
 
 
   

〒107-0052 東京都港区赤坂4-18-13 赤坂コミュニティーぷらざ３F 
電話 03-5413-2711  FAX 03-5413-2714 
URL https://www.kissport.or.jp/sisetu/akasaka/ 

    指定管理者：公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 
開館時間 ９:００～２１:３０ 

利用時間 午前 午後 夜間 

９:００～１２:００ １３:００～１７:００ １７:３０～２１:３０ 

＊利用時間には準備と後片付けの時間を含みます 

休館日 年末年始（１２月２９日～１月３日）・臨時休館日 
 
■施設内容 （使用料は円。－は無料）  

施設名 
面積 定員 使用料：規定 使用料：1/2減額 

設備 主な目的 
㎡ 人 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

 
 区民ホール 477 400 6,600 10,800 13,000 3,300 5,400 6,500 楽屋3室、      

リハーサル室 
講演会・音楽会・演劇・ダ

ンス等 

リハーサル室 59 12 1,100 1,400 1,400 550 700 700 鏡・電子ピアノ ホールの練習兼控え室 

乳幼児室 53  － － － － － － 玩具・絵本等。開室は9：00～20：00。 

区民センターギャラリー 
文化情報コーナー 

－  － － － － － － 展示スペース。一般貸出はギャラリーの

み。 

 
 

多目的室 147 90 2,800 3,800 3,800 1,400 1,900 1,900 スクリーン・鏡 集会・会議・音楽・ダンス

等 

第１会議室 109 72 2,100 2,700 2,700 1,050 1,350 1,350 スクリーン 会議・講習会 

第２会議室 45 24 800 1,000 1,100 400 500 550 スクリーン 会議・講習会 

 研修室 74 36 1,400 1,900 1,900 700 950 950 スクリーン 会議・講習会 

美術室 41 15 800 1,000 1,000 400 500 500 陶芸窯 絵画・工芸等 

調理室 37 15 700 900 900 350 450 450 調理用機器 料理 

第１和室 27畳 40 1,300 1,700 1,700 650 850 850 舞台 日舞・演芸等 

第２和室 16.5畳  20 600 700 900 300 350 450 水屋・炉 日舞・茶道等 

団体ロッカー 34  － － － － － －  登録団体用ロッカー 

■付帯設備 （使用料は円。－は無料）                                 ※港区のﾌﾘｰ WiFiが使用できます。（ﾎｰﾙ等電波状況が悪い箇所があります） 

使用施設 種別 使用料 

区民ホール 

 

グランドピアノ(セミコンサート) 1,600 
所作台(セット）  600 
平台(セット）  100 
ホール舞台照明 － 
ホール音響セット － 
スポットライト － 
ホール16ｍｍ映写機 － 
松羽目幕 － 
金びょうぶ － 
音響反射板（要問合せ） － 
フロアコンセント － 
プロジェクター － 

多目的室 アップライトピアノ  100 
音響機器セット － 

第一会議室・研修室 音響機器セット － 
調理室 ちゅう房機器セット － 
美術室 陶芸窯  900 
各室共用 映像機器セット(プロジェクタ

ー)、モバイルルーター  

 

 － 
 

赤坂区民センターのご案内 

 
1  区民ホールは利用日の11日前までにお申

込みください。それ以降は、リハーサル室
や付帯設備が使えない場合があります。 

 
２ 区民ホールで付帯設備を利用する場合、

利用日の14日前までに「ホール利用計画
書」を提出していただきます。提出がない
場合、付帯設備が使えない場合がありま
す。 

 
３ リハーサル室の単独利用は、ホール利用

のない場合に限り、利用日の10日前から
可能になります。 

 
４ 付帯設備使用料は、午前･午後・夜間それ

ぞれにかかります。 
 
５ ラジカセ他、窓口にて無料で貸し出す備品

もあります。 
 
６ 詳細は窓口にお問い合わせください。 

３

階 

４

階 

５

階 

≪ご注意≫ 

https://www.kissport.or.jp/sisetu/akasaka/


 
 

区民の自主的活動および相互交流の場の提供を目的として設立された施設です。 
 

 
 

９時から２１時３０分（臨時に１７時に閉館する日があります。） 

ただし窓口業務、施設予約システムの利用は９時から２０時まで（１７時閉館日は１６時まで） 
 

 
 

①  年末年始（１２月２９日から１月３日） 

②  臨時休館日（機械の保守点検・館内清掃など） 

 
 
 

