
平成２９年３月２３日成田市規則第２５号 
 
成田国際文化会館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，成田国際文化会館の設置及び管理に関する条例（昭和  

５０年条例第７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。 

（使用時間） 

第２条 成田国際文化会館（以下「文化会館」という。）の使用時間は，準備

又は原状に復するために要する時間を含むものとし，条例第６条第１項に定

める開館時間内とする。 

２ 文化会館を使用する場合において，使用開始後の許可時間の延長は，これ

を認めない。ただし，指定管理者が他の使用に支障がないと認めるときは，

この限りでない。 

（使用許可の申請） 

第３条 条例第８条第１項の規定により文化会館の施設及びその附属施設（以

下「施設等」という。）を使用しようとする者（以下「申請者」という。）

は，使用日前１２カ月以内に成田国際文化会館使用許可申請書（別記第１号

様式）に使用計画書等を添えて指定管理者に申請しなければならない。 

（使用の許可） 

第４条 指定管理者は，文化会館の使用を許可したときは，成田国際文化会館

使用許可書（別記第２号様式。以下「使用許可書」という。）を当該許可に

係る申請者に交付するものとする。ただし，指定管理者がその必要がないと

認める場合は，この限りでない。 

２ 使用の許可は，申請の順位による。ただし，申請が同時に行われた場合は，

次に掲げる方法により決めるものとする。 

(1) 申請者が市内に住所又は事務所を有する者及び市外に住所又は事務所を

有する者である場合は，前者を優先とする。 

(2) 前号に規定する場合以外の場合は，抽選とする。 

（原状変更許可申請） 

第５条 条例第１１条の規定により模様替えをし，又は設備等を付加しようと

する者は，成田国際文化会館原状変更許可申請書（別記第３号様式）により

指定管理者に申請しなければならない。 

２ 指定管理者は，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，

成田国際文化会館原状変更許可・不許可通知書（別記第４号様式）により当

該申請をした者に通知するものとする。 



（使用の変更又は取消し） 

第６条 使用者は，使用許可の内容を変更し，又は文化会館の使用を取り消そ

うとするときは，成田国際文化会館使用変更・取消許可申請書（別記第５号

様式）に使用許可書を添えて速やかに指定管理者に申請し，その許可を受け

なければならない。ただし，変更申請にあっては，１回を限度とする。 

２ 指定管理者は，前項の規定による申請を許可したときは，成田国際文化会

館使用変更・取消許可書（別記第６号様式）を当該申請をした者に交付する

ものとする。 

（附属設備利用料金） 

第７条 条例別表第２の規則で定める附属設備利用料金は，別表に定めるとお

りとする。 

（利用料金の納入） 

第８条 使用者は，使用許可書の交付を受けるときに，利用料金を支払わなけ

ればならない。ただし，国又は地方公共団体が使用する場合は，この限りで

ない。 

（利用料金の減免） 

第９条 条例第１５条の規則で定めるときは，教育上の目的により市内の小中

学校（義務教育学校を含む。），高等学校又は幼稚園が使用するときとし，

免除する額は，半額とする。 

（利用料金の減免申請等） 

第１０条 条例第１５条の規定により利用料金の全部又は一部の免除を受けよ

うとする者は，成田国際文化会館利用料金減免申請書（別記第７号様式）に

より指定管理者に申請しなければならない。 

２ 指定管理者は，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，

成田国際文化会館利用料金減免決定・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。 

（利用料金の返還） 

第１１条 条例第１６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，返還する額は，当該各号に定める額とする。 

(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不能となった

とき 全額 

(2) 大ホール及び小ホールについては使用期日前１カ月，その他の施設等に

ついては使用期日前１週間までに使用の取消しを申し出たとき ６０パー

セントの額 

（利用料金の返還申請） 

第１２条 条例第１６条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとす

る者は，成田国際文化会館利用料金返還申請書（別記第９号様式）に利用料



金を納入したことを証する書面を添えて指定管理者に申請しなければならな

い。 

２ 指定管理者は，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，

成田国際文化会館利用料金返還決定・却下通知書（別記第１０号様式）によ

り当該申請をした者に通知するものとする。 

（申請書等の受付時間） 

第１３条 申請書等の受付時間は，午前９時から午後５時までとする。 

（冷房及び暖房の実施期間） 

第１４条 文化会館の冷房及び暖房の実施期間は，原則として次のとおりとす

る。 

(1) 冷房期間 ６月１日から９月３０日まで 

(2) 暖房期間 １１月１日から３月３１日まで 

（使用者の遵守事項） 

第１５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) 使用方法等について，指定管理者と綿密な打合せをすること。 

