
 

小田小交流プラザ 教室・運動場利用規約 
 

第１章 総則 

 

第１条(目的) 

小田小交流プラザ（以下、プラザという）は、旧つくば市立小田小学校を活用し、旧小田小学校区の地域振興

を目的に、地域住民主体で、地区内外の人々が出会い交流する地域交流として活用する拠点である。本規約

は、プラザの教室・運動場の利用に関し、必要事項を定めることを目的とする。 

 

第２条（名称） 

旧つくば市立小田小学校の増築棟（教室棟Ⅱ）１階の２教室及び玄関ラウンジ・運動場を「小田小交流プラザ」

と呼ぶ。 

 

 

第２章 会員 

 

第３条（会員） 

１ 第４条に定める会員登録手続きを経て、承認された団体及び個人を「会員」という。 

２ 会員の種別は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1)地域団体会員  前項に定める会員のうち、つくば市内に拠点を有する団体をいう。教室を予約し、貸し切

り利用することが出来る。地域料金で教室を利用することが出来る。 

(2)一般団体会員  前項に定める会員のうち、つくば市外の団体をいう。教室を予約し、貸し切り利用するこ

とが出来る。一般料金で利用することが出来る。 

(3)地域個人会員  前項に定める会員のうち、つくば市に住民票を有する個人をいう。旧生活科室の予約が

入っていない時間帯に限り、教室を共有利用することが出来る。地域料金で利用すること

が出来る。 

(4)一般個人会員  前項に定める会員のうち、つくば市に住民票を持たない個人をいう。旧生活科室の予約

が入っていない時間帯に限り、教室を共有利用することが出来る。一般料金で利用するこ

とが出来る。 

３ 会員は本規約に基づきプラザを利用することが出来る。 

４ 会員は、会員として有する権利を第三者に貸与及び譲渡することは出来ない。 

 

第４条（会員登録） 

１ プラザの利用希望者は、管理運営者が指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上、会員登録を行う。 

２ 利用には、会員登録ののち、利用目的などがプラザの設置目的と照らして適切かどうかの審査が必要となる。

審査の結果、申請が却下される場合もあることを了承の上、会員登録を行うこと、 

３ 会員登録出来るのは、以下に関連する、つくば市特に旧小田小学校区地域の公益に資する活動を行う個人

及び団体である。 

(1)地域住民の生活・育児・教育・生涯学習環境等の向上に資する活動 

(2)地域の文化の向上に資する活動 

(3)地域への来訪者の満足度向上に資する活動 

(4)地域のＰＲに資する活動 

４ 団体会員登録できるのは、前項に加え、次の項目に該当する団体である。 

(1)構成員が２人以上で、代表者が明示されていること。 

  ただし、構成員が 18歳未満の団体の場合は、登録時に保護者の同意書の提出が可能なこと。 

(2)財政状況、活動状況等の情報公開ができること。 



 

５ 会員登録には、事務経費として以下の別表１に定める登録料の支払いが必要となる。なお、登録料は初回登

録時のみの支払いとなる。 

 

別表１ 登録料 

会員種別 登録料 

地域/一般団体会員 1,000円 

地域/一般個人会員 500円 

 

第５条（会員証） 

１ 管理運営者は会員に対し、会員証を発行する。 

２ 会員がプラザを利用する際は、会員証を提示すること。 

３ 会員は会員証を第三者に貸与・譲渡することは出来ない。 

４ 会員は会員証を紛失した場合には、再発行の申請が出来る。会員証の再発行には事務手数料として 1,000

円が必要となる。 

 

第６条 （会員情報の更新） 

登録内容に変更のある場合は、速やかに管理運営者に連絡をとり、情報更新するものとする。 

 

 

第３章 利用 

 

第７条（遵守） 

１ 利用にあたり、本規約及び管理運営者の定めるルールを遵守すること。 

２ プラザは、地域にとって貴重な財産であり、利用者には大切に利用する義務が生じる。 

３ 利用時にその日の最終退出者となった場合は、空調・照明の電源を切り、部屋の施錠を行うこと。 

 