①  港区内に住所を有する方（住民登録をしている方） 

②   港区内の事業所、または事務所に勤務する方 

③  港区内の学校に通学する方 

④  ①から③を主たる構成員とする団体（代表者は①から③の方） 

⑤   港区内に事業所または事務所がある企業（社内会議、社員研修および面接に限ります） 

★ 利用申込みできる年齢……１５歳以上（中学生は不可） ただし成人の方と一緒であればご利用いただけます。 
 
 

 

 ★ 施設の利用にあたっては、施設予約システムへの利用登録が必要です。（利用登録は無料） 

   ひとつの区民センターで登録をすると、他の区民センターもご利用いただけます。 

    登録種別には ①一般登録（個人・団体）②在住団体登録 ③在勤団体登録 ④法人登録 があります。 

    申請書書式のお渡し・登録手続きは窓口にて、必ず代表者の方がお手続きをしてください。 
 

① 一般登録（個人・団体） 

必要となるもの    ……登録される方の住所がわかる本人確認証（運転免許証、健康保険証など） 

在勤者は勤務先を確認できるもの（社員証・在職証明書など）、 

在学者は通学先を確認できるもの（学生証など） 

利用登録の有効期限……利用登録証発行の日から３年間  

登録の更新        ……有効期限満了日の1か月前までに登録を行った区民センターの窓口で申請 
 

    ②在住団体登録・③在勤団体登録  

団体種別 在住登録団体 在勤登録団体 

登録要件 

ア 団体の構成員が１０名以上 

イ 団体の構成員の７０％以上が 

港区内に住所を有する（住民登録をし

ている）方であること。 

ウ 団体の所在地および代表者の 

連絡先が港区内にあること。 

ア 団体の構成員が１０名以上 

イ 団体の構成員の７０％以上が、 

港区内の事業所に勤務する（在勤）か、 

または在勤・在住・在学の方で構成する団

体であること。 

ウ  団体の所在地および代表者の 

連絡先が港区内にあること。 

登録の有効期限 登録証発行日から３年度間 

利用申込受付開始日 利用月の２ヶ月前の１日 利用月の１ヶ月前の１日 

施設使用料 １/２減額 

     必要となるもの 

       ア 登録申請書  会員名簿  会の規約  活動計画  個人情報収集に関する同意書        

 イ 代表者の本人確認証（運転免許証、健康保険証など） 

       ウ 在勤者は勤務先を、在学者は通学先を確認できるもの（社員証・在職証明書/学生証など） 

     登録証の発行  ……登録書類の提出後、審査のうえ１０日～２週間程度で発行 

     登録の更新    ……有効期限満了日の1か月前までに登録を行った区民センターの窓口で申請 
 

④ 法人登録 区民センターの窓口にお問い合わせください。 

 

（1） 区民センターとは   

（２） 開館時間    

（３） 休館日   

（４） 利用できる方   

（５） 予約システムの利用登録  



     
 

① 利用できる回数……ひとつの区民センターで月４回まで、すべての区民センターを合わせて月８回まで。 

   ＊ひとつの部屋を午前・午後と続けて利用する場合は１回と数えます。 

       ＊利用日の２週間前からは、回数に制限なく申込みができます。 

 ② 抽選          ……毎月１日に施設予約システムで抽選します。 

       ＊１回の申込みにつき、第５希望まで申込みが可能です。 

    ③ 抽選で申込みの無かった枠……毎月１日の抽選後、先着順で受付。 ＊ただし電話受付は２日から。 
        

④ 申込み方法および時間    ……（抽選の申込み期間等の詳細は 巻末.別表.参照） 

★ インターネット利用を推奨しております （携帯電話、スマートフォンからもアクセスできます） 

「港区のホームページ」https://www.city.minato.tokyo.jpから 

      ⇒「施設案内・予約」をクリック ⇒「施設予約システム」のお好みの版をクリック 

 インターネット 窓口・利用者端末 電話受付（使用館のみ） 

抽選申込み 毎月２５日～月末 ５時～２４時 ９時～２０時 受付しません 

抽選後の空室 

随時申込み 

毎月１日～ ５時～２４時 ９時～２０時 受付しません 

  ２日～ ５時～２４時 ９時～２０時 ９時～２０時 
 

★ ご注意）抽選申込み期間中は、抽選の対象となる期間の随時申込みはできません。 

 ⑤ 抽選結果の発表 

発表方法 発表時間 

インターネット 抽選日の５時 

メール送信（メールアドレスを登録された方） 抽選日の８時３０分以降順次送信 

窓口利用者端末・電話お問合せ 抽選日の９時（開館日のみ） 
 
 

