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◆利用時間 午前：９時３０分～１２時３０分 

午後：１時～５時 

夜間：５時３０分～９時３０分 

◆休館日：１２月２９日～翌年１月３日、その他清掃日・点検日 

（休館日は、変更することがあります） 

 

〒547-0011 

大阪市平野区長吉出戸 5-3-58 

 （地下鉄谷町線「出戸駅」下車 

  ④番出口、東２００m） 

TEL ：06-6704-1200  

FAX：06-6704-1421  

E-mail：hiranocenter@beach.ocn.ne.jp 

HP：http://www.osakacommunity.jp 

 /hirano/sisetu_a.html 
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◆申込受付・手続き 

●ご利用日の６ヵ月前（応当日）からお申込みできます。 

（例）平成３０年１２月１５日にご利用いただく場合・・・６ヵ月前の平成３０年６月１５日 

にお申込み可能（窓口のみ）※該当日が休館日にあたる場合は、開館日開けの開館日に 

受付開始となります。 

●申込受付は先着順ですが、応当日に限り、お申込みが競合する場合は午前９時３０分に抽選 

 を行います。（電話・ＦＡＸでのお申込みはできません。）ＦＡＸは翌日から受付致します。 

●申込みは窓口または、ＦＡＸにてお申し込み下さい。（連続３日以内まで） 

電話でのお申込み、仮予約はお受けできません。 

FAX 申込みは午後８時まで受付けています。 

（事前に電話またはホームページにて、空き状況をご確認のうえお申込みください。） 

●使用料は前納です。平成２９年４月１日より大阪市区役所附設会館条例施行規則の改正に 

より原則としてお申し込み後、２週間以内に使用料をお支払下さい。 

詳しくは次項のお知らせをご覧下さい。 

●利用者は規定の期間内に使用許可の取消しを申し出た場合、お支払いいただいた使用料を 

返金します。詳しくは次項のお知らせをご覧下さい。 
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◆館内案内図
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お 知 ら せ 
 

【使用料の納付期限】 
 これまで、ご使用当日までに使用料をお支払いいただいておりましたが、大阪市区役所附設

会館条例施行規則の一部改正により、平成 29年 4月 1日申込み分からは、原則としてお申し

込み後 2週間以内に使用料をお支払いいただくこととなりました。 

期日までにお支払いいただけない場合は、お申込みが取り消しとなりますのでご注意
ください。 

使用日の前日までの期間 使用料の納付期限 

期 間 

申込日から１ヵ月以上 申込日から 2週間以内 

申込日から１週間以上～１か月未満 申込日から 1週間以内 

申込日から１週間未満 使用日（使用開始前） 

 
※附属設備の使用料の納付期限は、これまでのとおりご使用日の使用開始前です。 
【使用料の返金】 

使用者が、次の期間内に使用許可の取り消し（キャンセル）を申し出た場合、お支払いいた

だいた使用料を返金します。              

使用室名 使用許可の取り消しを申し出た日 返金する使用料の額 

ホール 
使用日の 3か月前の日以前の日 全額 

使用日の 3か月未満で 2か月前の日以前の日 半額 

会議室 使用日の 1か月前の日以前の日 全額 

 

※ただし、以下の場合、納入いただいた使用料の返金ができませんのでご注意下さい。 

  ・お申込みの時点で、返金可能な期間を過ぎている場合。 

  ・附属設備の使用料を事前に納付いただいた場合  
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お申込みの流れについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用料の納付期限】 

使用日の前日までの期間 使用料納付期限 

期 間 

申込日から１ヵ月以上 申込日から２週間以内※ 
申込日から１週間以上～１ヵ月未満 申込日から１週間以内※ 

申込日から１週間未満 使用日（使用開始前） 

 

注）附属設備の使用料の納付期限は、これまでの通りご使用日の使用開始前です。 

※納付期限の日が休館日の場合は翌開館日となります。 

【使用料の返金】 

使用室名 使用許可の取消しを申し出た日 返金する使用料の額 

ホール 
使用日の３ヶ月前の日以前の日 全額 

使用日の３ヶ月未満で２ヶ月前の日以前の日 半額 

会議室 使用日の１ヵ月前の日以前の日 全額 

※平野区役所から約１ヵ月程度で使用料が還付されます。 

窓口申込みまたは FAX 申込み 

窓口にて現金または、ゆうちょ銀行へ振込み 

請求書をお渡しします。FAX 申込みの方は FAX にて送付いたします。 

申込み手続き方法はチェックリストにてご確認のうえ署名して下さい。 

注）納付期限内にお支払いいただけない場合、自動で取消になります。 

許可書発行 

（振込の場合、入金確認後に許可書を郵送します。 

但し、送料は申込者負担となります。） 
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◆貸室使用料　料金表