(2) 入場者の安全を確保すること。 

(3) 文化会館内外の秩序を保持するため必要な整理員を配置すること。 

(4) 入場券，整理券その他これに類するものを発行するときは，施設等の収

容定員を標準とすること。 

(5) 入場人員は，収容定員を超えないこと。 

(6) 所定の場所以外で飲食，喫煙及び火気の使用をしないこと。 

(7) 許可なしに物品等の販売行為をしないこと。 

(8) 許可なしに壁，柱等にはり紙，くぎ打ち等をしないこと。 

(9) 入場者の迷惑になるような行為をしないこと。 

(10)入場者に次条に規定する事項を守らせること。 

(11)指定管理者の指示に従うこと。 

（入場者の遵守事項） 

第１６条 入場者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 所定の場所以外で飲食，喫煙及び火気の使用をしないこと。 

(2) 施設等を損傷し，又は汚損しないこと。 

(3) 騒音を発し，暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。 

(5) 指定管理者及び使用者の指示に従うこと。 

（委任） 

第１７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附 則 



この規則は，平成２９年４月１日から施行する。



別表 

 附属設備利用料金  

区分 器具名 単位 利用料金（１回

につき） 

備考 

舞台設備 音響反射板 1式 5,400円   

所作台 1式 5,400円 花道用を含む。 

松羽目・竹羽目 1式 1,080円   

金屏風 1双 1,620円   

緋毛せん 1枚 100円   

大太鼓 1台 540円 バチ，台付 

指揮台 1台 320円   

指揮者用譜面台 1台 210円   

演奏者用譜面台 1台 100円   

A

セ

ッ

ト 

平台 1セット 5,400円 26台 

開き足 23足 

箱足 18個 

B

セ

ッ

ト 

平台 1セット 3,240円 15台 

開き足 11足 

箱足 18個 

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   

紗幕 1枚 1,080円   

講演台 1式 540円 花台を含む。 

長座布団 1枚 100円   

地がすり 1枚 1,620円 16m×10.8m 

司会台 1台 210円   

畳 1畳 50円   

照明設備 A

セ

ッ

ト 

ホリゾントライト 1セット 10,800円 上下一式 

スポットライト 1kW×45台 

B ホリゾントライト 1セット 6,480円 上下一式 



セ

ッ

ト 

スポットライト 1kW×25台 

スポットライト 1台 210円 0.5kW 

スポットライト 1台 320円 1kW 

スポットライト 1台 1,080円 ハロゲン1.5kW 

クセノンピンスポットラ

イト 

1台 3,240円   

ハロゲンピンスポットラ

イト 

1台 1,080円   

ホリゾントライト上・下 1式 1,620円   

ストリップライト 1台 270円   

フットライト 1列 540円 花道フットライ

トを含む。 

スタンド 1本 210円   

ミニブル 1台 540円   

効

果

器

具 

カッターライト 1台 540円 ITO・エリスポ 

プロジェクタースポ

ットライト 

1台 540円   

PARライト 1台 540円   

ブラックライト 1列 540円   

スピナー 1台 540円 4灯式 

ミラーボール 1個 540円   

ディスクマシーン 1台 540円 先玉レンズ付 

リップルマシーン 1台 540円 先玉レンズ付 

ダブルマシーン 1台 540円 先玉レンズ付 

オーロラマシーン 1台 540円   

ストロボマシーン 1台 1,620円   

先玉レンズ 1個 100円   

持込器具（1個につき） 1kw 100円   

スモークマシーン 1台 4,320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 カセット・オー

プン 



MDレコーダー 1台 1,080円   

CDプレーヤー 1台 1,080円   

レコードプレーヤー 1台 1,620円   

ステージスピーカー 1台 1,080円   

モニタースピーカー 1台 540円   

パワーアンプ 1台 540円   

4chミキサー 1台 1,620円   

8chミキサー 1台 3,240円   

16chミキサー 1台 4,320円   

グランドピアノ 1台 3,240円 ヤマハG2E，調律

料使用者負担 

グランドピアノ 1台 5,400円 ヤマハCF，調律

料使用者負担 

グランドピアノ 1台 7,560円 スタインウェイ

D―274，調律料

使用者負担 

16mm映写機 1式 5,400円   

16mm可搬型映写機 1台 1,620円   

スライド映写機 1台 1,080円   

オーバーヘッドプロジェ

クター 

1台 540円   

液晶プロジェクター 1台 1,080円   

可搬型スクリーン 1台 210円   

スクリーン 1枚 1,620円   

ディレイマシーン 1台 540円   

イコライザー 1台 540円   

三点吊マイク装置 1式 1,080円   

持込器具（1個につき） 1kw 100円   

その他 展示パネル 1台/日 210円   

備考 利用料金の欄中「（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時までのそれぞれの時間帯の使用をいう。 

 
 
［別記様式 略］ 
 