 
 

① 支払い方法……現金、キャッシュレス（詳細は区民センター窓口で確認してください） 

② 支払い受付……区民センター窓口 

利用以外の区民センター、男女平等参画センター、生涯学習センター、青山生涯学習館でも 

支払いができます。 

③   支払い時間……９時～２０時（１７時閉館日は１６時まで） 

④   支払い期限…… 

ア 抽選当選分    毎月１０日まで （１０日が休館日の場合はその翌開館日まで） 

イ 随時利用申込み分 申込み日を含め１０日以内 

                     （１０日目が休館日の場合はその翌開館日まで） 

                     （利用日が１０日以内の場合は、利用日まで） 

＊利用料支払い時に利用承認書を発行しますので、利用当日に区民センター窓口に提示してください。 

＊支払い期日までに支払いがない場合、予約は自動的にキャンセルされます。 
 

 
     

支払い後に利用キャンセル・変更された場合、利用料金を返金（還付）いたします。 

      返金に必要なもの……利用承認書、登録カード、印鑑 ★ ３点お持ちでないと手続きできません 

      受付場所……利用予定館の窓口のみ。電話、FAX、インターネットでの受付はいたしません。 
 

ご利用日の 窓口受付時間 施設使用料 付帯設備使用料 

７日前まで（前週の同曜日） 
９時～２０時 

１００％還付 

１００％還付 ６日前～前日  ５０％還付 

当日 利用前まで － 
 

★ ご注意）利用日の前日が休館日に当る場合、還付手続きが可能なのは休館日の前日までです。  

 

（６） 利用申込み   

（７） 利用料金の支払い  

（８） 利用のキャンセル・支払い後の変更  

https://www.city.minato.tokyo.jp


 
 

    以下の場合は利用できません。 

① 公の秩序、善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。 

② 営利を目的として利用するとき。 

＊物品の販売、契約等のほか、業務上の利用または広告、宣伝、ＰＲ、ネットでの参加者募集その他 

これに類するものは営利とみなします。（例：特定の企業の商品を使用した説明会、講習会等） 

③ 参加者から参加費等を徴収するとき。 

    ＊認められる場合がありますので事前にご相談ください。 

④ 講師（主催者）が自ら会場の確保、会員の募集、運営等を行うとき。 

（例：カルチャースクール等での利用等） 

⑤ 管理上、利用に支障があると認められたとき。 

⑥ その他、区長が利用を不適当と認めたとき。 

 

 

① 赤坂区民センターには専用の駐車場はありません。 

② ホール内での飲食、共有部での食事はできません。 

③ 利用時間には、準備と後片付けの時間を含みます。 

④ 使用した施設や付帯設備等は原状に戻してから、退室退館しください。 

⑤ ごみは原則お持ち帰りください。 

⑥ 施設内は全て禁煙です。 

 

 別 表  

利用者の種別 抽選申込み期間 抽選日 
（抽選後の） 

空き予約申込み 
使用料 

町会・自治会 

区長が指定する福祉団体 

利用月の４か月前の 

２５日から末日まで 

利用月の 

３か月前の１日 

抽選後即日申込み 

できます 

免除 

在住登録団体 
利用月の３か月前の 

２５日から末日まで 

利用月の 

２か月前の１日 
１/２免除 

在勤登録団体 

社会教育関係登録団体 

利用月の２か月前の 

２５日から末日まで 

利用月の 

１か月前の１日 

１/２免除 

 

一般登録団体 

区民センター利用 団体・個人 
 
男女平等推進団体 

男女平等参画センター一般団体 

全額 

区内民間事業者  抽選の対象外です  利用日の２週間前 全額 

 

 

     

       

   

 
 

 

 

 

 

（９） 利用の制限  

（１０） 利用に際しての主な注意事項  

●地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線 

『青山一丁目駅』下車 ４番出口徒歩１０分 
  

●地下鉄 銀座線・丸の内線 

  『赤坂見附駅』  下車  Ａ出口徒歩１０分 
   

●港区コミュニティバス（ちぃばす）  

『赤坂地区総合支所』下車  
（赤坂ルート４４番／青山ルート１２５番） 

 

≪⾚坂区⺠センターへのアクセス≫ 
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○港区立区民センター条例 