○入場料を徴収しないもの 　　(上段)平日料金／(下段)土・日・祝日

室　名 面積（㎡） 定員（人） 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日 備考

11,000 14,600 14,600 21,800 24,700 34,900

13,200 17,520 17,520 26,160 29,640 41,880

1,300 1,800 1,800 2,400 2,800 3,900

1,560 2,160 2,160 2,880 3,360 4,680

1,000 1,300 1,300 1,500 1,700 2,400

1,200 1,560 1,560 1,800 2,040 2,880

1,300 1,800 1,800 2,400 2,800 3,900

1,560 2,160 2,160 2,880 3,360 4,680

1,300 1,800 1,800 2,400 2,800 3,900

1,560 2,160 2,160 2,880 3,360 4,680

1,000 1,300 1,300 1,500 1,700 2,400

1,200 1,560 1,560 1,800 2,040 2,880

○入場料を徴収するもの 　　(上段)平日料金／(下段)土・日・祝日

室　名 面積（㎡） 定員（人） 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日 備考

16,500 21,900 21,900 32,700 37,100 52,400

19,800 26,280 26,280 39,240 44,520 62,880

2,000 2,700 2,700 3,600 4,200 5,900

2,400 3,240 3,240 4,320 5,040 7,080

1,500 2,000 2,000 2,300 2,600 3,600

1,800 2,400 2,400 2,760 3,120 4,320

2,000 2,700 2,700 3,600 4,200 5,900

2,400 3,240 3,240 4,320 5,040 7,080
2,000 2,700 2,700 3,600 4,200 5,900
2,400 3,240 3,240 4,320 5,040 7,080
1,500 2,000 2,000 2,300 2,600 3,600
1,800 2,400 2,400 2,760 3,120 4,320

※土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日の使用料は、2割増となります。

◆附　属　設　備　使　用　料

拡声装置Ａ（多目的ホール用）
※有線マイク１本、アンプ・カセットテープ・ＣＤ含む

ワイヤレスアンプ装置（多目的ホール用）
※使用に際しては別途、拡声装置Ａの申込みが必須

追加マイク（有線・ワイヤレス、拡Bも含む） 1本 350円

ボーダーライト 1列 550円

サスペンションライト １台(灯)

ホリゾントライト 1列 550円

シーリングスポットライト １台(灯)

サイドフロントスポットライト １台
ピンスポットライト　 1台 400円

ブレストインターホンヘッド（インカム） 1セット 700円

調光設備　 ※調光操作する際は申込み必須 一式 1,050円

グランドピアノ　 ※舞台上のみ使用可能 １台 2,750円

金屏風 1双 550円

拡声装置B （会議室用） ※ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ１本付 一式 950円
プロジェクター・スクリーン（エプソン・EH-DM3及びDM30） 1台 550円

ＣＤラジカセ １台 550円

持込設備電源使用料 1kW １時間につき　　　　　　　　　　           200円200円

絵画等展示設備(展示パネル) 1枚 １日につき　　　　　　　　　　              200円200円

アートギャラリー使用料 一式 １日につき         　　　　　　　　　　　 3,000円2,000円

アートギャラリー附属設備セット 一式 １日につき         　　　　　　　　　　　 2,000円500円

約120×180㎝

ライト・ハンガー含む

机・イス・展示フック等

※使用料の欄中「1回」とは、午前、午後又は夜間に使用する場合をいい、午前・午後又は午後・夜間に使用する場合は2回、
全日使用する場合は3回となります。

２台１セット

１回につき

HDMI及び15ピンケーブル付

カセット・ＣＤ再生可能

1回につき

1,050円

４台(灯)×４セット 1回につき全灯で5,600円（１台350円）

１回につき

２台(灯)×６セット
1回につき全灯で4,200円（1台350円）

上下手　各2台(灯)×3列

品　　　名 単　　位 使　　　用　　　料

一式

１回につき

1,650円

一式

両室通して
使用可能

会議室４ 52 40

会議室５ 42 35

42 20

２
階

会議室３ 52 40

１
階

ホール 610 1,200

会議室２

2階席188席

車椅子４台

和　　室
26

（16畳）
25

茶室として
利用も可

両室通して
使用可能

会議室４ 52 40

会議室５ 42 35

42 20

２
階

会議室３ 52 40

１
階

ホール 610 1,200

会議室２

2階席188席

車椅子４台

和　　室
26

（16畳）
25

茶室として
利用も可
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平野区民センター 

ホールのお申込みから当日までの流れをご案内いたします。 

お問い合わせ先  

大阪市立平野区民センター（開館時間 9：30~21：30）※ 12/29~1/3 は休館  

ＴＥＬ：06－6704－1200  ＦＡＸ：06－6704－1421  

 

