなければならない。 

２ 教育長は，前項の規定による申請を許可したときは，文化芸術センター使

用変更許可書（別記第４号様式）を当該申請をした者に交付するものとする。 

（使用の取消しの申出） 

第５条 使用者は，条例第６条第１項の許可に係る使用を取り消そうとすると

きは，速やかに，その旨を教育長に申し出なければならない。 

 （附属設備使用料） 

第６条 条例別表の規則で定める附属設備使用料は，別表に定めるとおりとす

る。 

 （使用料の納付） 

第７条 使用者は，教育長が指定する期限までに使用料を納付しなければなら

ない。ただし，国又は本市以外の地方公共団体が使用する場合は，この限り



でない。 

 （使用料の減免） 

第８条 条例第１１条の規則で定めるときは，次の各号に掲げるとおりとし，

免除する額は，当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 本市が直接使用するとき 全額 

(2) 教育上の目的により市内の学校，専修学校，保育所等が使用するとき  

半額 

（使用料の減免申請等） 

第９条 条例第１１条の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようと

する者は，文化芸術センター使用料減免申請書（別記第５号様式）により教

育長に申請しなければならない。 

２ 教育長は，前項の規定による申請があったときは，その可否を決定し，文

化芸術センター使用料減免決定・却下通知書（別記第６号様式）により当該

申請をした者に通知するものとする。 

（使用料の還付） 

第１０条 条例第１２条ただし書の規則で定めるときは，次の各号に掲げると

おりとし，還付する額は，当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 使用者の責に帰することができない理由によりその使用ができなくなっ

たとき 全額 

(2) 多目的ホール，楽屋，ギャラリーにあってはその使用を開始する日の３

月前，その他の施設等にあってはその使用を開始する日の７日前までに使

用の取消しを申し出たとき ６０パーセントの額 

（使用料の還付申請等） 

第１１条 条例第１２条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする

者は，文化芸術センター使用料還付申請書（別記第７号様式）に使用料を納

付したことを証する書面を添えて，教育長に申請しなければならない。 

２ 教育長は，前項の規定による申請があったときは，その可否を決定し，文

化芸術センター使用料還付決定・却下通知書（別記第８号様式）により当該

申請をした者に通知するものとする。 

（遵守事項） 

第１２条 使用者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 施設等の損傷及び滅失に注意すること。 

(2) 他の人に迷惑をかけないように使用すること。 

(3) 使用を許可された時間内に確実に原状に復し，清掃を行うこと。 

(4) 職員の指示に従うこと。 

（委任） 

第１３条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，教育長が別に定める。 



 

附 則 

この規則は，平成２７年７月４日から施行する。 



別表 

附属設備使用料 

区分 器具名 単位 使用料（１回に

つき） 

備考 

舞台設備 所作台 1式 2,700 円  

金屏
びょう

風 1双 1,620 円  

緋
ひ

毛せん 1枚 100 円  

指揮台 1台 100 円  

指揮者用譜面台 1台 210 円  

演奏者用譜面台 1台 50 円  

平台 1台 160 円  

開き足 1足 100 円  

箱足 1個 50 円  

椅子 1脚 50 円  

講演台 1式 540 円 花台を含む。 

座布団 1枚 100 円  

司会台 1台 210 円  

組立ステージ 1台 100 円  

照明設備 基本セット ホリゾント

ライト 

1セット 6,780 円 上下一式 

スポットラ

イト 

1kW ×12台 

ボーダーライト 1列 810 円  

スポットライト 1台 350 円 ハロゲン0.5kW 

スポットライト 1台 710 円 ハロゲン1kW 

スポットライト 1台 1,620円 ムービングラ

イト 

クセノンピンスポットラ

イト 

1台 1,620 円  

LEDピンスポットライト 1台 1,080 円  

ホリゾントライト上 1列 810 円  

ホリゾントライト下 1列 810 円  

スタンド 1本 210 円  

効果器具 カッターラ

イト 

1台 540円 ハロゲン

750W・エリス

ポ 



  カッターラ

イト 

1台 350円 ハロゲン

575W・エリス

ポ 

カッターラ

イト 

1台 1,080円 LED129W・エリ

スポ 

PARライト 1台 710円  

ミラーボー

ル 

1 個 540円  

種板ローテ

ーター 

1 台 540円  

高輝度ビデオプロジェク

ター 

1台 1,620 円  

プロジェクター 1台/日 1,080 円  

書画カメラ 1台 540 円  

可搬型スクリーン 1台/日 210 円  

テレビモニター 1台/日 1,080 円  

スモークマシーン 1台 1,620 円  

持込器具（1個につき） 1kW 100 円  

音響設備 マイクロホン 1本 1,080 円 スタンド付 

ワイヤレスマイクロホン 1本 1,080 円 スタンド付 

マイクスタンド 1本 210 円  

テープレコーダー 1台 1,080 円  

CF・SD・CDレコーダー 1台 1,080 円  

MD・CDプレイヤー 1台 1,080 円  

メインスピーカーA 1台 3,020 円 スピーカー×3

台，サブウー

ハー×2台 

メインスピーカーB 1台 1,080 円 スピーカー×1

台 

モニタースピーカー 1台 540 円  

サブウーハー 1台 540 円  

16chミキサー 1台 4,320 円  

32chミキサー 1台 5,760 円  

ワイヤレスアンプ 1台/日 540 円  

ブルーレイディスクプレ

イヤー 

1台/日 1,080 円  



 持込器具（1個につき） 1kW 100 円  

楽器 グランドピアノ 1台 7,560 円 調律料使用者

負担 

楽器セット アップライ

トピアノ 

1セット 1,080 円  

シンセサイ

ザー（スタ

ンド付） 

 

ドラムセッ

ト 

 

ギターアン

プ 

 

ベースアン

プ 

 

キーボード

アンプ 

 

ミキサー  

スピーカー  

スピーカー

スタンド 

 

マイクロホ

ン 

ボーカル用・

楽器用 

モニタース

ピーカー 

 

マイクスタ

ンド 

 

ステレオオ

ーディオレ

コーダー 

 

その他 展示パネル 1台/日 210円  

展示ケース 1台/日 210円  

備考 使用料の欄中「（１回につき）」とは，特別の定めのない限り，午前

９時から午後１時まで，午後１時から午後５時まで及び午後５時から午後

９時３０分までのそれぞれの時間帯の使用をいう。 

 

 



[別記様式 略] 


