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規則第２２号 

 

向日市民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、向日市民会館の設置及び管理に関する条例　

（令和４年条例第１１号。以下「条例」という。）に定めるもの

のほか、向日市民会館（以下「会館」という。）の管理について

必要な事項を定めるものとする。 

　（職員） 

第２条　会館に館長のほか、次の職員を置くことができる。 

(1) 主幹 

(2) 副課長 

(3) 主席係長 

(4) 係長 

(5) 担当係長 

(6) 副係長 

(7) 総括主任 

(8) 主任 

(9) 主査 

(10) 主事 

　（職務） 

第３条　前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。 

(1) 館長は、上司の命を受け、館務を統括し、所属職員を指揮監

督する。 
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(2) 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。 

(3) 副課長は、館長を補佐する。 

(4) 主席係長は、館長を補佐し、上司の命を受け、特定の事務を

処理する。 

(5) 係長は、上司の命を受け、館の事務を処理する。 

(6) 担当係長は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。 

(7) 副係長は、係長を補佐する。 

(8) 総括主任その他の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理

する。 

　（会館の所掌事務） 

第４条　会館の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 会館の秩序維持及び管理に関すること。 

(2) 会館の使用手続きに関すること。 

(3) 自主事業の企画立案に関すること。 

(4) 公印の保管に関すること。 

(5) その他会館の事務に関すること。 

　（使用者登録） 

第５条　会館を使用しようとする者（以下「申請者」という。）は、

向日市施設予約システム（以下「予約システム」という。）使用

者登録申込書（様式第１号）により市長に申請し、予約システム

 における使用者登録を行わなければならない。

　（使用の申請） 

第６条　申請者は予約システムにおいて、次の各号に定める期間に

使用の許可を市長に申請しなければならない。 

(1) ホール又はこれと併せて条例別表に規定する施設（以下「施



- 3 -

設」という。）及び附属設備を使用する場合　使用日（使用日

が２日以上にわたるときは、その初日。次号において同じ。）

の属する月の７月前の月の１５日から２０日まで 

(2) 前号以外の場合　使用日の属する月の３月前の月の１５日か

ら２０日まで 

２　前項の規定にかかわらず、施設に空きがある場合、申請者は次

の各号に定める期間に使用の許可の申請を行うことができる。 

(1) ホール又はこれと併せて施設及び附属設備を使用する場合　

使用日の属する月の６月前の月の初日（その日が休館日に当た

るときは、その日の直後の休館日でない日。次号において同

じ。）から使用日の３０日前まで 

(2) 前号以外の場合　使用日の属する月の２月前の月の初日から

使用日の３日前まで 

３　市が企画する事業を行う場合は、前２項の規定にかかわらず、

施設を使用できるものとする。 

４　予約システムを使用することが困難な申請者は、午前９時から

午後５時までの間、市民会館において、使用の許可を申請するこ

とができる。 

　（申請の承認） 

第７条　市長は、使用の申請があったときは、審査を行い予約シス

テムにおいて審査結果を申請者に通知する。 

　（使用料の納付） 

第８条　申請者は、審査結果が通知されたときは、５日以内に使用

料を納付しなければならない。 

　（使用許可） 
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第９条　市長は、前条の規定による使用料の納付を確認し、会館の

使用を許可するときは、市民会館使用許可書（様式第２号）を申

請者に交付する。 

２　前項の使用許可書は、会館を使用する際必ず携帯し、職員の請

求があるときは、これを提示しなければならない。 

　（使用許可の変更） 

第１０条　前条第１項の規定により使用許可を受けた者（以下「使

用者」という。）が許可された事項を変更しようとするときは、

ホールについては使用日の３０日前まで、その他の会議室につい

ては使用日の３日前までに予約システムにおいて市長に変更を申

請しなければならない。 

２　市長は、使用許可した事項を変更しても会館の管理上差支えが

ないと判断したときは、当該変更を許可し、市民会館使用変更許

可書（様式第３号）を使用者に交付する。 

３　前条第２項の規定は、使用許可の変更について準用する。 

　（使用許可の取消申請） 

第１１条　使用者は、会館を使用しないこととなったときは、予約

システムにおいて、速やかに市長に使用許可の取消を申請しなけ

ればならない。 

２　市長は、当該取消を許可したときは、市民会館使用取消許可書

（様式第４号）を使用者に交付する。 

　（使用時間） 

第１２条　使用時間には、その準備及び後始末に要する時間を含む

ものとする。 

　（使用協議） 
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第１３条　使用者は、ホールを使用する場合は、使用日の３０日前