昭和六十一年十二月一日 

条例第三十一号 

改正 昭和六三年四月一日条例第五号 

平成六年一二月九日条例第三二号 

平成七年一二月一一日条例第四六号 

平成八年三月二八日条例第二号 

平成九年三月二八日条例第九号 

平成一〇年三月三〇日条例第一三号 

平成一七年七月二七日条例第三六号 

平成一八年一二月一三日条例第六一号 

平成二〇年三月一四日条例第八号 

平成二五年三月二二日条例第一五号 

平成二五年一〇月一八日条例第四四号 

平成二八年一〇月一二日条例第四三号 

（目的） 

第一条 この条例は、区民の相互交流と自主的活動の促進を図り、区民福祉の増進に寄与す

るため、港区立区民センター（以下「区民センター」という。）の設置及び管理運営に関

し必要な事項を定めることを目的とする。 

（名称及び位置） 

第二条 区民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

港区立麻布区民センター 東京都港区六本木五丁目十六番四十五号 

港区立芝浦港南区民センター 東京都港区芝浦四丁目十三番一号 

港区立高輪区民センター 東京都港区高輪一丁目十六番二十五号 

港区立赤坂区民センター 東京都港区赤坂四丁目十八番十三号 

港区立台場区民センター 東京都港区台場一丁目五番一号 

（事業） 

第二条の二 区民センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。 

一 自主的地域活動の支援に関すること。 

二 地域活動情報の収集及び提供に関すること。 

三 地域活動に資する講座等の開催に関すること。 

四 区民センター施設の利用に関すること。 

五 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業 

（休館日） 

第三条 区民センターの休館日は、一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月

三十一日までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休

館することができる。 
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（開館時間） 

第四条 区民センターの開館時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、区

長が必要と認めるときは、これを変更することができる。 

（利用できるものの範囲） 

第五条 区民センターを利用できるものの範囲は、次のとおりとする。 

一 区内に住所を有する者 

二 区内の事務所又は事業所に勤務している者 

三 前二号の者を主たる構成員とする団体 

四 前三号のほか、区長が適当と認めるもの 

（利用の承認） 

第六条 区民センター施設を利用しようとするものは、あらかじめ区長の承認を受けなけれ

ばならない。 

２ 区長は、前項の承認にあたり、必要な条件を付することができる。 

（利用の不承認） 

第七条 次の各号の一に該当するときは、区長は、利用の承認をしない。 

一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

二 営利を目的として利用するとき。 

三 管理上支障があると認められるとき。 

四 前三号のほか、区長が不適当と認めるとき。 

（使用料） 

第八条 利用の承認を受けたもの（以下「利用者」という。）は、別表に定める使用料を前

納しなければならない。 

２ 利用者のうち、区規則で定める付帯設備を利用するものは、当該付帯設備ごとに一回の

使用につき千六百円の範囲内において区規則で定める使用料を前納しなければならない。 

（使用料の減免） 

第九条 区長は、特別の理由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。 

（使用料の還付） 

第十条 区長は、区規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還

付することができる。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第十一条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（施設の変更禁止） 

第十二条 利用者は、区民センター施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。
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ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。 

（利用承認の取消し等） 

第十三条 次の各号の一に該当するときは、区長は、利用の承認を取り消し、又は利用を制

限し、若しくは停止することができる。 

一 利用目的又は利用条件に違反したとき。 

二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。 

三 災害その他の事故により、区民センター施設の利用ができなくなつたとき。 

四 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。 

（原状回復の義務） 

第十四条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに区民センター施設を原状に回復し

なければならない。 

２ 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とす

る。 

（損害賠償の義務） 

第十五条 利用者は、区民センター施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額

を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、そ

の額を減額し、又は免除することができる。 

（指定管理者による管理） 

第十六条 区長は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。）第二

百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて区長が指定するもの（以

下「指定管理者」という。）に、区民センターの管理運営に関する業務のうち、次に掲げ

るものを行わせることができる。 

一 第二条の二各号に掲げる事業に関する業務（利用の承認に係るものを除く。） 

二 施設、付属設備及び物品の保全（軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。）に関する

業務 

三 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務 

（指定管理者の指定） 

第十七条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、

区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に区民

センターの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。 

一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させ

ることができること。 

二 安定的な経営基盤を有していること。 
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三 区民センターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。 

四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。 

五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準 

３ 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、

指定の期間を定めるものとする。 

（指定することができない法人等） 

第十八条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規

定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくは

これらに準ずべき者、支配人又は清算人（以下「役員等」という。）となつている法人そ

の他の団体（区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資してい

る法人その他の団体であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。）

を指定管理者に指定することができない。 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第十九条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十七条第二項の

