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木津川市加茂文化センター条例 

（設置） 

第１条 ふれあい豊かな住民の交流、自治活動の振興及び文化、芸術等諸活動の啓発普及を

図り、もって住民生活の向上と福祉の増進に寄与するため、木津川市加茂文化センター（以

下「センター」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置 

木津川市加茂文化センター 木津川市加茂町里南古田156番地 

（事業） 

第３条 センターは、その設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(１) 住民の交流を広め、社会参加の機会を拡充して自治活動の振興を図るための事業 

(２) 住民の文化、芸術、生活改善等の普及及び振興を図り、健康で文化的な生活を向上

するための事業 

(３) 文化、芸術、教育等にかかわる公演及び発表並びに催し物の開催に関する事業 

(４) ホール並びに各種の学習、集会活動等の便に供する施設及び設備、備品等の提供に

関する事業 

(５) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業及び

特に教育長が必要と認める事業 

（職員） 

第４条 センターに館長その他必要な職員を置く。 

（利用） 

第５条 センターは、その設置目的を妨げない範囲において、一般の利用に供することがで

きる。 

（利用の許可） 

第６条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ木津川市教育委員会（以下「教育委

員会」という。）の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする

ときも、同様とする。 

２ 教育委員会は、特に必要と認められる場合は、前項の利用許可に条件を付することがで

きる。 

（利用許可の制限等） 

第７条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、利用を許可せ

ず、又は利用許可を取り消し、若しくは利用の停止を命ずることができる。 

(１) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はそれらに基づく指示に違反したとき。 

(２) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれがあると認められる

とき。 

(３) 施設及び設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる

とき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めるとき。 

参考資料 №１ 
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（利用許可の変更等） 

第８条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、利用者に対し

利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用上の条件を変更することができる。

この場合において、当該利用者に生じる損害については、第11条ただし書に規定する場合

を除き、市は、賠償の責めを負わない。 

(１) 第６条の規定に基づく利用許可の申請事項について、虚偽の記載があると認められ

るとき。 

(２) 施設の管理運営上に支障があると認められるとき。 

(３) 災害その他特別な事由によりセンターを利用することができなくなったとき又は利

用することが不適当と認められるとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、公益上又は管理上教育長が特に必要と認めるとき。 

（使用料） 

第９条 利用者は、施設を利用するときは、別表第１に定める額の使用料を納付しなければ

ならない。 

（使用料の減免措置） 

第10条 教育委員会は、特別な事由があると認められる場合には、別表第２に定める施設及

び設備、備品等使用料減免基準に基づき使用料を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の還付） 

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由

により施設等を利用することができなくなったとき、又は教育長においてやむを得ない事

由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。 

（利用許可の譲渡等の禁止） 

第12条 利用者は、センターを利用する権利を他に譲渡し、又はこれを転貸してはならない。 

（特別設備の設置等） 

第13条 利用者は、センターに特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加え、若しくは

備え付けられた備品以外の器具等を使用しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を

受けなければならない。 

２ 教育委員会は、管理上若しくは事業運営上必要があると認めるときは、利用者の負担に

おいて必要な設備を設置させ、又は必要な器具等を使用させることができる。 

（職員の立入り） 

第14条 教育委員会は、管理又は運営上必要のあるときは、職員に、利用中の場所に立ち入

らせることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことはできない。 

（原状回復の義務） 

第15条 利用者は、センターの利用が終わったとき、又は第13条に規定する設備を設置し、

若しくは器具等を使用した場合は、センターの利用が終了した時点において直ちに当該設

備を撤去し、器具等の使用を中止して原状に回復しなければならない。第７条及び第８条

の規定により利用許可が取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。 

２ 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費

用を利用者から徴収するものとする。 

参考資料 №１ 
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（損害賠償の義務） 

第16条 利用者は、施設及び設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、教育委

員会が相当と認める額を賠償しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の場合において、当該の損害が避けることのできない事故その他や

むを得ない事由によると認められる場合は、その賠償義務の全部又は一部を免除すること

ができる。 

（行為の禁止） 

第17条 利用者は、センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はそれらのおそれの

ある物品若しくは動物の類を携行すること。 

(２) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利的行為をすること。 

(３) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。 

(４) ホール内で喫煙若しくは飲食をし、又は火気を使用すること。 

(５) 許可なくして所定の場所以外で喫煙若しくは飲食をし、又は火気を使用すること。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上に支障のある行為をすること。 

（入館の制限） 

第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館を禁止し、若しく

は退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。 

(１) 前条各号に規定する行為をし、又はしようとする者 

(２) 館内の秩序を乱す者又は乱すおそれのある者 

(３) 前２号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に従わない者 

（指定管理者による管理） 

第19条 教育委員会は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法（昭和22年

法律第67号。以下「法」という。）第244条の２第３項の規定により、指定管理者（同項に

規定する指定管理者をいう。以下同じ。）にセンターの管理を行わせることができる。 

（指定管理者が行う業務） 

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) センターの利用の許可及び使用料の収受に関する業務 

(２) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

(３) 第１条の目的を達成するために必要な事業の企画及び実施に関する業務 

(４) 教育委員会の承認を受け、センターの開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時

に休館にすること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関する事務のうち、教育委員会

のみの権限に属する事務を除く業務 

（利用料金） 

第21条 教育委員会は、第19条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、

法第244条の２第８項の規定により、センターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）

を指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 利用料金は、別表第１に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員