第８条（利用可能時間） 

１ プラザの利用時間は毎週水曜日の休館日及び年末年始を除く午前 10時～午後 10時である。ただし、令和 2

年度 5 月から半年間の試行期間の利用可能時間は、毎週金曜日、土曜日、日曜日の午前 10 時～午後 5 時

までである。年末年始の利用停止期間は１２月２８日～翌１月４日を基本とし、毎年曜日の並び等により変動す

る。また、今後の運用状況により、利用時間は変更することがある。その他工事等で利用できない場合は、管理

運営者より事前に連絡するものとする。 

２ 利用時間は、活動の準備から後片付けにかかる時間を含めた時間を指す。利用後には、原状復帰を原則と

し、ごみは放置せず、分別の上、指定のゴミ箱に捨てること。大量のゴミが出る場合は、事前管理運営者まで相

談することとする。 

３ 利用前に申請した時間を超えて利用した場合には、延長した時間分の料金を追加で支払うこと。 

４ 家庭科室は、毎週金曜日、土曜日、日曜日の午前 10時～午後 5時まで観光客に向けて開放する。 

 

第９条（予約） 

１ 利用を希望する会員は、希望の教室・運動場が空いている日時を確認の上、開館日の窓口、電話、インターネ

ットで、利用予約をすることが出来る。電話での申込みの場合、後日利用申込書の提出が必要となる。 

２ 予約は、利用希望日の 3か月前より受付ける。 

３ 予約可能時間の単位は 1時間単位となる。 

 

第 10条（キャンセル） 

１ 万が一、利用を取り消す場合は速やかに、電話等で管理運営者までキャンセルの連絡をすること。無断キャン

セルが続く利用者に対しては、利用申請を却下する可能性がある。 



 

２ 支払い済みの利用者負担金は、いかなる理由があっても返却しない。 

 

第 11条（利用者負担金） 

１ 利用者負担金は以下の別表２及び別表３に定める通りとする。別表 2 で示す半日とは、開館時間内の任意の

3時間を指す。機材利用等は別途料金が発生する。 

２ 映像撮影やイベント開催など、企業・営利団体等の利用は、地域振興に資するものに関し、条件付きで受け入

れるが、以下の別表４の利用料金となる。また、利用内容のわかる「撮影・イベント企画書」「撮影申請書」または

「イベント開催申請書」を提出の上、審査を通過した上で利用可能となる。 

 

別表２ 団体会員の教室及び運動場利用者負担金表（税込） 
 地域料金 一般料金 

生活科室①（1/2利用） 500円/１時間  1,000円/１時間 

生活科室②（1/2利用） 500円/１時間 1,000円/１時間 

生活科室（全体利用） 1,000円/１時間（5,000円/1日） 2,000円/１時間（10,000円/1日） 

家庭科室 
（占用は月～木のみ） 

1,000円/１時間（5,000円/1日） 2,000円/１時間（10,000円/1日） 

運動場 2,000円/半日（3,000円/1日） 3,000円/半日（6000円/1日） 

拠点貸切 10,000円/1日 15,000円/1日 

 

別表３ 個人会員の生活科室利用時の利用者負担金表（税込み） 

 地域料金 一般料金 

個人/生活科室 200円/１時間 500円/１時間 

 

別表４ 企業・営利団体の撮影、イベント利用での利用料金 

 小田地域料金 小田地域外料金 最低利用時間 

生活科室 2,000円/1時間 3000円/1時間 2時間～ 

家庭科室 2,000円/1時間 3000円/1時間 2時間～ 

拠点貸切 20,000円/1日（10時～17時） ３0000円/1日 半日利用等は応相談 

運動場 3,000円/1時間 5000円/1時間 3時間～ 

 

第 12条（機材の貸出） 

教室を利用する会員は、事前に管理運営者に申請し、機材管理料金を負担することで、機材を利用することが

出来る。機材管理料金は以下の別表５に定める通りとする。 

機材管理料金は、第 13条に定める利用者負担金の支払い時に、受付で現金にて支払うこと。 

 