規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止

を命ずることができる。 

一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。 

二 第十七条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。 

三 第二十一条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当で

ないと認めるとき。 

（指定管理者の公表） 

第二十条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定

めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示す

るものとする。 

（管理運営の基準等） 

第二十一条 指定管理者は、次に掲げる基準により、区民センターの管理運営に関する業務

を行わなければならない。 

一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。 

二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。 

三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。 

四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。 

２ 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。 

一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項 



5/8 

二 業務の実施に関する事項 

三 業務の実績報告に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、区民センターの管理運営に関し必要な事項 

（委任） 

第二十二条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、区規則で定める日から施行する。 

（昭和六一年一二月規則第四九号で、同六二年一月一六日から施行。ただし、第五

条から第一一条まで及び第一三条の規定は、同六一年一二月一六日から施行） 

付 則（昭和六三年四月一日条例第五号） 

１ この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第二条の二を加える規定は、昭

和六十三年四月一日から施行する。 

（昭和六三年四月規則第二四号で、同六三年八月一日から施行。ただし、別表の改

正規定中東京都港区立麻布区民センターに係る部分は、同六三年五月一日から施

行、東京都港区立芝浦港南区民センターに係る部分は、同六三年七月一日から施

行） 

２ この条例による改正後の東京都港区立区民センター条例の規定（東京都港区立芝浦港南

区民センターに係る規定を除く。）中使用料に係る規定は、前項の区規則で定める日以後

の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。 

付 則（平成六年一二月九日条例第三二号） 

この条例は、区規則で定める日から施行する。 

（平成七年一月規則第四号で、同七年四月一日から施行） 

付 則（平成七年一二月一一日条例第四六号） 

この条例は、区規則で定める日から施行する。 

（平成八年一月規則第三号で、同八年四月一日から施行） 

付 則（平成八年三月二八日条例第二号） 

この条例は、区規則で定める日から施行する。 

（平成八年四月規則第四四号で、同八年四月一日から施行） 

付 則（平成九年三月二八日条例第九号） 

１ この条例は、平成九年十月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成九年七

月一日から施行する。 

２ この条例による改正後の東京都港区立区民センター条例別表の規定は、平成九年十月一

日以後の使用分について適用し、同年九月三十日以前の使用分については、なお従前の例
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による。 

３ この条例の施行の際、現に使用の承認を受けているものの平成九年十月一日以後の使用

に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

付 則（平成一〇年三月三〇日条例第一三号） 

この条例は、平成十年四月一日から施行する。 

付 則（平成一七年七月二七日条例第三六号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 区長は、施行日以後初めてこの条例による改正後の港区立区民センター条例（以下「新

条例」という。）第十七条第二項の規定による指定を行う場合は、同項の規定にかかわら

ず、施行日の前日においてこの条例による改正前の港区立区民センター条例（以下「旧条

例」という。）第十六条の規定に基づき港区立区民センター（以下「区民センター」とい

う。）の管理運営の委託を受けている者（以下「管理受託者」という。）が新条例第十七

条第二項各号に掲げる基準を満たしていると認められるときに限り、当該管理受託者を区

民センターの指定管理者に指定することができる。 

３ 旧条例第十六条の規定は、平成十八年九月一日（同日前に新条例第十七条第二項の規定

により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日）までの間は、なお効力を

有する。 

付 則（平成一八年一二月一三日条例第六一号） 

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。 

付 則（平成二〇年三月一四日条例第八号） 

この条例中第一条の規定は平成二十年四月一日から、第二条の規定は平成二十一年四月一

日から施行する。 

付 則（平成二五年三月二二日条例第一五号） 

１ この条例は、平成二十五年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例による改正後の港区立区民センター条例第十条の規定は、施行日以後になされ

た利用の承認に係る使用料について適用し、施行日前になされた利用の承認に係る使用料

については、なお従前の例による。 

付 則（平成二五年一〇月一八日条例第四四号） 

１ この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。 

２ この条例による改正後の港区立区民センター条例別表の規定は、平成二十六年四月一日

以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。 

付 則（平成二八年一〇月一二日条例第四三号） 
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１ この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、公

布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の港区立区民センター条例第八条第二項及び別表の規定は、平成