参考資料 №１ 
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会の承認を得て定めるものとする。 

３ 教育委員会は、前項の承認を行ったときは、速やかにこれを告示するものとする。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第22条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に

センターの管理を行わなければならない。 

（指定管理者に関する準用） 

第23条 第６条から第11条、第13条から第16条及び第18条並びに別表第１の規定は、指定管

理者にセンターの管理を行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定中「教

育委員会」及び「教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規

則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成19年３月12日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂町コミュニティセンター設置及び管理

に関する条例（平成４年加茂町条例第26号）の規定によりなされた手続その他の行為は、

この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成21年10月６日条例第27号） 

この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月30日条例第14号） 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

参考資料 №１ 
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別表第１（第９条、第21条関係） 

１ 施設使用料 

 階 

利用時間 午前 午後 夜間 

利用施設 

午前９時～ 午後１時～ 午後６時～ 

正午 午後５時 午後10時 

１Ｆ 

ホール 

平日 6,000円 8,000円 8,000円 

日曜日、土

曜日及び休

日 

12,000円 16,000円 16,000円 

冷暖房費 １時間あたり1,000円 

楽屋１ 150円 200円 200円 

楽屋２ 150円 200円 200円 

楽屋３ 150円 200円 200円 

リハーサル室 １時間あたり500円 

２Ｆ 第１研修室 １時間あたり500円 

第２研修室 １時間あたり100円 

全研修室 １時間あたり600円 

プレイルーム １時間あたり100円 

展示コーナー １時間あたり150円 

調理室 １時間あたり400円 

ランチルーム １時間あたり150円 

３Ｆ 音楽室 １時間あたり600円 

創作室 １時間あたり200円 

工作室 １時間あたり200円 

和室 １時間あたり500円 

茶室 １時間あたり500円 

録音室 １時間あたり500円 

全フ

ロア

共通 

コンセント使用料 １口１時間あたり100円 

冷暖房費 

ホール以外の施設 

１時間あたり200円 

備考 

１ この表において「平日」とは、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）に規定する休日以外の日をいう。 

２ ホールの利用時間区分が２以上にわたって引き続き利用する場合の施設使用料は、各

利用時間区分の施設使用料の合計額に10分の９を乗じて得た額とする。 

３ 公演、催事業の準備及び練習のためにホールを利用する場合は、使用料に次の割合を

乗じた金額を徴収する。この場合において、利用日数は２日を超えない範囲で、利用区

分ごとに１回とし、３回を限度とする。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めると

参考資料 №１ 
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きは変更することができる。 

(１) 当ホールを利用して公演等をする場合 10分の３ 

(２) 前号以外で公演等をする場合 10分の５ 

４ 営利を目的とする事業及び入場料又は受講料等を徴収する事業を実施するときは、使

用料に10割を加算した金額を徴収する。 

５ ホールの利用において、規則で定めるところにより利用時間の延長の許可を受けたと

きは、先に許可された利用に係る使用料に0.25を乗じた金額（その額に１円未満の端数

が生じたときは、当該端数は切り捨てる。）を徴収する。 

６ 市外団体等が利用する場合の使用料は、倍額とする。 

参考資料 №１ 
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２ 設備・備品等使用料 

 部屋 品名 単位 使用料 

ホール 舞台設備 音響反射板 １式 5,000円 

平台 １台 300円 

金屏風 １双 1,500円 

演台 １台 1,000円 

司会者台 １台 300円 

フルコンサートピアノ １台 10,000円 

譜面台（指揮者用） １台 100円 

地がすり １式 1,000円 

毛氈 １枚 100円 

プロジェクター １台 2,500円 

映画用スクリーン １式 5,000円 

ＯＨＰ １台 500円 

マリンバ １台 1,000円 

太鼓（１尺５寸） １台 600円 

締太鼓 １台 200円 

琴 １面 300円 

ティンパニー １式 1,000円 

チャイム １台 800円 

コンサートグロッケン １台 800円 

シロホン １台 800円 

ビブラフォン １台 800円 

ドラムセット １式 800円 

音響設備 舞台音響セット １式 3,000円 

舞台音響セット（簡易） １式 1,000円 

エレベーターマイク装置 １台 1,300円 

３点吊マイク装置 １式 2,500円 

カセットテープレコーダー １台 800円 

ＤＡＴデッキ １台 800円 

モニター用スピーカー １台 1,000円 

ＭＤプレーヤー １台 800円 

ビデオデッキ １台 800円 

ＣＤプレーヤー １台 800円 

照明設備 照明Ａセット １式 5,000円 

照明Ｂセット １式 10,000円 

照明Ｃセット １式 15,000円 

ピンスポットライト １台 2,000円 

参考資料 №１ 



9 

 