利用内容の詳細を伺います。利用内容によっては、ご利用をお断りする場合が 

ございます。予めご了承ください。 

・利用区分（搬入、搬出、準備・片づけを含みます）  

・入場料徴収の有無（来場されるお客様から徴収するかどうか）  

・区民センターとの連絡の窓口になられる方をどなたにするか。  

・催事計画書・タイムスケジュール表・イベント開催における注意事項確認書 

警備会社との契約書の写しの提出 

・使用料は申込日から原則２週間以内にお支払下さい。 

但し、附属設備使用料はこれまでの通り使用開始前です。 

 

利用日の３か月前～２か月半前に、打ち合わせ日のご相談の連絡をいたします。 

・平日 10 時～17 時の中より候補日をご案内し、その中より選んで頂きます。 

・ 希望日がある方はお早めにご相談下さい。  

・ホールの下見が必要な方はこの頃までにされることをお勧めします。 

（要日程の事前相談） 打ち合わせ時の下見はホールの状況によりご案内できない 

ことがあります。  

 

 

打ち合わせの実施（この時点までで、催事の内容を固めておいてください） 

・催事の実施に必要なものを伺い、当日の運営についてお話しさせていただき 

ます。 併せて使用備品の概数を出し、お見積りを作ります。  

・お見積りを急がれる場合は、もっと早い時期での打ち合わせも可能です。  

・ご来館の方：内容と予算について把握されている主催者の方。 

スペースの都合上、来館される方は２名まででお願いします。  

持参物：①利用日のスケジュール（来館～準備～本番～片づけ～退館まで） 

②進行表（本番の流れがわかるもの。出演順、楽器転換図など） 

③備品内容（照明の希望や、マイクの本数を決めておいて 

ください） 用意するものがわからない、決められない場合は、 

早めにお申し出下さい。  

実施の内容を固めていくお手伝いをさせていただきます。  

注意：お見積りは打ち合わせの内容から算出した概算です。 

支払金額は当日使用された区分、備品の数等で決定します。 

予約 

完了 

３か月前 

２か月前 
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附属設備の変更があればご連絡ください。 

・備品の数の変更及び追加があれば、新たにお見積り書を作成します。 

 

 

 

主催者の責任で、お客様の安全確保と整理誘導、駐車場と駐輪場の整理をお願いし

ます。設備使用料を窓口に、全額を現金でお支払い下さい。 ホールの片付け清掃・点

検終了まで主催者は残って頂きますようお願いします。 

 

 

※大規模イベント時の（１００名以上）提出書類 

（申込日から６ヶ月先の使用日の場合） 

●申込手続きチェックリスト     ・・・・・申込日から２週間以内 

 

●注意事項確認書          ・・・・・申込日から２週間以内 

 

●催事計画書            ・・・・・使用日の３ヵ月前 

 

●タイムスケジュール表       ・・・・・使用日の３ヵ月前 

 

●警備会社との契約書写し提出    ・・・・・使用日の２ヶ月前 

 

●イベントのチラシ（写可）１部   ・・・・・使用日の１ヶ月前 

 

  

１か月前 

当日 
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平野区民センター内ホール利用に伴う注意事項について 