二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の

例による。 

別表（第八条関係） 

区民セン

ター名 

種別 使用料 

午前 

（午前九時から正

午まで） 

午後 

（午後一時から午

後五時まで） 

夜間 

（午後五時三十分

から午後九時三十

分まで） 

麻布 区民ホール 五、八〇〇円 八、六〇〇円 八、六〇〇円

集会室 八〇〇円 一、一〇〇円 一、一〇〇円

講習室 一、三〇〇円 一、七〇〇円 一、七〇〇円

会議室 七〇〇円 一、〇〇〇円 一、〇〇〇円

第一和室 一、一〇〇円 一、五〇〇円 一、五〇〇円

第二和室 一、三〇〇円 一、七〇〇円 一、七〇〇円

芝浦港南 区民ホール 五、三〇〇円 七、〇〇〇円 七、〇〇〇円

第一集会室 一、二〇〇円 一、六〇〇円 一、六〇〇円

第二集会室 一、一〇〇円 一、五〇〇円 一、五〇〇円

講習室 一、一〇〇円 一、五〇〇円 一、五〇〇円

第一和室 九〇〇円 一、二〇〇円 一、二〇〇円

第二和室 八〇〇円 一、一〇〇円 一、一〇〇円

高輪 区民ホール 五、八〇〇円 九、〇〇〇円 九、〇〇〇円

集会室 二、七〇〇円 三、六〇〇円 三、六〇〇円

音楽スタジオ 一、八〇〇円 二、四〇〇円 二、四〇〇円

第一創作室 一、三〇〇円 一、八〇〇円 一、八〇〇円

第二創作室 一、三〇〇円 一、八〇〇円 一、八〇〇円

展示ギャラリー 三、〇〇〇円 四、〇〇〇円 四、〇〇〇円

講習室 一、六〇〇円 二、二〇〇円 二、二〇〇円

会議室 九〇〇円 一、一〇〇円 一、一〇〇円

和室 一、八〇〇円 二、四〇〇円 二、四〇〇円

赤坂 区民ホール 六、六〇〇円 一〇、八〇〇円 一三、〇〇〇円

多目的室 二、八〇〇円 三、八〇〇円 三、八〇〇円
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第一会議室 二、一〇〇円 二、七〇〇円 二、七〇〇円

第二会議室 八〇〇円 一、〇〇〇円 一、一〇〇円

研修室 一、四〇〇円 一、九〇〇円 一、九〇〇円

美術室 八〇〇円 一、〇〇〇円 一、〇〇〇円

調理室 七〇〇円 九〇〇円 九〇〇円

第一和室 一、三〇〇円 一、七〇〇円 一、七〇〇円

第二和室 六〇〇円 七〇〇円 九〇〇円

リハーサル室 一、一〇〇円 一、四〇〇円 一、四〇〇円

台場 区民ホール 五、八〇〇円 九、八〇〇円 一〇、九〇〇円

第一集会室 九〇〇円 一、一〇〇円 一、一〇〇円

第二集会室 八〇〇円 一、一〇〇円 一、一〇〇円

会議室 九〇〇円 一、二〇〇円 一、二〇〇円

和室 一、七〇〇円 二、二〇〇円 二、二〇〇円

備考 リハーサル室の利用は、区民ホールの利用のない時間帯に限る。 
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○港区立区民センター条例施行規則 