ミラーボール １式 1,000円 

持ち込み照明電源 １ｋＷ 200円 

その他

の施設 

リハーサル室 グランドピアノ １台 500円 

音響セット（マイク２本含む。） １式 500円 

研修室 音響セット（マイク２本含む。） １式 500円 

マイク（増設） １本 100円 

テレビ・ビデオ １式 200円 

プレイルーム テレビ・ビデオ １式 200円 

調理室 炊飯器 １台 100円 

食器・調理器具 １式 200円 

ミキサー １台 100円 

電子レンジ １台 100円 

ガス使用料 １テーブル 100円 

ランチルーム テレビ・ビデオ １式 200円 

工作室 糸のこ機 １台 100円 

電気かんな １台 100円 

電気のこぎり １台 100円 

音楽室 グランドピアノ １台 500円 

音響セット（マイク２本含む。） １式 500円 

カラオケセット（音響セット含む。） １式 600円 

茶室 茶道具セット １式 200円 

録音室 録音編集機 １式 500円 

楽器 マリンバ １台 300円 

琴 １面 100円 

ティンパニー １式 300円 

チャイム １台 200円 

コンサートグロッケン １台 200円 

シロホン １台 200円 

ビブラフォン １台 200円 

ドラムセット １式 200円 

その他 プロジェクター １台 600円 

ＯＨＰ １台 100円 

実費 看板用印刷（感熱紙） １ｍ 1,000円 

看板用印刷（インクリボン紙） １ｍ 1,500円 

カラーフィルター（持込照明機材用） １枚 500円 

シャワー １回 100円 

備考 

１ 附属設備、備品等の使用料は、ホールは半日を１単位、その他の施設は１時間を１単

参考資料 №１ 
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位とする。 

２ ピアノの使用料には、調律料を含まない。調律を必要とする場合は、センター指定の

調律者により行うこと。 

３ 特別の設備を付加したり、持込備品を利用する場合は、それに伴う必要実費を徴収す

る。 

４ 備品附属品を部分的に利用する場合も、それに相当する使用料を徴収する。 

５ 公演、催事業の準備及び練習のためにホールの設備、備品等を利用する場合は、使用

料に次の割合を乗じた金額を徴収する。 

(１) 当ホールを利用して公演等をする場合 10分の３ 

(２) 前号以外で公演等をする場合 10分の５ 

参考資料 №１ 
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３ その他の経費  

ピアノ調律料 

ベーゼンドルファー 21,000円 

カワイピアノ 16,000円 

コンサート調律立会（１時間） 3,500円 

技術者増員（１人あたり） 

１区分 17,000円 

２区分 
午前９時～午後５時 20,000円 

午後１時～午後９時 21,000円 

３区分 午前９時～午後９時 25,000円 

延長 30分あたり 1,700円 

チケット販売手数料 チケット売上げの10％ 

備考 舞台、音響、照明等の技術者の増員については、センター指定の技術者を充てるこ

とを原則とする。 

参考資料 №１ 
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別表第２（第10条関係） 

施設及び設備、備品等使用料減免基準 

 事業運営の区分 利用者区分 

減免率 

備考 
施設使用料 

設備・備品

使用料 

音響・照明

等増員の人

件費 

（Ａ） 市又は市の執行

機関たる委員会等が行

う事業 

市、教育委員会

等 

100％ 100％ ０％ ※ガス・コンセン

ト・電源使用料、

冷暖房費は100％

減免、自己負担に

相当する消耗品費

等は、減免しない。 

（Ｂ） 市又は市の執行

機関たる委員会等が属

する広域団体等が行う

事業 

相楽郡内等 50％ 50％ ０％ ※自己負担に相当す

るガス・コンセン

ト・電源使用料、

冷暖房費、消耗品

費等は、減免しな

い。 

（Ｃ）市内の区・自治会

等の住民団体が行う事

業 

自治会等 100％ 70％ ０％ 

（Ｄ）市又は教育委員会

に登録された音楽芸

術、社会福祉、社会教

育、関係団体が行う事

業及び市又は市の執行

機関たる委員会が後援

する事業 

①市内団体の

場合 

50％ 50％ ０％ 

②市内の社会

教育、文化団

体等の上部

又は広域団

体の場合 

30％ 30％ ０％ 
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木津川市加茂文化センター条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、木津川市加茂文化センター条例（平成19年木津川市条例第131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。 

（館長等の職務） 

第２条 館長は、条例第３条各号の事業を実施するため、木津川市加茂文化センター（以下

「センター」という。）の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

２ その他の職員は、館長の命を受け、その所管に属する業務を処理する。 

（開館時間） 

第３条 センターの開館時間は、午前９時から午後10時までとする。 

（休館日） 

第４条 センターの休館日は、次のとおりとする。 

(１) 毎週月曜日 

(２) 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（以下「祝日」と

いう。）の翌日 

(３) 12月28日から翌年の１月４日までの日 

２ 前項の規定にかかわらず、月曜日が祝日に当たるとき、並びに前号に掲げる休館日が月

曜日及び祝日に当たるときは、それぞれの翌日以降の直近の休館日に当たらない日を休館

日とする。 

３ 教育長は、前２項の規定にかかわらず、必要と認める場合は、休館日を変更し、又は臨

時に休館することができる。 

（利用許可の申請） 

第５条 条例第６条第１項の許可を受けようとする者は、加茂文化センター利用許可申請書

（別記様式第１号。以下「申請書」という。）を教育長に提出しなければならない。 

２ センターの利用の申請は、次に定める期間内に行わなければならない。 

(１) ホール及びホールと併用する施設 利用予定日の１年前から１か月前までの期間 

(２) 前号に掲げる施設以外の施設 利用予定日の６か月から３日前までの期間 

（利用許可の順序） 

第６条 センターの利用許可は、申請の順序によって行うものとする。 

２ 前項の場合において、２以上の申請が同時に行われた場合は、協議又は抽選により決定

するものとする。 

（利用許可書の交付） 

第７条 教育長は、センターの利用を許可するときは、加茂文化センター利用許可書兼受領

書（別記様式第２号。以下「許可書」という。）を交付する。 

（利用許可の変更等） 

第８条 センターの利用許可を受けた者（以下「利用者」という。）が、利用を取り消し、

又は設備及び備品等の利用を変更しようとするときは、直ちに加茂文化センター利用変更

許可申請書（別記様式第３号）に許可書を添えて教育長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、利用しようとする日の１か月前までに行わなければならない。
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ただし、教育長が特に事由があると認めるときは、この限りでない。 