別表５－１ 機材等管理料金① 教室で利用できる備品 

 地域料金 一般料金 企業・営利団体料金 

プロジェクター １

台 

500円 1000円 

スクリーン    １面 500円 1000円 

音響機材Aセット 

会議、ワークショッ

プなど 

1,500円 ２,000円 3000円 

マイク（1本） 500円 1000円 

ワイヤレスヘットセ

ットマイク（1本） 

1,000円 2000円 

Aセット機材：ワイヤレスマイク 2本、アンプスピーカー 



 

別表５－２ 機材等管理料金② 運動場等で利用できる音響機材 

 地域料金 一般料金 企業・営利団体料金 

音響機材 Bセット（1日） 

運動会、トークイベントな

ど 

5,000円 

※オペレーター1 名込

み 

10,000円 

※オペレーター1名込み 

３0000円～ 

※オペレーター1名込み 

音響機材Cセット（1日） 

音楽イベントなど 

15,000円～ 

※オペレーター1 名込

み 

30,000円～ 

※オペレーター1名込み 

６0000円～ 

※オペレーター1名込み 

Bセット機材：スピーカー×2 ミキサー×１ パワーアンプ×1 マイク×2 ワイヤレスマイク×2     

Cセット機材：スピーカー×2 モニター×2 ミキサー×１ パワーアンプ×2 マイク×５ ワイヤレスマイク×2      

 

別表５－３ 機材等管理料金③ 運動場で利用できる備品 

 地域料金 一般料金 

七輪 1台 ５00円 1000円 

 

第 13条（定期利用） 

 定期利用とは 3か月以上同一曜日同一時間で利用することをいう。 

 

第 14条（有料イベント） 

会員が 1 回の参加料が 1 参加者あたり５,５00 円位以上の有料でのイベントを実施する場合、「第 11 条に定

める利用者負担金」と、「参加料として徴収した金額の 10％」を比較して、金額の大きなものを、利用者負担金と

して支払うものとする。 

 

第 15条（支払方法） 

１ 利用前に、プラザの受付で、現金にて所定の利用者負担金を支払うこと。ただし、定期利用の場合に限り、3か

月ごとの一括で前払いをすることができる。 

２ 支払可能時間は、受付の開いている金曜日～日曜日の午前 10時～午後５時である。 

３ 事情等により、受付時の支払い以外を希望の会員は、管理運営者まで相談のこと。当日までに支払いの確認

が出来ない場合、予約はキャンセルとみなすこととする。 

 

第 16条（飲食） 

１ 生活科室及び玄関ラウンジの飲食は、原則飲み物と軽食のみ可能とする。飲食の際は、他の会員の迷惑にな

らない程度のものとし、臭気が強い飲み物・食べ物は禁止とする。家庭科室及び運動場は飲食することが出来

る。 

２ アルコール飲料類の持ち込みは原則禁止とする。活動においてアルコール飲料を持ち込む必要がある場合

は、事前に管理運営者の許諾が必要となる。 

 

第 17条（利用制限及び利用の一時的な中断） 

下記の事由により、事前に告知すること無く、やむを得ず一時的に利用の中断や利用制限を行う場合がある。

この場合、会員に発生した損害に対し管理運営者は一切の責任を負わない。 

(1)設備の臨時保守、臨時点検、臨時修理などを行う場合 

(2)火災・停電等の事故により利用が出来なくなった場合 

(3)天変地異、テロ等により利用が出来なくなった場合 

(4)その他、予期せぬ事由により利用の中断等をせざるを得ない場合 

 

第４章 無料開放 

 



 