昭和六十一年十二月十日 

規則第五十号 

改正 昭和六三年六月三〇日規則第二八号 

平成五年六月三〇日規則第二六号 

平成八年二月一日規則第一〇号 

平成八年四月一日規則第四五号 

平成一〇年四月一日規則第一一四号 

平成一六年一月一五日規則第二号 

平成一七年三月三一日規則第五五号 

平成一七年七月二七日規則第一一四号 

平成二〇年三月三一日規則第五〇号 

平成二一年三月三一日規則第四三号 

平成二二年六月二三日規則第八一号 

平成二五年三月二二日規則第一四号 

平成二五年七月一二日規則第五五号 

平成二五年一〇月一八日規則第七三号 

平成二五年一一月一日規則第七八号 

平成二六年九月三〇日規則第七一号 

平成二八年三月三一日規則第五八号 

平成二八年一〇月一二日規則第一三九号 

令和四年三月一八日規則第一五号 

（趣旨） 

第一条 この規則は、港区立区民センター条例（昭和六十一年港区条例第三十一号。以下「条

例」という。）第八条第二項、第十条、第十七条第一項及び第二項第五号並びに第二十二条の

規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（登録） 

第二条 条例第五条第三号に掲げる団体で、港区立区民センター（以下「区民センター」とい

う。）施設を利用しようとするものは、あらかじめ区長に登録することができる。 

２ 前項の登録をしようとするものは、区長に登録申請書（第一号様式）を提出しなければなら

ない。 

３ 区長は、登録の申請があつたときは、審査のうえ、登録証（第二号様式）を交付するものと

する。 

（利用の申請） 

第三条 施設を利用しようとするものは、次の各号に掲げる申請期間中に利用申請書（第三号様

式）を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、申請期間については、区長

が必要と認めるときは、この限りでない。 

一 区内の地域団体で、区長が指定するもの（以下「区長が指定する地域団体」という。）の

利用については、利用日の属する月の三月前の一日から当該利用日まで 

二 区内の障害者福祉団体、母子・父子福祉団体又は老人福祉団体で、区長が指定するもの

（以下「区長が指定する福祉団体」という。）の福祉の増進を図るための利用については、

利用日の属する月の三月前の一日から当該利用日まで 
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三 条例第五条第一号に規定する者を主たる構成員とする団体で第二条の規定により登録証の

交付を受けた団体の利用については、利用日の属する月の二月前の一日から当該利用日まで 

四 前三号に定める以外のものが利用する場合は、利用日の属する月の一月前の一日から当該

利用日まで 

２ 区、条例第十六条に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）及び公益財団法人

港区スポーツふれあい文化健康財団が利用するときは、前項の規定によらないことができる。 

（利用の承認） 

第四条 区長は、利用を承認したときは、利用承認書（第四号様式）を利用の申請をしたものに

交付するものとする。 

２ 前項の利用承認書は、区民センター施設を利用するときに、これを提示しなければならな

い。 

（利用時間） 

第五条 区民センター施設の利用時間（準備及び整理に要する時間を含む。）は、区長の承認を

受けた時間とする。 

（付帯設備の使用料） 

第五条の二 条例第八条第二項の規定により区規則で定める付帯設備及び当該付帯設備の使用料

は、別表のとおりとする。 

（使用料の減免） 

第六条 条例第九条の規定により、次の各号のいずれかに該当する団体の利用については、それ

ぞれ当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、

第七号から第九号までの規定により使用料を減額する場合は、付帯設備の使用料は、減額しな

い。 

一 区が利用するとき。 免除 

二 区と共催で利用するとき。 免除 

三 指定管理者が条例第十六条第一号に規定する事業を行うために利用するとき。 免除 

四 区長が指定する地域団体が地域活動のために利用するとき。 免除 

五 区長が指定する福祉団体が福祉の増進を図るために利用するとき。 免除 

六 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団が利用するとき。 免除 

七 第二条の規定により登録証の交付を受けた団体が利用するとき。 二分の一 

八 官公署又は公益法人が公益のための行事に利用するとき。 二分の一 

九 その他区長が特に必要があると認めるとき。 減額又は免除 

２ 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、利用申請書にその旨及び

その理由を記して区長の承認を受けなければならない。 

３ 区長は、前項の承認をしたときは、利用承認書にその旨を記載する。 
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（使用料の還付） 

第七条 条例第十条の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。 

一 条例第十三条第三号又は第四号の規定に該当するとき。 全額 

二 利用する日の七日前までに利用承認取消申請書（第五号様式）又は利用変更申請書（第六

号様式）（利用施設の一部の取消しに係る申請に限る。以下この条において同じ。）を提出

したとき。 全額 

三 利用する日の前日までに利用承認取消申請書又は利用変更申請書を提出したとき。二分の

一相当額 

２ 前項の規定にかかわらず、付帯設備の利用に係る使用料については、利用する前までに利用

承認取消申請書又は利用変更申請書を提出したときは、全額還付するものとする。 

３ 前二項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付請求書兼領収書（第

七号様式）に利用承認書を添えて、区長に提出しなければならない。 

（利用の変更） 

第八条 利用の承認を受けたものが、利用の承認事項のうち利用目的の変更又は利用施設の一部

の取消しをしようとするときは、利用変更申請書を区長に提出し、利用変更承認書（第八号様

式）の交付を受けなければならない。 

２ 前項の利用変更承認書は、区民センター施設を利用するときに、利用承認書に添えて、提示

しなければならない。 

３ 第一項に掲げるもののほか、利用の承認事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長に

その旨を届け出なければならない。 

（利用承認の取消し等） 

第九条 区長は、条例第十三条の規定に基づき利用承認の取消し等をしようとするとき又は第七

条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項に規定する利用承認取消申請書が提出されたとき

は、利用承認取消等通知書（第九号様式）を交付しなければならない。 

（利用者の義務） 

第十条 区民センターを利用するものは、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に

従わなければならない。 

（指定管理者の申請） 

第十一条 条例第十七条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書（第十号様式）に、

次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。 

一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの 

二 法人の登記事項証明書（法人の場合に限る。） 

三 事業計画書 

四 区民センター又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類（実績がある
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場合に限る。） 