３ 教育長は、取消し又は変更を許可するときは、加茂文化センター利用変更許可書（別記

様式第４号）を交付する。 

４ 利用者は、変更により使用料に不足が生じるときは、直ちに不足額を納付しなければな

らない。 

（利用時間） 

第９条 利用時間には、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。 

２ 利用時間の繰上げ又は延長は、管理及び運営上に支障のない場合に限り、50分を限度と

して許可することができる。 

３ 利用者は、利用時間の繰上げ又は延長をしようとするときは、館長の許可を受けなけれ

ばならない。 

（使用料の納付） 

第10条 条例第９条の使用料は、利用許可を受けたときに、納付しなければならない。ただ

し、教育長が特に認める場合は、この限りでない。 

（使用料の減免措置） 

第11条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、加茂文化セ

ンター使用料減免申請書（別記様式第５号）を教育長に提出しなければならない。 

（使用料の還付） 

第12条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付及びその額は、次のとおりとする。 

(１) 災害その他利用者の責めに帰することができない特別な事由により利用することが

できなくなったとき 全額 

(２) 利用日の１か月前までに利用を取り消したとき 半額 

(３) 前２号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき 教育長がその都度定

める額 

２ 使用料の還付を受けようとする者は、還付請求書を教育長に提出しなければならない。 

（遵守事項） 

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 施設の収容人員を超えないこと。 

(２) 許可なく設備等を利用しないこと。 

(３) 許可なく備品等を移動しないこと。 

(４) 設備の準備、撤収及び原状への回復を行うときは、職員の指示によること。 

(５) 所定の場所以外に出入りしないこと。 

(６) 館内を不潔にしないこと。 

(７) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。 

（利用の打合せ） 

第14条 利用者は、申請書の提出に当たって利用内容を明らかにし、特別な場合を除き、セ

ンターの職員と利用方法その他必要な打合せを行うものとする。 

（会場責任者の設置等） 

第15条 利用者は、利用する施設内及びその周辺の秩序と安全を保持するため、会場責任者
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を設置するとともに、事業の運営、会場の整理等について必要のある場合は、適当な人員

を配置しなければならない。 

（運営協議会） 

第16条 センターは、円滑かつ適切な管理及び運営を図るため、木津川市文化センター等運

営委員会（以下「委員会」という。）を置くことができる。 

２ 委員会に関する事項は、別に定める。 

（補則） 

第17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 

（施行期日） 

１ この規則は、平成19年３月12日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂町コミュニティセンター管理運営規則

（平成５年加茂町規則第６号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相

当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 
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別記様式第１号（第５条関係） 

加茂文化センター利用許可申請書 

 

年  月  日 

 

木津川市教育委員会教育長 様 

 

申 請 者 住 所 

氏 名        ○印  

電 話 

連絡責任者 住 所 

氏 名 

電 話 

 

木津川市加茂文化センター条例及び同条例施行規則を遵守の上、施設を利用したいので、次

のとおり許可申請します。 

利用日 
午前 午後 夜間 

行   事   名 
利用施設使用料（円）（減
額 加算１ 加算２還
付） 予 定 人 員 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 

小 計  

減 額  

加 算 額  

納 入 額  
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別記様式第２号（第７条関係） 

加茂文化センター利用許可書兼受領書 

 

年  月  日 

 

様 

 

木津川市教育委員会教育長 

 

加茂文化センター施設の利用を、次のとおり許可承認します。 

利用日 
午前 午後 夜間 

行   事   名 
利用施設使用料（円）（減
額 加算１ 加算２還
付） 予 定 人 員 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

（利用上の注意） 

・ 利用時間を厳守願います。準備と後片付けは利

用許可時間内に済ませてください。 

・ 利用責任者は、当日必ず来館し、来館時及び退

館時には受付窓口まで連絡してください。 

・ 利用当日は、この許可書を御持参ください。 

※ 特殊器具については、当日別途精算してくださ

い。 

小 計  

減 額  

加 算 額  

納 入 額  
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別記様式第３号（第８条関係） 

加茂文化センター利用変更許可申請書 

 

年  月  日 

 

木津川市教育委員会教育長 様 

 

申 請 者 住 所 

氏 名        ○印  

電 話 

連絡責任者 住 所 

氏 名 

電 話 

利用日 
午前 午後 夜間 

行   事   名 
利用施設使用料（円）（減
額 加算１ 加算２還
付） 予 定 人 員 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 

小 計  

減 額  

加 算 額  

納 入 額  
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別記様式第４号（第８条関係） 

加茂文化センター利用変更許可書 

 

年  月  日 

 

様 

 

木津川市教育委員会教育長 

利用日 
午前 午後 夜間 

行   事   名 
利用施設使用料（円）（減
額 加算１ 加算２還
付） 予 定 人 員 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