搬入出について  

・搬入車両及び駐車車両の有無・台数は事前に区民センターにお申し出ください。（トラックは

３ｔ以下。４ｔ 以上は事前要相談）。事前にお申し出の無い車両は搬入口への進入及び駐車

をお断りします。  

・荷揚げ場は共用スペースとなっておりますので譲り合っての利用にご協力下さい。  

・ホール利用時間外の搬入出はできません。夜間留め置きはできません。 

・共有部分（荷揚げ場、控室廊下を含む）及び非常口の前に荷物は置かないで下さい。  

設営・撤去・原状復帰・清掃について  

・会場の設営・撤去・原状復帰は、全て主催者が行うものとします。 

・作業に際して、区民センター職員の指示には必ず従って頂きますようお願い致します。  

・催事に必要な文具・消耗品類は主催者にてご用意ください。区民センターでの提供は致しか

ねます。  

・貼り紙・看板の設置はホール及びホールに付属するロビーで可能です。共用部の使用はお断

りいたします。貼り紙の際には痕が残らないテープをご使用下さい。会場の内外を問わず、

ガムテープの使用はお断りいたします。 

・清掃は、ホール入口右側の清掃用具をご使用いただき、清掃して下さい。全てのゴミは持ち

帰りいただきます。 

 ホール音響・照明設備について  

・当センターには、音響・照明の専門スタッフはおりません。主催者側で専門業者を手配して

いただくか、されない場合は主催者自身で照明、音響等を操作して頂きます。職員は立ち会

いません。使用できる設備については必ず事前にお問い合わせください。また、 吊りもの、

スクリーン使用の有無は事前にお申し出下さい。 

 運営について  

・主催者の責任で、関係者及び来場者が近隣施設・店舗・住民に迷惑がかかる行為をしないよ

う、対策を講じてください。迷惑駐車、ゴミや吸い殻のポイ捨て、大人数での闊歩、滞留、騒

音を出す等の迷惑行為が判明した場合、今後の利用をお断りすることがあります。また、利

用途中であっても利用許可の取り消し、退館して頂くことがあります。その際の不利益は全

て主催者に負っていただきます。  

・来場者整理及び案内誘導、特に駐車場の誘導は必ず、警備会社に依頼して行って下さい。ま

た、警備会社との契約書の写しを提出して下さい。通路の安全確保及び一般利用者の利益確

保の観点から区民センター職員が主催者に指示をすることがありますが、その際には従って

頂きますようお願い致します。  

・区民センター施設内は全面禁煙です。 
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・敷地内での看板、のぼり等の設置、チラシ撒き、集金行為、大音量の拡声装置の使用はお断り

いたします。  

・区民センターの備品を破損、汚損した場合は速やかにお申し出ください。  

・共用部分の廊下での音出し、声出し、練習、ウォーミングアップはご遠慮下さい。ホール出入

り扉は開放せず、閉じてご利用下さい。  

その他  

・申請内容に虚偽の内容があった場合、利用中でも即時利用停止とすることがあります。返金

は行いません。その際の不利益は全て主催者に負っていただきます。  

・区民センターでの物品販売、契約行為は目的の如何を問わず禁止します。  

・荒天時及び警報発令時の催事の開催可否は主催者様にてご判断ください。キャンセルされる

場合は主催者都合でのキャンセルとなります。ただし、施設及び開催に必要 な設備が使用で

きなくなった場合はこの限りではありません。  

・来場者には公共交通機関での来場をご案内下さい。乗用車で来られた場合、駐車の確約は致

しかねます。  

・荷物の受取はお断りします。運送業者の手配は主催者自身にてお願い致します。 

・配布チラシには区民センターの電話番号を記載しないで下さい。 

 問合せ先は主催者として下さい。 

・緊急車両（救急車・消防車等）の連絡等については、主催者側で行ってください。 

 連絡後に事務所までご連絡下さい。 
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ご利用にあたってのお願い 

◆当施設は、埋蔵文化材収蔵庫・南部サービスセンター・平野地区更生保護サポート

センターが併設する複合施設です。共用部分（駐車場含む）の占有はできません。 

◆ホール・会議室の利用時間は設営・準備・後片付けの時間を含みます。 

設営・準備・後片付けの時間を考慮して、必ず時間内に行事を終えて机・椅子等の

備品を元通りにして室内の清掃を行って下さい。特に、夜間は午後９時３０分に施

設が閉館いたしますので、あらかじめ計画に入れてご使用ください。 

◆会場の設営・撤収・運営は、すべてご利用者で行ってください。 

◆当日責任者は、使用料を納金または使用許可書を提示して部屋の鍵をお受取りくだ

さい。ご利用後は利用時間内に施錠のうえ、鍵を必ず事務室に返却してください。 

◆参加者には、当館の名称・所在地・順路を案内図などで、あらかじめ分かりやすく

説明し、迷わず来られるようご配慮ください。（電話番号の記載はひかえてくださ

い） 

◆平野区民センターの駐車場は、満車の場合は近隣のパーキングをご利用ください。

また、電車・バスなどの公共交通機関をご利用いただくようご案内してください。 

◆備品等を損傷された場合は、すみやかに事務室へ報告してください。状態によって

は弁償していただくことになりますので、取り扱いには十分にご留意願います。 

◆会館内外では定められた場所以外のビラ・ポスター類の掲示は禁止いたします。 

プログラム・資料・物品などの有料頒布は、あらかじめ許可を受けてください。 

危険物のお持ち込みは、固くお断りします。 

◆湯飲み・急須は給湯室に貸出用を設置しています。(※茶葉はご持参ください) 

使用後はきれいに洗ってふきんで水気を拭き取り、元の場所にお返しください。 

◆アルコール飲料のお持ち込みは厳禁です。宴会はできません。 

◆弁当ガラ・ペットボトル・空き缶・ダンボール箱等のゴミ類は必ずお持ち帰りくだ

さい。 

◆緊急車両（救急車・消防車等）の連絡等については、主催者側で行ってください。 

 連絡後、事務所までご連絡下さい。 

◆電話のお取次ぎはできません。伝言はお伝えします。 

◆当施設内は禁煙ですのでご協力をお願いします。所定の喫煙所のみ喫煙可能です。 

以上の他、管理上の事につきましては係員の指示に従ってください。 

 

設  置 ： 大 阪 市 

管  理 ： 指定管理者 

一般財団法人 大阪市コミュニティ協会平野区支部協議会 
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