
 

  
府中市市民活動センタープラッツの有料貸出施設について、利用者の利便性の向上を図るため、

使用申込みにおける予約期間を改訂します。 

 

１． 予約期間改訂適用日 

平成３０年１０月１日（月）より 

２． 変更内容 

以下のとおり変更となります。 

施設名 新 旧 

第２会議室 
使用日の属する月の１年前

の月の初日の営業日 

使用日の６か月前の応当日 

第３会議室 使用日の３か月前の応当日 

料理室 

使用日の１年前の応当日 

使用日の６か月前の応当日 

第４～７会議室、和室、 

スタジオ 
使用日の３か月前の応当日 

   ※バルトホール、第１会議室の予約期間の変更はありません。 

（「使用日の属する月の１年前の月の初日の営業日」より受付） 

【例】平成３１年１１月１５日に利用する場合 

 ・第２，３会議室：平成３０年１１月１日より予約受付開始 

   ・第４～７会議室、料理室、和室、スタジオ：平成３０年１１月１５日より予約受付開始 

３． 予約期間改訂に伴う予約抽選について 

改訂に伴い、以下の期間について予約抽選を実施いたします。 

施設名 抽選対象期間 

第２会議室 平成３１年４月１日～１０月３１日 

第３会議室 
平成３１年１月４日～１０月３１日 

※平成３１年２月２５日（月）は休館日 

料理室 平成３１年４月１日～１０月１１日 

第４～７会議室、和室、 

スタジオ 

平成３１年１月４日～１０月１１日 

※平成３１年２月２５日（月）は休館日 

※抽選日程や受付方法の詳細は裏面をご覧ください。 

 

 

４．改訂後のご利用案内について（下線部が変更箇所となります） 
1. 開館時間について 

（１）施設の利用時間（単位）は、午前９時～正午（午前）、午後１時～５時（午後）、午後６時～１０時（夜間）、午前９  

時～午後１０時（全日）です。 
   ※続けてご利用になる場合は、単位間の時間が含まれます。 
   ※利用時間には、準備から片付けまで全てが含まれます。 

（２）休館日は年末年始、２月の第４月曜日ほか、保守点検のため臨時に休館することがあります。 
 

2. 利用申込みについて 

使用する施設により受付日が異なりますのでご注意ください。 

お申込みが競合する場合は抽選となります。 

（１）バルトホール、第 1～３会議室（第１会議室は A・B に分割利用可） 

   使用日の属する月の 1 年前の初日の営業日から受け付けます。 

   ※バルトホールの利用者はスタジオ、第１，２会議室の利用者は和室、第３会議室の利用者は料理室の予約をそれぞれ   

優先的に受け付けます。 

（２）第４～７会議室（第６、７会議室は A・B に分割利用可）、料理室、和室１・２、スタジオ 

   使用日の１年前の応当日から受け付けます。 
 

3. 利用料金のお支払いについて 

利用料金はお申込みと同時に全額現金にてお支払いください。 
 

4. 予約の取消について 

（１）予約日の変更はできません。現在の予約を取り消したうえで、新たな日程を予約してください。 

（２）予約を取り消す場合は、下表のとおり還付申請ができます。申請の際は、施設利用券（領収書）原本と振込口座がわか 

るものをご持参ください。 
 

【還付割合】 

 6か月前まで ３か月前まで 当日まで 

還付金額 １００％ ５０％ ０％ 

※上の表で示す還付割合は、還付申請の手続日が基準日となります。 

      ※平成 30年 9月 30日までにお支払いを受付けた予約を取り消す場合は、旧還付割合となります。 
 

5. 使用許可の取消し 

次のような場合、使用を取消すことがあります。 

（１）条例や規則に違反したとき。 （２）使用の目的又は条件に違反したとき。 

（３）災害その他の事故により使用できなくなったとき。 （４）その他、公益上特に必要があるとき。 
 

6. その他 

（１）「市内料金」は市内在住者、市内在勤者、市内在学者並びに府中市の姉妹都市・友好都市の住民（以下「市内在住者等」

という）が使用する場合の利用料金とします。 

「市外料金」は市内在住者等以外の方（以下「市外在住者」という）が使用する場合の料金とします。 

（２）「市内営業」は市内在住者等が営業目的で使用する場合や３，０００円以上の入場料（その他これに類する料金）を徴       

             収する場合の利用料金とします。 

            「市外営業」は市外在住者が営業目的で使用する場合や３，０００円以上の入場料（その他これに類する料金）を徴収    

             する場合の利用料金とします。 

    （３）第１会議室、第６会議室、第７会議室、和室の半室を使用する場合、間仕切りによって隣接する部屋に影響を及ぼすと

認められるときは、隣接する半室を併せて使用しなければならないこととします。 

    （４）ホールを１０日間以上連続して使用する場合の利用料金は、規定利用料金の９０パーセントの額とします。 

    （５）練習などで、ホールの舞台のみを使用する場合の利用料金は、規定利用料金の５０パーセントの額とします。 

    （６）午前の時間帯より前の使用に係る利用料金は、１時間につき、午前の時間帯の利用料金の３分の１に相当する額に  

１００分の１３０を乗じて得た額とします。 

夜間の時間帯より後の使用に係る利用料金は、１時間につき、夜間の時間帯の利用料金の４分の１に相当する額に  

１００分の１３０を乗じて得た額とします。 

府中市市民活動センタープラッツ ☏０４２－３１９－９７０３ 
                   （※午前８時３０分から午後１０時まで） 

予約期間改訂及び予約受付（抽選）に関するお問合せ先 



 

 

 

 

 

 

 