（利用上の注意） 

・ 利用時間を厳守願います。準備と後片付けは利

用許可時間内に済ませてください。 

・ 利用責任者は、当日必ず来館し、来館時及び退

館時には受付窓口まで連絡してください。 

・ 利用当日は、この許可書を御持参ください。 

※ 特殊器具については、当日別途精算してくださ

い。 

小 計  

減 額  

加 算 額  

納 入 額  
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別記様式第５号（第11条関係） 

加茂文化センター使用料減免申請書 

 

年  月  日 

 

木津川市教育委員会教育長 様 

 

申 請 者 住 所 

氏 名        ○印  

電 話 

連絡責任者 住 所 

氏 名 

電 話 

利用日 
午前 午後 夜間 行   事   名 利用施設使用料（円）（減

額 加算１ 加算２還
付） 予 定 人 員  利 用 内 容 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

減免を受けようとする理由 
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平成２８・２９年度木津川市加茂文化センター収支決算 

（単位：千円） 

3,075

5,995

32,423

45,022

17,391

304

54

その他 7

租税公課 359

委託料 10,948

支出合計 45,480

0

47,106

広告宣伝費 279

事業費 7,691

32

8,685

0

11,220

保険料 41

手数料 0

22

5

燃料費 479

使用料及び賃借料 243

582

226

印刷製本費 104

水道光熱費 7,711

119

6,653

消耗品費 570

修繕費 551

798

1,015

通信運搬費 149

備品購入費 118

支
出

人件費 16,230

管理費

収入合計 42,749

その他 2,052

目的達成事業 5,323

科目 平成28年度

収
入
合
計

利用料金 3,374

指定管理料 32,000

平成29年度

3,529

 

※上記の収支決算は、平成29年度収支決算書の数値をまとめたものです。 

参考資料 №３ 



 

22 

 

施設の法定（定期）点検及び保守管理一覧表 

■加茂文化センター 

内容 種類 頻度 その他 

特殊建築物等調査報告 法定点検 １回／３年 建築基準法 

建築設備検査報告 法定点検 １回／１年 建築基準法 

建築物環境衛生管理基準 法定測定 
関係する項目 

を法定回数 
建築物衛生法 

消防設備点検 
法定点検（機器） １回／１年 

消防法 
法定点検（総合） １回／１年 

防火対象物定期点検 法定点検 １回／１年 消防法 

昇降機（エレベーター） 
法定点検 １回／１年 建築基準法 

定期点検 １回／１月  

電気設備（電気工作物） 
法定点検 １回／１年 

電気事業法 
定期点検 １２回／１年 

空調設備 
法定点検 １回／３年 フロン排出抑制

法 簡易定期点検 １回／四半期 

空調設備保守 定期点検 ２回以上／１年  

舞台機構保守（吊物） 定期点検 ４回以上／１年  

舞台音響保守 定期点検 １回以上／１年  

舞台照明保守 定期点検 １回以上／１年  

自動ドア保守 定期点検 ４回／１年  

ピアノ保守点検 定期点検 １回／１年 
ﾍﾞｰｾﾞﾝﾄﾞﾙﾌｧ(1台) 

ﾔﾏﾊ(1台)、ｶﾜｲ(2台) 

機械警備 施設管理 日常  

施設清掃 施設管理 随時  

テレビ共同受信施設保守 定期点検 １回／１年  
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木津川市加茂文化センター使用状況（平成28・29年度） 

          項目 

 

施設名 

利用 

日数 
利用率 

減免金額 
利用人数 

（人） ３割減免 ５割減免 １０割減免 

ホール 
29年度 118 40.5% 0.9% 53.2% 39.2% 11,113 

28年度 118 40.4% 5.1% 52.2% 35.4% 12,792 

リハーサル

室 

29年度 272 93.4% 0.2% 49.2% 20.9% 6,343 

28年度 264 90.8% 0.6% 49.5% 16.8% 6,324 

楽屋 
29年度 43 14.8% 4.2% 26.9% 51.7% 636 

28年度 43 14.6% 12.5% 25.1% 45.1% 923 

研修室１ 
29年度 183 63.0% 2.1% 21.8% 44.6% 5,266 

28年度 188 64.6% 1.8% 20.7% 48.4% 5,027 

研修室２ 
29年度 191 65.6% 2.0% 12.7% 31.1% 2,642 

28年度 201 69.3% 1.7% 15.5% 29.1% 3,890 

プレイ 

ルーム 

29年度 238 81.8% 0.5% 10.1% 19.2% 2,411 

28年度 239 82.3% 0.7% 12.0% 7.9% 2,746 

展示 

コーナー 

29年度 17 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 374 

28年度 12 4.4% 0.0% 0.0% 50.0% 80 

調理室 
29年度 80 27.5% 2.7% 24.2% 44.8% 1,639 

28年度 54 18.7% 5.4% 45.7% 37.8% 1,075 

ランチ 

ルーム 

29年度 165 56.5% 1.1% 34.5% 31.4% 3,171 

28年度 166 57.1% 1.3% 33.4% 21.0% 2,875 

音楽室 
29年度 213 73.1% 0.4% 29.8% 58.7% 4,022 

28年度 170 58.7% 1.3% 39.9% 36.5% 3,391 

創作室 
29年度 97 33.3% 0.6% 5.7% 72.5% 871 

28年度 101 35.1% 1.6% 13.8% 38.8% 799 

工作室 
29年度 135 46.5% 0.8% 10.9% 43.5% 1,438 

28年度 135 46.8% 2.9% 23.8% 33.0% 1,307 

和室 
29年度 186 64.0% 0.3% 23.5% 38.8% 2,801 

28年度 190 65.8% 1.1% 29.7% 29.6% 3,612 

茶室 
29年度 65 22.3% 0.0% 4.6% 92.6% 351 

28年度 56 19.4% 4.5% 2.8% 67.4% 503 

録音室 
29年度 86 29.5% 0.0% 71.0% 8.8% 1,746 

28年度 58 20.4% 0.8% 6.8% 46.4% 881 

合計 
29年度 2,089 45.9% 1.1% 25.2% 39.8% 44,824 

28年度 1,995 45.9% 2.7% 24.7% 36.2% 46,225 

 