五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの 

六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類 

七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（指定管理者の指定の基準） 

第十二条 条例第十七条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。 

一 区民センター又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有していること。 

二 利用者の公平な施設利用を確保することができること。 

三 利用者に対する質の高いサービスを提供することができること。 

四 前三号に掲げるもののほか、区民センターの適切な管理運営を行うために区長が定める基

準 

（指定書の交付） 

第十三条 区長は、条例第十七条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書（第

十一号様式）を指定した法人その他の団体に交付するものとする。 

（指定の取消し等） 

第十四条 区長は、条例第十九条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書

（第十二号様式）により行うものとする。 

２ 区長は、条例第十九条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、

指定管理者業務停止命令書（第十三号様式）により行うものとする。 

（委任） 

第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。 

付 則 

この規則は、昭和六十二年一月十六日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第五条から

第八条までの規定は、昭和六十一年十二月十六日から施行する。 

付 則（昭和六三年六月三〇日規則第二八号） 

この規則は、昭和六十三年八月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和六十三

年七月一日から施行する。 

付 則（平成五年六月三〇日規則第二六号） 

この規則は、平成五年七月一日から施行する。 

付 則（平成八年二月一日規則第一〇号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成八年四月一日規則第四五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成一〇年四月一日規則第一一四号） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に区長に登録をしている団体は、この規則の規定により登録をした

団体とみなす。 

３ この規則の施行前にこの規則による改正前の東京都港区立区民センター条例施行規則の規定

によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の東京都港区立区民センター条例

施行規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

付 則（平成一六年一月一五日規則第二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成一七年三月三一日規則第五五号） 

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。 

付 則（平成一七年七月二七日規則第一一四号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前の港区立区民センター条例施行規則第十一条の規定は、平成十八年九

月一日（同日前に港区立区民センター条例（昭和六十一年港区条例第三十一号）第十七条第二

項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日）までの間は、なお効

力を有する。 

付 則（平成二〇年三月三一日規則第五〇号） 

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 

付 則（平成二一年三月三一日規則第四三号） 

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 

付 則（平成二二年六月二三日規則第八一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成二五年三月二二日規則第一四号） 

１ この規則は、平成二十五年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この規則による改正後の港区立区民センター条例施行規則第八条の規定は、施行日以後にな

された利用の承認に係る変更から適用し、施行日前になされた利用の承認に係る変更について

は、なお従前の例による。 

付 則（平成二五年七月一二日規則第五五号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の港区立区民センター条例施行規則（以下「旧規則」という。）の規

定により交付された登録証及び利用承認書は、改正後の港区立区民センター条例施行規則の規

定により交付された登録証及び利用承認書とみなす。 
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３ この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加

え、なお使用することができる。 

付 則（平成二五年一〇月一八日規則第七三号） 

１ この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。 

２ この規則による改正後の港区立区民センター条例施行規則第六条の規定は、平成二十六年四

月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。 

付 則（平成二五年一一月一日規則第七八号） 

１ この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。 

２ この規則による改正後の港区立区民センター条例施行規則第六条の規定は、平成二十六年四

月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。 

付 則（平成二六年九月三〇日規則第七一号） 

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。 

付 則（平成二八年三月三一日規則第五八号） 

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 

付 則（平成二八年一〇月一二日規則第一三九号） 

１ この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。 

２ この規則による改正後の港区立区民センター条例施行規則第五条の二及び別表の規定は、平

成二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例

による。 

付 則（令和四年三月一八日規則第一五号） 

この規則は、令和四年四月一日から施行する。 

別表（第五条の二関係） 

付帯設備 使用単位 使用料 使用可能施設 

所作台 九台まで 一式一回 二〇〇円芝浦港南 

十二台まで 一式一回 三〇〇円麻布 

十九台まで 一式一回 六〇〇円赤坂 

平台 一式一回 一〇〇円麻布、高輪、赤坂、台場 

アップライトピアノ 一式一回 一〇〇円高輪、赤坂 

グランドピアノ 一式一回 三〇〇円麻布、芝浦港南、台場 

コンサートグランドピアノ 一式一回 一、六〇〇円高輪、赤坂 

陶芸窯 一台一回 九〇〇円赤坂 

備考 使用単位について一回とは、条例別表に規定する午前、午後及び夜間のそれぞれを 

※様式は除く 
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