までに使用内容等を明らかにした書類を市長に提出するとともに、

会館の職員（市長が指定する者を含む。）と使用方法その他必要

な事項を協議しなければならない。 

　（附属設備及び冷暖房設備の使用料） 

第１４条　条例別表に規定する附属設備及び冷暖房設備の使用料は、

別表第１及び別表第２に掲げる額に消費税法（昭和６３年法律第

１０８号）に基づき消費税が課税される金額に同法に基づく消費

税の税率を乗じて得た金額（以下「消費税額」という。）及び消

費税額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づく地方消

費税の税率を乗じて得た金額の合計額（この金額に１円未満の端

数があるときはその端数を切り捨てた金額）に相当する額を加え

た額とする。 

　（使用料の減免） 

第１５条　条例第１２条の規定による使用料の減免は、次の各号に

掲げるとおりとする。 

(1) 市の機関に準ずるものが、施設及び附属設備を利用するとき

　全額免除 

(2) 市が加入している団体、市が事業委託し若しくは補助してい

る団体又は市が設置を奨励している団体が、その主たる目的の

ためにホールを除く施設及び附属設備を使用するとき　全額免

除 

(3) 前号に掲げる団体が加入する乙訓２市１町の連合団体が、ホ

ールを除く施設及び附属設備を使用するとき　全額免除 

(4) 市内の自治会、町内会等が、ホールを除く施設及び附属設備
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を使用するとき　全額免除 

(5) 更生保護事業法（平成７年法律第８６号）第２条に規定する

更生保護事業を行う団体が、主催し、公益若しくは当該事業を

行うためにホールを除く施設及び附属設備を使用するとき　全

額免除 

(6) 前各号に定めるものの他市長が必要と認める市内の公共的団

体が、ホールを除く施設及び附属設備を使用するとき　全額免

除 

(7) 市以外の官公署が、その主たる目的のために直接行う会議等

にホールを除く施設及び附属設備を使用するとき　５割減額 

(8) その他市長が特に事情がありやむを得ないと認めるときは、

施設及び附属設備の使用料を減免することができる。 

　（使用料の還付） 

第１６条　条例第１３条ただし書きの規定による使用料の還付につ

いては、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 使用者の責めによらない理由により使用しなかったとき　全

額 

(2) 使用者が使用の３日前までに取り消しを申し出た場合で、相

当の理由があると認めたとき　５割 

(3) その他特別な理由があると市長が認めたとき　５割 

２　前項により使用料の還付を受けようとする者は、市民会館使用

料還付申請書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

　（使用回数の制限） 

第１７条　市長は、市民会館の使用の公平を図るため、同一の使用
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者が１か月内に市民会館の施設を使用する回数を制限することが

できる。 

　（遵守事項） 

第１８条　使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 許可を受けた施設以外は使用しないこと。 

(2) 許可を受けることなく、商行為、商業宣伝及びその他これら

に類する目的を持って使用しないこと。 

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。 

(4) その他市長の指示に従うこと。 

　（行為の許可申請） 

第１９条　次に掲げる行為をしようとする者は、市民会館行為許可

申請書（様式第６号）を事前に市長に提出し、その許可を受けな

ければならない。 

(1) 所定の場所以外の場所における飲食又は火気の使用 

(2) 物品の販売、募金その他これらに類する行為又は広告類の掲

出若しくは配布 

２　市長は、前項の申請に係る行為が、会館の設置目的に適合し、

当該行為を許可しても会館の管理上支障がないと認めるときは、

市民会館行為許可書（様式第７号）を交付する。 

３　第９条第２項の規定は、行為許可について準用する。 

　（その他） 

第２０条　条例及びこの規則に定めるもののほか、会館の管理につ

いて必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

　（施行期日） 
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１　この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

　（準備行為） 

２　使用の許可の申請その他会館を供用するために必要な準備行為

は、この規則の施行前においても行うことができる。 

　（開館前の特例措置） 

３　令和５年３月から令和５年５月に使用する場合に限り、第６条

第１項第１号中「使用日の属する月の７月前の月の１５日から２

０日まで」とあるのは、「令和４年１１月１５日から２０日ま

で」と、同条第２項第１号中「使用日の属する月の６月前の月の

初日から使用日の３０日前まで」とあるのは、「令和４年１２月

１日から使用日の３０日前まで」と読み替えるものとする。 

 

別表第１（第１４条関係）

附属設備 単位 金額

ホ ー ル グランドピアノ（調律料を含まな １台 １０，０００ 

舞台設備 い。）

 平台（箱馬含む。） １台 １００

 演台 １台 ５００

 花台 １台 １５０

 司会者台 １台 ２５０

 めくり台 １台 ５０

演奏用椅子 １脚 ５０

譜面台 １台 ５０

指揮用譜面台 １台 １００

指揮台 １台 ２５０
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ホ ー ル 拡声装置 １式 ２，０００

音響設備 音響反射板 １式 ３，１００

ダイナミックマイクロホン １本 ５００

ワイヤレスマイクロホン １本 １，５００

バウンダリマイク １式 ２，０００

エアモニターマイク １式 １，０００

ＣＤ・ＳＤ・ＵＳＢプレーヤー １台 ５００

ＳＤ・ＵＳＢレコーダー １台 ５００

ホ ー ル プロジェクター １台 １，０００

映写設備 スクリーン １張 １，０００

ブルーレイプレーヤー １台 ５００

録画用ＨＤＤレコーダー １台 ５００

ホ ー ル 調光装置 １式 ３，６００

照明設備 ピンスポットライト １台 １，０００

 ボーダーライト １列 １，０００

 サスペンションライト １列 １，０００

 アッパーホリゾントライト １列 １，０００

 ロアーホリゾントライト １列 １，０００

 シーリングスポットライト １台 ５００

 照明セット Ａ（講演会、音響反 １式 ５，０００ 

  射板使用等の小規模

  の 音 楽 会 、 演 奏 会

  等）

  Ｂ（ホリゾント使用 １式 ７，０００ 

の簡単な演奏会等）
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ホ ー ル ロールバックチェアー １式 ３，５００