参考資料 №５ 



 

24 

 

                                   

 

体育施設委託業務仕様書 

 

１．委託業務の場所及び時間 

 (1)業務は、木津川市加茂文化センター（以下、「文化センター」という。）で行い、開館日の午

前８時３０分から午後５時１５分までとする。ただし、業務の時間については、発注者と受託者

が協議して変更できるものとするが、その場合は、受託者は周知に努めるものとする。 

 

２．委託業務の内容 

(1)「京都府・市町村共同公共施設案内予約システム」（以下、「予約システム」という。）によ

る次の社会体育施設・公園施設・学校施設（以下、「運動施設」という。）の施設予約等業

務（中央体育館・市民スポーツセンターは除く）。 

   ア)社会体育施設：木津グラウンド、赤田川グラウンド、加茂体育館、山城コミュニティ運

動広場、城址公園グラウンド 

イ)公園施設：兜谷公園グラウンド・テニスコート、木津川台公園グラウンド・テニスコー

ト、梅美台公園テニスコート、加茂グラウンド、塚穴公園テニスコート、城

址公園テニスコート 

ウ)学校施設：市内小中学校体育館（対象：恭仁小学校を除く） 

市内小中学校グラウンド（対象：恭仁小学校を除く） 

(2)木津川市加茂青少年センター（以下、「青少年センター」という。）の予約等業務 

    

３．委託業務の実施方法 

 下記の内容は、実施方法の要点を記したものであり、細部については社会教育課と調整するこ

ととする。 

 

 (1)運動施設 

ア）予約の流れ 

    ①電話等による予約は受け付けない。ただし、空き状況等の確認はできるものとする。 

    ②個人で予約される場合 

・利用者本人であることの確認。 

・使用希望施設・日時・ＩＤ番号の聞き取り。 

・使用される方の過半数が市内在住者、または在学・在勤者であるかの確認（市内在

住在勤者が過半数の場合は２ヶ月先まで予約可能、それ以外は１週間先まで予約可

能）。 

・テニスコートの利用者は、１日に連続した２時間１面を予約可能。月曜日～日曜日

を一週間の区切りとした中で、土・日・祝日については、その中の１日のみ連続２

時間１面を予約可能。利用日３日前からはこの制限を解除する。 

・過半数が市内在住者、在学・在勤者の場合は市内料金、それ以外は市外料金を徴収、
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夜間照明（一律料金）利用の場合はその料金も徴収→申請書・許可書を印刷し、使

用者には許可書に領収印（指定管理者領収印）を押印して発行。 

・予約事務終了後、申請書を中央体育館（社会体育係）にＦＡＸ送信。 

     ※学校施設の場合、月末に翌月の予定が学校に連絡されているため、使用希望日と申

請日が同一月の時は、追加の予定が入っていないかの確認を学校に電話して行う。

予約終了後、使用希望日と申請日が同一月の時は、申請書を中央体育館（社会体育

係）の他学校にもＦＡＸ送信する。 

    ③登録団体（木津川市体育協会（以下、「体協」という。）・木津川市スポーツ少年団（以

下、「スポ少」という。）・木津川市スポーツ団体登録（以下「団体登録」という。））の

場合。 

・団体の確認→使用希望施設・日時・ＩＤ番号の聞き取り 

・体協・スポ少は３か月先まで、団体登録は２ヶ月先まで予約可能→登録団体料金（市

内料金の半額）を徴収 

・申請書・許可書を印刷し、使用者には許可書に領収印（指定管理者領収印）を押印

して発行 

・予約事務終了後、申請書を中央体育館（社会体育係）にＦＡＸ送信。 

④新規の登録 

・申請者が登録申請書に必要事項を記入。 

・免許証等で本人確認を行った後、予約システムの利用者登録情報（個人と団体で異

なる）に入力、新規ＩＤ番号は社会体育係から入手。なお、中央体育館（社会体育

係）休館日であった場合は、新規ＩＤ番号取得ができないことから、休館日用に予

めＩＤ番号を入手する。 

・利用者内容確認書を２部印刷し、利用者には取り消し等の方法や連絡先の説明を行

った後、１部は申請者、１部は社会体育係にＦＡＸ送信。 

⑤体協加盟のテニス協会・軟式テニス連盟に加入する団体のテニスコート予約 

・テニス協会及び軟式テニス連盟に一任されたテニスコートの事前割振り表に基づい

て、各団体が優先予約期間中（２ヶ月先から３ヶ月先）の間に予約。 

・割振り表を確認の後、③により予約事務。 

 ※２ヶ月先を切った段階で団体として優先予約の権利は消滅するが、一般利用予約が

されていない場合に限って、割振り表に従って利用予約することができる。 

※割振り表以外の日時の予約は、団体としてできない。 

⑥体協・スポ少のグラウンド予約 

・グラウンド利用団体代表者会議で決定した事前割振り表に基づいて、各団体が優先

予約期間中（２ヶ月先から３ヶ月先）の間に予約 

・割振り表を確認の後、③により予約事務 

 ※代表者会議に欠席した団体は、事前割振り表の空きのあるグラウンドについて、優

先予約期間に利用予約することができる。 

 ※団体は、２ヶ月先を切った段階で空きのあるグラウンドを団体として利用予約でき

る。 
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   イ）施設の鍵・夜間照明点灯カード等の受け渡し 

