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○高松国分寺ホール条例 

平成２４年６月２９日 

条例第６９号 

改正 平成２５年１２月２５日条例第９７号 

平成２６年４月１日用字用語整備施行 

平成３１年３月２８日条例第５６号 

高松国分寺ホール条例 

（設置） 

第１条 市民の創造的な文化芸術活動の推進と交流を図り、もって市民文化の発展に寄与するため、

高松国分寺ホール（以下「ホール」という。）を高松市国分寺町新名４３０番地に設置する。 

（使用許可） 

第２条 ホールの施設・設備等（以下「施設等」という。）を使用しようとする者は、あらかじめ

市長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する場合も、同様とする。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしない。 

(１) ホール内の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。 

(２) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

(３) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。 

(４) その他ホールの管理上支障があると認められるとき。 

３ 市長は、ホールの管理上必要があると認めるときは、第１項の許可に条件を付することができ

る。 

（使用許可の取消し、使用の停止等） 

第３条 市長は、前条第１項の許可をした後において、同条第２項各号のいずれかに該当する理由

が生じたとき、又は同条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が次の各号のいず

れかに該当するときは、同項の許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は同項の許可に付

した条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けても、市長は、その

責めを負わない。 

(１) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(２) 前条第３項又はこの条の規定により前条第１項の許可に付した条件に違反したとき。 

(３) 虚偽その他不正の手段により前条第１項の許可を受けたとき。 

（使用料） 

第４条 使用者は、別表に規定する使用料を当該許可の際に前納しなければならない。ただし、国

若しくは地方公共団体が使用する場合又は市長が特別の理由があると認める場合は、この限りで
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ない。 

２ 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又

は一部を返還することができる。 

３ 市長は、使用者が第１条に規定する設置目的に沿ってホールを使用する場合において、必要が

あると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。 

（原状回復の義務） 

第５条 使用者は、使用を終わったとき、又は中止したときは、当該許可に係る使用期限までに、

施設等を原状に回復しなければならない。第３条の規定による許可の取消し又は使用の停止を受

けたときも、同様とする。 

２ 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わり原状に回復する。

この場合において、使用者は、当該原状回復に要した費用を負担しなければならない。 

（利用の制限） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ホールへの入館を拒み、又はホー

ルからの退館を命ずることができる。 

(１) ホール内の秩序を乱し、若しくは公益を害し、又はそのおそれがあると認められる者 

(２) 施設等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められる者 

(３) その他ホールの管理上支障があると認められる者 

（損害賠償） 

第７条 入館者又は使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又は滅失した

ときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。 

（指定管理者による管理） 

第８条 ホールの管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定す

る指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

２ 市長は、法人その他の団体であって、次に掲げる指定の基準に適合すると認められるものを、

その申請により、議会の議決を経て指定管理者として指定することができる。 

(１) ホールの平等な利用が確保されること。 

(２) ホールの管理に係る事業計画書（以下「事業計画書」という。）の内容が、ホールの効用

を十分に発揮するとともにホールの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

(３) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。 

(４) その他ホールの設置の目的を効果的に達成するため市長が必要と認める基準 

３ 前項の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他市長が必要と認め

る書類を添付して、市長に提出しなければならない。 
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４ 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資している法人又は公共団

体若しくは公共的団体を指定することが適当であると市長が認める特別な理由がある場合におけ

る第２項の規定の適用については、同項中「法人その他の団体」とあるのは、「第４項に規定す

る法人又は公共団体若しくは公共的団体」とすることができる。 

５ 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 使用許可及びその変更の許可、使用許可の取消し並びに使用の停止に関する業務 

(２) 入館の拒否及び退館の命令に関する業務 

(３) ホールの維持管理その他の規則で定める業務 

６ 第１項の規定によりホールの管理を指定管理者に行わせる場合においては、次に定めるところ

による。 

(１) 第４条の規定は適用せず、第２条、第３条及び第６条の規定の適用については、第２条、

第３条前段及び第６条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第３条後段中「市長」とある

のは「市長及び指定管理者」とする。 

(２) 指定管理者がホールの管理を開始する日前に第２条、第３条又は第６条の規定によりなさ

れた処分、手続その他の行為で、当該指定管理者の業務に係るものは、同日以後においては、

前号の規定により読み替えて適用される第２条、第３条又は第６条の規定によりなされた処分、

手続その他の行為とみなす。 

７ 指定管理者は、法令、条例及び条例に基づく規則並びに市長の定めるところに従い、ホールの

管理を行わなければならない。 

（利用料金） 

第９条 前条第１項の規定によりホールの管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理

者は、同条第６項の規定により読み替えて適用される第２条第１項の規定による使用の許可を受

けた者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。 

２ 利用料金は、別表に規定する使用料の額を超えない範囲内において、指定管理者が市長の承認

を得て定めるものとする。 

（利用料金の納付） 

第10条 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限

りでない。 

２ 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必

要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（利用料金の減免） 

第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することが
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できる。 

