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大ホール 小ホール 展示系 創造支援系 ホール系 展示系 創造支援系

めぐろパーシモンホール

大ホール（1,186席）、小ホール
（200席）、リハーサル室（73㎡）、
練習室3室（42㎡～54㎡）、会議
室（34㎡）、保育室、レストラン、カ
フェ

9:00 ～ 22:00
年末年始（12月29日～1月3日）
＋臨時休館

12ヶ月前 6ヶ月前 － 3ヶ月前
一月に3日、
連続7日間

－
一月に3日、
連続7日間

一般団体、芸術文化団体、
営利・非営利、入場料の有
無・金額により利用料を加算

区、その他認められた団体が
行政目的のために利用する

とき
指定管理者が必要と認めた

とき

9：00 ～ 19：00

富士見市民文化会館
キラリ☆ふじみ

中ホール（802席）、小ホール
（255席）、展示室（50㎡）、会
議、展示室（175㎡）、スタジオ4
室（17㎡～72㎡）

9:00 ～ 22:00
年末年始（12月28日～1月4日）
＋臨時休館

12ヶ月前
6ヶ月前または

3ヶ月前

平日・土日祝日、入場料の
有無・金額、営利・非営利の
場合、利用料金に加算あり

条例で規定なし 9:00 ～ 21:00

9:00 ～ 21:00 条例上 7日間セット 条例上 9:00 ～ 17:00

規定なし 規定なし

逗子文化プラザホール
中ホール（555席）、小ホール
（160席）、ギャラリー（72㎡）、練
習室3室（25～34㎡）

9:00 ～ 22:00

毎月第1・第3火曜日
  ※国民の祝日に当たる場合はそ
の翌日
12月29日～1月3日

13ヶ月前 4ヶ月前 5日以内 14日以内 1月4回まで

平日・土日祝日、入場料の
有無・金額、営利・非営利の
場合、利用料金に一定料金

を加算

市長が特別の必要があると
認めるとき

9:00 ～ 20:00

相模原市文化会館
グリーンホール相模大野

大ホール（1,790席）、小ホール
（220席～280席）、リハーサル室
（280㎡）、練習室2室（63㎡）、カ
フェ

9:00 ～ 22:00
年末・年始（12月28日～1月3日）
毎月第1月曜日（原則）
＋臨時休館

―
4ヶ月前（単独利用の

場合）
＊市外利用は3ヶ月前

7日
＊多目的

ホールは10
日

― 3日

平日・土日祝日、入場料の
有無・金額、営利・非営利の
場合、利用料金に一定料金

を加算

指定管理者が規定で定める
範囲

8:30 ～ 19:00

鎌倉芸術館

大ホール（1,500席）、小ホール
（600席）、ギャラリー3室（72㎡～
202㎡）リハーサル室、練習室2
室、スタジオ、集会室（80名～
150名）、会議室2室、和室

9:00 ～ 22:00
年末年始期間（12月28日～1月4
日）
＋臨時休館日

12ヶ月前
＊営利利用は6ヶ月前

６ヶ月前
＊営利利用は3ヶ月前

7日 10日 3日

平日・土日祝日、入場料の
有無・金額、営利・非営利の
場合、利用料金に一定料金

を加算

所定の条件に該当する市内
の社会教育団体、社会福祉
団体および芸術文化活動団
体等の施設利用について

9:00 ～ 19:00

厚木市文化会館

大ホール（1,400席）、小ホール
（376席）、集会室・会議室6室
（12名～200名）、和室2室（20
畳、30畳）、展示室3室（140㎡）

9:00 ～ 21:30

毎週火曜日
祝日の翌日
年末年始（12月29日～1月3日）
＋臨時休館日

7ヶ月前
＊市外利用は6ヶ月前

7ヶ月前
会議室のみ3ヶ月前

＊市外利用は6ヶ月前
と3ヶ月前

5日以内 ― ―
平日・土日祝日、入場料の
有無・金額、営利・非営利の
場合、利用料金に加算あり

9:00 ～ 17:00

茅ヶ崎市民文化会館

大ホール（1,400席）、小ホール
（410席）、展示室3室（47㎡～
148㎡）、会議室6室（14名～82
名）、練習室3室（27㎡～98㎡）、
和室2室（15畳）

9:00 ～ 21:30

月曜日
休日の翌日
年末年始(12月28日～1月3日)
＋臨時休館日

12ヶ月前
＊市外利用は11ヶ月

前

12ヶ月前
＊市外利用は11ヶ月

前
4日 7日 4日

平日・土日祝日、入場料の
有無・金額、営利・非営利の
場合、利用料金に加算あり

9:00 ～ 19:00

埼玉県
鴻巣市文化センター
クレアこうのす

大ホール（1,132席）、小ホール
（306席）、リハーサル室（96㎡）、
練習室（32㎡）、会議室等8室
（18名～96名）、和室1室（10
畳）、展示コーナー、歴史民族資
料コーナー