    ①利用に当たって鍵の受け渡しの必要な施設は、木津グラウンド・赤田川グラウンド・

山城コミュニティ運動広場・棚倉小学校・山城中学校・上狛小学校（便所利用の場合

は必要）を除くすべての施設。 

    ②当日・翌日使用は、予約と同時に鍵を渡す。それ以外は、概ね１週間前の８時３０分

～午後５時１５分までに申請書持参していただき鍵を渡す。その際に台帳に鍵ナンバ

ー等を記入。利用後、直接鍵を返却された場合は、台帳に記入する。 

    ③夜間照明設備のある施設は、兜谷公園テニスコート・木津川台公園テニスコート・梅

美台公園テニスコート・棚倉小学校・南加茂台小学校である。 

    ④当日・翌日使用は、予約と同時にコインを渡す。それ以外は、概ね１週間前に許可書

持参していただきコインを渡す。 

    

ウ）取り消し・中止・還付等 

    ①自己都合により予約取り消しは、使用される４日前までに連絡入れる。したがって、

取り消し可能な日数を切ってからの申し込みは取り消すことができない。ただし、４

日前が中央体育館（社会体育係）の休館日に当たったときは、３日前も可。 

    ②雨天等での使用できない場合の取り消し及び使用途中での中止のうち、午前９時から

午後５時までの使用時間の方は、中央体育館（社会体育係の勤務時間内、午前８時３

０分～午後５時１５分まで）に連絡を入れる。午後５時以降の使用時間の方は、翌日

の中央体育館（社会体育係勤務時間内）に連絡を入れる。中央体育館（社会体育係勤

務時間内）の火曜日の使用者は、水曜日に連絡を入れる。 

     原則、山城支所及び文化センターでの電話による取り消し受付は行わないので、使用

者には中央体育館（社会体育係）に連絡する旨伝達。 

    ③使用料の還付は、山城支所及び文化センターでも可。取り消し・中止の連絡の際、中

央体育館（社会体育係）にその旨の申し出があった場合、山城支所及び文化センター

に連絡する。使用料の還付事務は、許可書の返還による。許可書に還付日・受取人・

還付額等を記入し使用料の還付を行うが、複数日に亘る許可書の場合は、予約システ

ムにより取り消し処理を行った後、許可書を発行する。還付後は、中央体育館（社会

体育係）に許可書をＦＡＸ送信。 

     

エ）使用料徴収・使用料還付後の事務 

 ①一日の受付事務が終了する時点で様式①に定める「学校・社会体育施設使用料集計表」

に施設毎の使用料や還付額の集計したものを記入して、速やかに中央体育館（社会体

育係）へＦＡＸにより報告すること。 

 ②当月の受付事務が終わる最終日に様式②に定める「体育施設集金結果報告」に集金し

た日、件数、金額（還付がある場合は相殺）等を記入して、中央体育館（社会体育係）

へ報告すること。 

 ③使用料の納入方法は別途協議し、事務を行うこととする。 
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 (2)青少年センター 

ア)予約の流れ 

    ①電話等による予約は受け付けない。ただし、空き状況等の確認はできるものとする。 

    ②利用者は、木津川市青少年センター条例（以下「青少年センター条例」という。）第１

条の「住民相互の理解と連帯性を育てるため」の条文により、市内在住者、在学・在

勤者に限る。 

    ③受付期間は、青少年センター条例施行規則第６条に「利用日の１か月前から３日前ま

で」とあるが、「利用日の前月の１日から３日前まで」として運用。 

④利用者の予約 

・利用者は、空き状況を確認して「木津川市加茂青少年センター利用許可申請書」（以

下、「申請書」という。）に使用料以外の必要事項を記入。 

なお、定期的利用者は、申請書を持ち帰り、利用希望日を記入して持参する方もお

られるので、「青少年センター利用予定表」から空き状況を確認して、取り消し・変

更等を行う。 

     ・申請書に使用料を記入。 

・「木津川市加茂青少年センター利用許可書」（以下、「許可書」という。）に宛名・使

用料納入日・領収金額を記入（100%減免の団体の場合は、使用料納入日・領収金額

は記入しない） 

・申請書に領収印と受付印（「青少年センター使用許可」）、許可書に領収印（100%減免

団体の場合は、申請書・領収書共に受付印のみ）を押印。 

・許可書を申請者に発行。 

    ⑤予約申請終了後事務 

・申請書に通し番号を記入し、青少年センター（「特定非営利活動法人ふるさと案内・

かも」が管理委託を受託）にＦＡＸ送信。「青少年センター利用予定表」に記入。「青

少年センター集金記録」に記入。 

    ⑦電気使用料（冷暖房費）は、使用・未使用に応じて後日納入も可としている。また、

次回の利用申請時に電気使用の申し出があった場合には、その申請書に必要事項を記

入して電気使用料を徴収する。電気料金のみを支払いがあったときは、納付書に必要

事項を記入して徴収する。 

    ⑧施設の減免・減免率は、加茂文化センターと同様とする。 

     恒常的に青少年センターを利用される団体については、別表のとおりである。 

⑨使用料の納入方法は別途協議し、事務を行うこととする。 

       