第２会議室 

受付日（抽選日） 利用対象期間 

 平成３０年１０月 １日（月）  

 平成３０年１０月 ２日（火） 

 平成３０年１０月 ３日（水） 

 平成３０年１０月 ４日（木） 

 平成３０年１０月 ５日（金） 平成３１年 ４月１日（月）～３０日（火） 

 平成３０年１０月 ６日（土） 平成３１年 ５月１日（水）～３１日（金） 

 平成３０年１０月 ７日（日） 平成３１年 ６月１日（土）～３０日（日） 

 平成３０年１０月 ８日（月） 平成３１年 ７月１日（月）～３１日（水） 

 平成３０年１０月 ９日（火） 平成３１年 ８月１日（木）～３１日（土） 

 平成３０年１０月１０日（水） 平成３１年 ９月１日（日）～３０日（月） 

 平成３０年１０月１１日（木） 平成３１年１０月１日（火）～３１日（木） 

 

第３会議室 

受付日（抽選日） 利用対象期間 

 平成３０年１０月 １日（月）  

 平成３０年１０月 ２日（火） 平成３１年 １月４日（金）～３１日（木） 

 平成３０年１０月 ３日（水） 平成３１年 ２月１日（金）～２８日（木） 

 平成３０年１０月 ４日（木） 平成３１年 ３月１日（金）～３１日（日） 

 平成３０年１０月 ５日（金） 平成３１年 ４月１日（月）～３０日（火） 

 平成３０年１０月 ６日（土） 平成３１年 ５月１日（水）～３１日（金） 

 平成３０年１０月 ７日（日） 平成３１年 ６月１日（土）～３０日（日） 

 平成３０年１０月 ８日（月） 平成３１年 ７月１日（月）～３１日（水） 

 平成３０年１０月 ９日（火） 平成３１年 ８月１日（木）～３１日（土） 

 平成３０年１０月１０日（水） 平成３１年 ９月１日（日）～３０日（月） 

 平成３０年１０月１１日（木） 平成３１年１０月１日（火）～３１日（木） 

※平成３１年１月１日（火）～３日（木）、２月２５日（月）は休館日 

 

料理室 

受付日（抽選日） 利用対象期間 

 平成３０年１０月 １日（月）  

 平成３０年１０月 ２日（火） 

 平成３０年１０月 ３日（水） 

 平成３０年１０月 ４日（木） 

 平成３０年１０月 ５日（金） 平成３１年 ４月１日（月）～３０日（火） 

 平成３０年１０月 ６日（土） 平成３１年 ５月１日（水）～３１日（金） 

 平成３０年１０月 ７日（日） 平成３１年 ６月１日（土）～３０日（日） 

 平成３０年１０月 ８日（月） 平成３１年 ７月１日（月）～３１日（水） 

 平成３０年１０月 ９日（火） 平成３１年 ８月１日（木）～３１日（土） 

 平成３０年１０月１０日（水） 平成３１年 ９月１日（日）～３０日（月） 

 平成３０年１０月１１日（木） 平成３１年１０月１日（火）～１１日（金） 

※平成３１年１０月１２日（土）以降の予約は応当日での受付となります。 

 

第４～７会議室、和室、スタジオ 

受付日（抽選日） 利用対象期間 

 平成３０年１０月 １日（月）  

 平成３０年１０月 ２日（火） 平成３１年 １月４日（金）～３１日（木） 

 平成３０年１０月 ３日（水） 平成３１年 ２月１日（金）～２８日（木） 

 平成３０年１０月 ４日（木） 平成３１年 ３月１日（金）～３１日（日） 

 平成３０年１０月 ５日（金） 平成３１年 ４月１日（月）～３０日（火） 

 平成３０年１０月 ６日（土） 平成３１年 ５月１日（水）～３１日（金） 

 平成３０年１０月 ７日（日） 平成３１年 ６月１日（土）～３０日（日） 

 平成３０年１０月 ８日（月） 平成３１年 ７月１日（月）～３１日（水） 

 平成３０年１０月 ９日（火） 平成３１年 ８月１日（木）～３１日（土） 

 平成３０年１０月１０日（水） 平成３１年 ９月１日（日）～３０日（月） 

 平成３０年１０月１１日（木） 平成３１年１０月１日（火）～１１日（金） 

※平成３１年１月１日（火）～３日（木）、２月２５日（月）は休館日 

※平成３１年１０月１２日（土）以降の予約は応当日での受付となります。 

 受付日（抽選日）当日は予約受付のみを行います。施設使用料は翌日以降平成３０年１０月３１日

（水）までに窓口にてお支払いください。 

 抽選会終了後の利用対象期間の通常予約は平成３０年１０月１２日（金）より先着順で受付します。

また、府中市公共施設予約システムによる予約も同日正午よりご利用いただけます。 

 当館を初めてお申込みいただく場合は、代表者の住所が分かるものをお持ちください。 

（個人の場合：免許証、保険証、マイナンバーカード等  法人の場合：名刺、会社案内等） 

 複数日の利用をご希望の場合は全日程お申込みいただけます。 

 お申込みの件数が多い場合、手続きに時間がかかることがあります。 

 市のイベント等で事前に予約が入っている場合があります。空き状況についてはお問合せください。 

① 受付場所：府中市市民活動センタープラッツ５階総合受付 

② 受付日程：平成３０年１０月１日（月）～１０月１１日（木） 

※平成３０年１０月１日（月）は従来どおりバルトホール・第１会議室の 

平成３１年１０月１日～３１日の予約受付をいたします。 

③ 受付時間：各日午前８時３０分～（※午前９時３０分締切り） 

※受付締切り後、その場で抽選を行います 

※受付日（抽選日）ごとの対象期間は下表のとおり 