（指定管理者の指定の取消し等があった場合における利用料金の取扱い） 

第12条 市長は、指定管理者の指定を取り消したとき、又は第８条第５項に規定する業務の全部若

しくは一部（利用料金の収受を含む場合に限る。）の停止を命じたときは、新たに指定管理者を

指定し、若しくは当該停止の期間が終了するまでの間又は市長が必要があると認める期間におい

て、第９条第２項の利用料金の額をホールの使用料として徴収する。 

２ 前２条の規定は、前項の使用料について準用する。 

（委任） 

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（平成２５年高松市規則第１０号により、平成２５年４月１８日から施行） 

２ 第８条第２項から第４項までの規定による指定、第９条第２項の規定による承認その他ホール

を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

附 則（平成２５年１２月２５日条例第９７号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２８日条例第５６号） 

この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。ただし、別表第１項の表備考７を削る改正規

定及び同表第２項の表備考５の改正規定は、公布の日から施行する。 

別表（第４条、第９条関係） 

１ ホール使用料 

使用単位 

区分 

午前 午後 夜間 全日 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後１０

時まで 

午前９時か

ら午後１０

時まで 

ホー

ル 

平日 円 

１２，５６

０ 

円 

２０，９５

０ 

円 

２９，３２

０ 

円 

５４，４７０ 

日曜日、土曜日及び休日 １５，７０

０ 

２５，１３

０ 

３３，５１

０ 

６８，０８０ 

備考 



5/6 

１ 「休日」とは国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日をい

い、「平日」とは月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいう。 

２ 使用者が、営利を目的として使用する場合又は入場料若しくはこれに類するものを徴収す

る場合の使用料は、この表に規定する額（以下この表において「基本使用料額」という。）

に次に掲げる率を乗じて得た額とする。 

（１） 入場料又はこれに類するものの額が１，０００円以下のとき １００分の１２０ 

（２） 入場料又はこれに類するものの額が１，０００円を超えるとき １００分の１５０ 

（３） 営利を目的として入場させるとき １００分の１５０ 

３ 使用者が準備、撤去又は練習のためにホールの舞台面のみを使用する場合の使用料は、基

本使用料額に１００分の５０を乗じて得た額とする。 

４ 午前９時前、正午から午後１時まで若しくは午後５時から午後６時までの間又は午後１０

時後に使用する場合の使用料は、次のとおりとする。ただし、午前から引き続き午後に使用

する場合における正午から午後１時までの間の使用料及び午後から引き続き夜間に使用する

場合における午後５時から午後６時までの間の使用料については、無料とする。 

（１） 正午から午後１時まで又は午後５時から午後６時までの間に使用する場合 この表

に規定する午後の使用料の額に１００分の２５を乗じて得た額 

（２） 午前９時前又は午後１０時後に使用する場合 使用時間１時間につきこの表に規定

する夜間の使用料の額に１００分の２５を乗じて得た額をもって算定した額 

５ ４の場合においては、使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、その端数時間は、１

時間とみなす。 

６ 使用料に１０円未満の端数が生じたときは、１０円に切り上げる。 

２ 設備、器具等使用料 

品名 単位 使用料 

舞台大道具 １式 円 

１，５６０ 

演奏者用器具 １式 １，５６０ 

調光装置 １式 ３，８７０ 

移動式調光装置 １式 １，０３０ 

舞台照明 １式 ７２０ 

舞台付加照明 １式 ３１０ 

シーリングスポットライト １式 ４１０ 

ピンスポットライト １台 ７２０ 
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音響装置 １式 １，８８０ 

録音再生機器 １式 ４１０ 

舞台音響機器 １式 ７２０ 

映像機器 １式 ４１０ 

残響可変システム １式 １，３５０ 

グランドピアノ １台 ３，０３０ 

プロジェクター １式 １，０３０ 

持込電気器具 １キロワット ２００ 

備考 

１ この表に掲げる使用料の額は、ホールの午前、午後及び夜間の各使用単位当たりの額とす

る。 

２ 午前９時前、正午から午後１時まで若しくは午後５時から午後６時までの間又は午後１０

時後に使用する場合の使用料は、使用時間１時間につきこの表に掲げる額に１００分の２５

を乗じて得た額をもって算定した額とする。ただし、午前から引き続き午後に使用する場合

における正午から午後１時までの間の使用料及び午後から引き続き夜間に使用する場合にお

ける午後５時から午後６時までの間の使用料については、無料とする。 

３ ２の場合においては、使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、その端数時間は、１

時間とみなす。 

４ 使用料に１０円未満の端数が生じたときは、１０円に切り上げる。 

５ この表に掲げるもの以外の設備、器具等の使用料の額は、類似する設備、器具等の使用料

の額に準じて市長が定める額とする。 

 