   イ）施設の鍵 

    ①青少年センター開館日の午前９時３０分から午後５時までは、「特定非営利活動法人ふ

るさと案内・かも」が開館・閉館事務を行っている。 

    ②午後５時から午後１０時の利用者は、利用日の１週間前を目途に、文化センター開館

日の午前８時３０分から午後５時１５分までに鍵を受け取る。鍵を貸し出した場合は、
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青少年センター鍵貸し出し簿に記入。 

    ③鍵の返却は、文化センターが夜間開館している場合は、受取可。青少年センター鍵貸

し出し簿に記入。 

ウ）取り消し・中止・還付等 

    ①木津川市青少年センター条例第６条に「既納の使用料は、還付しない」とあるが、運

用で使用時までに届け出た場合は、スライドして利用許可している。使用料が変更に

なる場合は、差額のみ徴収する。 
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別記２（第６条関係） 

１．乙に無償貸与するもの 

貸与品 数 量 備考 

パソコン １台 京都府・市町村共同公共施設案内予約システム用 

（市のサーバー接続済） 

プリンター １台 カラーレーザープリンター 

（庁内ＬＡＮ接続済） 

その他 必要の都度 申請書用紙等 
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別表

50%減免 団体区分 100%減免 団体区分

加茂ピンポン 船屋三老連会

こだまサークル 絵手紙教室（老人会　女性部）

幸 中森子ども会

3B体操 泉長寿会

花桃（健康体操） 文化協会 木津川市観光商工課

日本合気空拳 南町区長

青春クラブ

加茂ダンスサークル

幼なじみ

あじさいを育てる会

書苑

カモミール

ゴールデンピンポン

すみれ

関西吟詩文化協会加茂教室

加茂地区更生保護女性会

常念寺　詠歌講

加茂町老人シルバーコーラス

育児サークル　はとぽっぽ

南葉会

子どもフラ

ダンスサークル　あじさい

古文書の会

加茂書道

Smiling

加茂婦人会

加茂太極拳

空手クラブ スポーツ少年団

OKA-JJ

アンサンブルシャンテ 公民館サークル

花想会

健康塾

すこやか木蘭

加茂の鉄道遺産に親しむ会

桜を植えよう会

楽只書道会

木津川市史学習会

いづみ児童デイサービス

いづみ福祉会　

平和の鐘　実行委員会

睦美の会 公民館サークル

ヨガサロン

らららもか

西村　正子

クラブKOZO

相楽東モラロジー事務所
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個人情報取扱特記事項 

 

 （基本事項） 

第１ この契約による事務の処理の委託を受けたもの（以下「乙」という｡）は、個人情報の保護

の重要性を認識し、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害す

ることのないよう適切に行わなければならない。 

 

 （収集の制限） 

第２ 乙は、この契約に係る事務に関して、個人情報を収集するときは、当該契約に係る事務処

理するために必要な範囲内で､適法かつ公正な手段により収集しなければならない。  

 

 （適正な管理） 

第３ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷等を防止するた

めに必要な措置を講じなければならない。 

 

 （秘密の保持）       

第４ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならない。 

２ 乙は、その使用する者が在職中及び退職後においても、この契約による事務に関して知るこ

とのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないように必要な措置

を講じなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（再委託の禁止） 

第５ 乙は、あらかじめ木津川市（以下「甲」という｡）の承諾があった場合を除き、この契約に

よる事務を第三者に委託してはならない。 

 

（利用及び提供の制限） 

第６ 乙は、あらかじめ甲の指示又は承認があった場合を除き、この契約による業務に関して知

り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し､又は提供してはならない。 

 

（複写、複製の禁止） 

第７ 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務に関し、甲

から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 

（資料等の返還） 

第８ 乙は、この契約による事務に関し、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成

した個人情報が記録された資料等は､当該契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとす

る。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。 
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（立入調査） 

第９ 甲は、乙が契約による事務の執行にあたり取り扱っている個人情報の状況について、随時

調査することができる。 

 

（事故発生時における報告） 

第10 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速

やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

（契約解除及び損害賠償） 

第11 甲は、乙がこの契約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求する

ことができる｡ 
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様式①

テニスコート 兜　谷 木津川台 梅美台 塚　穴 合　　計

使　用　料

返　金　額

合　　計

学校施設 学校 学校 学校 学校 学校 学校 学校 学校 合　　計

グラウンド使用料

返　金　額

体育館使用料

返　金　額

合　　計

体育施設 兜谷Ｇ 木津川台Ｇ 木津Ｇ 赤田川Ｇ 加茂Ｇ 加茂体育 合　　計

使　用　料

返　金　額

合　　計

合　計

平成　　　年　　　月　　　日分

学校・社会体育施設使用料集計表

加茂文化センター
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様式②

中央体育館　御中

加茂文化センター

月／日 件数 備考

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

　　月　　日 円

金額

体育施設集金結果報告
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