9:00 ～ 22:00 年末年始（12月28日～1月4日） 6ヶ月前
6ヶ月前

*リハーサル室は3ヶ月
前

7日 7日 3日

入場料を徴収する場合、基
本使用料金に以下を加算。
ただし、営利目的の場合、入
場料を徴収しない場合であっ
ても基本料金の額に一定額

を加算。

指定管理者が特別の理由が
あると認める時は、市長が定
める基準に従い、その全部又

は一部を還付。

9：00 ～ 18：30

岩手県
久慈市文化会館
アンバーホール

大ホール（1,178席）、小ホール
（351席）、展示室（500㎡）、練
習室（105㎡）、視聴覚室（88
㎡）、会議室3室、文化情報コー
ナー、ラウンジ、展望台

9:00 ～ 22:00
火曜日
年末年始（12月29日～1月3日）

6ヶ月前 3ヶ月前

入場料、平日・休日によって
基本使用料金がに加算あり
営利目的で規定以上の入場
料を徴収する場合、使用料

の5倍

以下のいずれかに該当する
画愛、市長が使用料の全部

または一部を免除
（1）障がい者基本法第2条に

規定する障がい者
（2）その他市長が適当と認め

るとき

9：00 ～ 22：00

茨城県
つくば国際会議場
エポカルつくば

大ホール（1,250席）、小ホール1
（200席）、小ホール2（324席）、
大会議室（2室）、中会議室（7
室）、小会議室（13室）、特別会
議室、レストラン

9:00 ～ 21:00 年末年始（12月28日～1月4日）
入場料、平日・休日、営利・
非営利によって規定の料金

を加算

指定管理者が特別の理由が
あると認める時場合、指定管
理者が必要と認める額を減

免

9：00 ～ 17：00

愛媛県 西条市総合文化会館

大ホール（1,140席）、小ホール
（392席）、リハーサル室（214
㎡）、練習室3室（27㎡～41㎡）、
展示室（210㎡）、研修室（64
㎡）、視聴覚室（60㎡）、和室（60
㎡）、会議室（60㎡）、特別会議

9:00 ～ 22:00
月（祝の場合翌日）
年末年始（12月29日～1月3日）

6ヶ月前
6ヶ月前

*リハーサル室は3ヶ月
前

4日 9日 4日

土日祝、冷暖房利用、営利
目的、入場料を徴収する場

合は入場料によって、基本使
用料から規定のの割合を加

算

有り 9：00 ～ 17：00

兵庫県
たつの市総合文化会館
赤とんぼ文化ホール

大ホール（1,100席）、小ホール
（342席）、リハーサル室（159
㎡）、ギャラリー（127㎡）、会議室
2室（42㎡、72㎡）

～
月・祝翌日
年末年始（12月28日～１月4日）
＋臨時休館

1年前 6ヶ月前 5日 13日 5日

基本使用料（平日・土日区
分有り）を基準に、入場料、
営利・非営利、市内・外、冷
暖房使用により規定の金額

を加算

条例で規定なし 8：30 ～ 18：00

広島県
はつかいち文化ホール
さくらぴあ

大ホール（1,091席）、小ホール
（296席）、リハーサル室（105
㎡）、練習室3室（13㎡～28㎡）、
会議室（37㎡）

9:00 ～ 22:00
月（祝の場合翌日）
年末年始（12月29日～1月3日）

－ 6ヶ月前 4日 4日 4日

基本使用料（平日・土日区
分有り）を基準に入場料、飲
食の有無にて規定の金額を

加算

市長が特別の理由があると
認めるとき

9：00 ～ 21：00

条例上規定なし

1年前

1年前

1年前

大ホール、中ホールを利用する国際会議：随時
多目的ホール、会議室を利用する国際会議：2年前

大ホール、中ホールを利用する会議等：2年前
上記以外：1年前

条例上規定なし

6ヶ月前

大ホール（2,488席）、小ホール
（433席）、大会議室（240名）、
ギャラリー（展示室5室）、レストラ

ン・喫茶

7ヶ月前
＊市外利用は6ヶ月前

12ヶ月前
＊市外利用は11ヶ月前

12ヶ月前

視察施設

近隣（県内）
類似施設

12ヶ月前
＊営利利用は6ヶ月前

神奈川県立県民ホール

12ヶ月前 条例上規定なし

13ヶ月前

12ヶ月前
＊市外利用は11ヶ月前

4ヶ月前
年末年始（12月28日～1月4日)
＋臨時休館

展示は18：00まで

12ヶ月前 12ヶ月前

施設運営体制事例

申し込み受付時間休館日開館時間施設名 施設概要 減免
利用料

（市内・外など）
申し込み時期 連続利用
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