そ の 他 長机７２脚、椅子２４０脚 １式 ３，５００

設 備 長机 １脚 １００

椅子 １脚 ５０

白布 １枚 ５０

テーブルクロス １枚 ２００

シャワー １日 １，０００

持込み器具使用料 １kW １００

第 １ ワイヤレスマイクロホン １本 ３００

会 議 室 ダイナミックマイクロホン １本 ２００

 プロジェクター １台 １，０００

 電動スクリーン（１５０インチ） １張 ５００

ブルーレイレコーダー １台 ５００

第 ２ ワイヤレスマイクロホン １本 ３００

会議室Ａ ダイナミックマイクロホン １本 ２００

 プロジェクター １台 １，０００

電動スクリーン（１３０インチ） １張 ５００

ブルーレイレコーダー １台 ５００

６５型液晶ディスプレイ １台 ５００

第 ２ ６５型液晶ディスプレイ １台 ５００

会議室Ｂ

第 ２ ６５型液晶ディスプレイ １台 ５００

会議室Ｃ

第 ３ アップライトピアノ １台 １，５００

会 議 室 ワイヤレスマイクロホン １本 ３００
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 ダイナミックマイクロホン １本 ２００

 プロジェクター １台 １，０００

 電動スクリーン（１３０インチ） １張 ５００

ブルーレイレコーダー １台 ５００

６５型液晶ディスプレイ １台 ５００

書画カメラ １台 ５００

第 ４ ６５型液晶テレビ １台 ５００

会 議 室

調 理 室 ワイヤレスマイクロホン １本 ３００

和 室 茶道具 １式 １，０００

５０型液晶テレビ １台 ５００

そ の 他 展示パネル １枚 １００

マイク（２本）付きスピーカー １台 ５００

Ｌ字ポップスタンド １台 １００

備考 

１　附属設備の使用時間は、使用の許可を受けた施設の使用時間の

範囲内とし、１日の使用を１回とする。 

２　日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日にこの表に定める附属設備を使用す

る場合は、この表に定める金額の２割に相当する額を加算する。 

３　使用者が市外在住者（法人又は団体にあってはその事務所の所

在地が市外であるもの）である場合は、この表に定める金額の２

割に相当する額を加算する。 

４　使用者が商行為、商業宣伝及びその他これらに類する目的を持

って使用する場合は、この表に定める金額の５割に相当する額を
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加算する。 

５　入場料その他これに類する料金（入場料及びその他これに類す

る料金の額に段階がある場合については、最高の額を入場料その

他これに類する額とする。以下「入場料」という。）を徴収する

場合は、この表に定める金額に次に定める割合を乗じて得た額を

加算する。 

(1) 入場料の額が３，０００円未満のとき　２割 

(2) 入場料の額が３，０００円以上５，０００円未満のとき　３

割 

(3) 入場料の額が５，０００円以上のとき　５割 

６　ホールを準備又はリハーサル等で使用する場合の附属設備の使

用料は、この表に定める金額（前４項の規定による加算がある場

合は、それを加算した後の額）の５割に相当する額とする。 

７　ホールの使用においては、その内容に応じて舞台技術料が必要

となる。 

８　この表に規定していない照明に使用するカラーフィルターの使

用料は、実費に相当する額とする。 

９　白布及びテーブルクロスについては、クリーニング代が必要と

 なることがある。

別表第２（第１４条関係） 

　冷暖房設備の使用料

施　　設 単　　位 金　　額

ホール 午前（午前９時～正午） 条例別表に規定す

午後（午後１時～午後５時） る額（ただし、加

夜間（午後６時～午後１０時） 算及び減額を行う
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第１会議室 １時間 前の金額）の３割

第２会議室Ａ １時間 に相当する額

第２会議室Ｂ １時間

第２会議室Ｃ １時間

第３会議室 １時間

第４会議室 １時間

調理室 午前（午前９時～正午）

 午後（午後１時～午後５時）

夜間（午後６時～午後１０時）

和室 １時間

備考 

１　冷暖房設備の使用期間は、次のとおりとする。ただし、使用期

間は、変更する場合がある。 

冷房設備　６月１５日から９月１５日まで 

暖房設備　１２月１日から３月３１日まで 

２　ホール及び調理室において、この表に掲げる単位を超えて施設

を使用する場合の冷暖房設備の使用料は、３０分（超える時間が

３０分未満であるとき又は３０分未満の端数があるときは、これ

を３０分とみなす。）までごとに、その直前の単位の３０分当た

りの額に２を乗じて得た額とする。 

　　　附　則 

　この規則は、令和５年２月８日から施行する。 