第 18条（無料開放の条件） 

１ プラザ内の下記の場所については、本条２項、３項を満たしている場合に限り、会員であるか否かを問わず、

無料で利用することができる。ただし、第３章の会員等の貸切利用がなされている場合を除く。 

(1)家庭科室 

(2)玄関ラウンジ 

(3)運動場 

２ 利用時間は下記のとおりとする。ただし、今後の運用状況により、利用時間は変更することがある。 

(1)家庭教室 毎週金曜日、土曜日、日曜日の午前 10時～午後 5時 

(2)玄関ラウンジ 毎週金曜日、土曜日、日曜日の午前 10時～午後 5時 

(3)運動場 特に定めない。 

３ 利用目的は、下記のとおりとする。 

(1) 地域団体等の短時間の打ち合わせ 

(2) 小田児童館、小田保育所等の保護者の待機 

(3) 子ども達の宿題・読書・遊びの場としての利用 

(4) 地域住民及び観光客の休憩利用 

  （5）運動場利用者の一時的な手洗い等の利用（占用利用をのぞく） 

４ 運動場の貸出予約が入っていない場合に限り、会員であるか否かを問わず、運動場で飲食をすることが出来

る。事前に管理運営者に申請し、備品管理料金を負担することで、備品を利用することが出来る。備品管理料金

は以下の別表６に定める通りとする。 

 

別表６ 備品等管理料金③ 運動場で利用できる備品 

 料金 

七輪 1台 １,000円 

 

第５章 禁止行為 

 

第 19条（拠点内での禁止事項） 

拠点内では下記の行為の一切を禁止する。 

(1)衛生上有害な、もしくは危険な行為、又は他の利用者の迷惑、妨害となるような営業その他の行為 

(2)運動場の利用禁止遊具の使用 

(3)危険物及び重量物の持ち込み 

(4)公序良俗に反する物、他人に不快感を与える物の持込み 

(5)敷地内での喫煙 

(6)管理運営者の許可なく宿泊すること 

(7)管理運営者の許可なく施設内で火気を使用すること  

(8)管理運営者の許可なく運動場で火気を使用すること 

(9)管理運営者の許可なく共用部分に物を置くこと等、共用部分を占用使用すること 

(10)会員権の譲渡 

(11)公序良俗に反する活動 

(12)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成する活動 

(13)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動 

(14)法令に反する事業及び反する恐れのある活動 

(15)性風俗関連事業及び関連する恐れのある活動 

(16)反社会勢力関係者及びそれに関連する恐れのある活動 

(17)政治結社及び宗教団体に関連する恐れのある活動 

(18)マルチ商法及びそれ関連する恐れのある活動 

(19)その他、管理運営者が不適当と認めた活動 



 

(20)その他、管理運営者が不適切と判断した行為 

 

第 20条（利用をお断りする活動） 

登録後であっても、次に該当する活動を行っているとみなされる場合は登録および利用を取り消す。その場

合、既に支払われた登録料及びすでに利用された分の利用者負担金は返金しない。 

(1)公益性・地域貢献がなく、営利のみを追求する活動 

(2)法令に反する事業及び反する恐れのある活動 

(3)公序良俗に反すると管理運営者が判断した活動 

(4)性風俗関連事業及び関連する恐れのある活動 

(5)反社会勢力関係者及びそれに関連する恐れのある活動 

(6)政治結社及び宗教団体に関連する恐れのある活動 

(7)マルチ商法及びそれ関連する恐れのある活動 

(8)その他、管理運営者が不適当と認めた活動 

 

第 21条（利用制限と登録取り消し） 

下記の事由に該当する行為を行った場合、管理運営者の判断で、以降のプラザの利用申請を却下する場合が

ある。その場合、支払い済みの登録料及びすでに利用した分の利用者負担金の返金は行わない。 

(1)登録時の情報や書類に虚偽があった場合 

(2)会員として有する権利を第三者に貸与及び譲渡した場合 

(3)管理運営者や他の会員又は第三者に損害を与える恐れがあると、管理運営者が判断した場合 

(4)本規約に反する行為があった場合 

(5)第１9条に記載された活動を行った場合、及び行おうとした場合 

 

第６章 その他 

 

第 22条（損害賠償） 

プラザの利用者は、その責に帰する事由により使用したデスク、イス、その他設備を毀損し、又は滅失したとき

は、直ちに管理運営者に届け出ること。この場合において、会員および無料利用者は、損害を賠償する義務が生

じる。 

 

第 23条（免責） 

 次の事項に関してプラザの利用者に発生した損害について、管理運営者は責任を負わない。 

(1)会員の貴重品を含む所持品についての盗難・破損 

(2)会員同士もしくは第三者との間で発生した事故やトラブル 

(3)インターネット接続によるウイルス被害 

(4)規約違反による利用中断、利用中止 

 

第 24条（本規約の変更） 

本規約は管理運営者が必要に応じて変更することがある。変更後の内容については速やかに周知のうえ、適

用する。 

 

 

令和２年４月 

（管理運営者） 小田地域まちづくり振興会 

 

令和 2年 7月 20日改訂 

令和 2年 8月 30日改訂 

 



 

小田小交流プラザ利用者登録票（個人） 登録番号     － 

（         年度） 
申込日    年   月  日 

 

☆フリガナ  

 ☆利用名  

 

 

☆お住まい  □つくば市内    □つくば市外

（                          ） 

☆利用目的 

（具体的に） 

 

 

 

・□ワークショップ・イベント □講座・勉強会 □作業・打合せ □その他 

・上記は、規約第４条に示す公益に資する活動ですか？  □はい □

いいえ 

☆住所  

 

☆電話   

（固定電話）                  （携帯電話） 

メールアドレス  

 

連絡方法 郵便  ・  電話  ・  携帯電話  ・  メール・ 

備考  

 

 
☆は必須記入項目です 

保護者同意書 ※利用者が１８歳未満の場合にご記入ください。 

私は、上記利用者の保護者として、上記利用者が、小田地域まちづくり振興会が運営する小田小交流プラ

ザの利用登録を行い、規約に基づいて利用することを同意します。 

                                 

      保護者の氏名・捺印 

 

                             （利用者との関係              ） 
※登録の際は、身分証明書をご提示いただきます。 

個人情報は管理運営者からの連絡にのみ使用いたします。 

 

担当サイン 登録料受領 責任者サイン 

  /  /    円 / 
証明書類：運転免許証・保険証・その他   （         ）    

（管理運営者）小田地域まちづくり振興会   



 

          小田小交流プラザ利用団体登録票 登録番号   － 

（         年度） 申込日  年  月  日 

フリガナ  

☆団体名称 

 

 

 
☆所在地 

 
 

 

フリガナ  
☆代表者名 

 
  

 

会員数 名 設立年月日 年    月    日 

組織形態 □市民活動団体 □サークル  □ 自治会・区会 □企業  

□個人事業 □NPO   □個人活動    □その他

（                          ） 

☆利用目的 

（具体的に） 

 

 

 

・□ワークショップ・イベント □講座・勉強会 □作業・打合せ □その他 

・上記は、規約第４条に示す公益に資する活動ですか？  □は □いいえ 

フリガナ  

☆連絡担当者 

 

 

 

☆電話番号  
（固定電話）                  （携帯電話） 

メールアドレス  

ホームページ  

連絡方法 郵便  ・  電話  ・  携帯電話  ・  メール・ 

質問項目 ・御団体は入会費、会費等はありますか？  □はい  □いいえ 

・入会費、会費等はいくらですか？     （           ）円 

・現在想定している参加料はいくら位ですか？（         ）円 

備考   

 

※☆は必須記入項目です。団体の活動の内容がわかる書類、会員名簿を添付してください。個人情報は管

理運営者からの連絡にのみ使用いたします。 

保護者同意書 ※代表者が１８歳未満の場合にご記入ください。 

私は、上記代表者の保護者として、上記代表者が、小田小交流プラザの利用登録を行い、規約に基づいて利用する

ことを同意します。                                 

    保護者氏名（保護者自筆） 
                                       （利用者との関係              ） 

受付サイン 責任者サイン 

  /  / 
(管理運営者)小田地域まちづくり振興会  



 

団体名簿  登録番号    －         

※御団体の任意の様式の名簿で結構です。 

団体名  

 
。 

 氏名 備考 
１   

２   

３   

４   

５   

６   

７   

８   

９   

１０   

１１   

１２   

１３   

１４   

１５   

１６   

２０   

２１   

２２   

２３   

２４   

２５    



 

 


