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（貸室の申込み，抽選関係） 

(1) 貸室を申し込む場合，希望日のほかに第２希望日を一緒に申し込んでもいいです

か。 

 希望日のみの申込みとなりますので，第２希望日を一緒に申し込むことはできません。 

 

(2) 3月 7日（土）の抽選会で漏れた場合，2回目の抽選はその日に行うのでしょうか。 

 その日に行います。 

 

(3) 4月の使用を予定していますが，借りることができない日や部屋はありますか。 

 「令和 2年 4月分の亀田交流プラザ 仮予約申込書」の上段部分に「貸室不可日」を記載

しておりますので，これらを除く日でお申し込みください。 

 

(4) 4 月分の仮予約について，月曜日と木曜日に活動している場合，申込書は 1 枚に記

載してよいのでしょうか。 

 それぞれ別の申込書に記入願います。 

 

(5) 4月分の仮予約申込書には「大会議室（防音）」と「大会議室」に分かれていますが，

大会議室 2と 3はどのように記入するのでしょうか。 

 大会議室 2と 3は，教育委員会において割り振ります。 

 



(6) 5月以降に使用する分の申込は，4月になってから行うのでしょうか。 

 4月になってからの申込となります。下記のとおり一斉受付・抽選会を実施します。 

 ・5月, 6月分は 4月 1日（水） 13:00～ 

 ・7月, 8月分は 4月 2日（木） 10:00～ 

 ・9月,10月分は 4月 3日（金） 10:00～ 

 ※場所は亀田交流プラザ３階大会議室３を予定しております。 

 

(7) 5月，6月分は 4月 1日となっていますが，予約を受け付けるのはこの日だけでしょ

うか。 

 5月 6月の使用分は，4月 1日に一斉受付・抽選会を行いますが，その事務処理作業が終

了次第，空いている部屋を随時受付します。 

 

(8) 随時受付も抽選になる場合がありますか。 

 随時受付は先着順で決定しますので抽選はありません。 

 

(9) 6ヶ月前を超えて貸室を予約することは可能ですか。 

 6ヶ月前までの予約は受け付けますが，6ヵ月前を超えての予約はできません。 

 

(10) 午前 9 時からすぐに使用したい場合，前日の夜に予約が入っていない場合は，前

日の夜から準備することは可能でしょうか。 

 前日の夜に設営などの準備をする場合は，その分も含めて貸室の申込が必要です。 

 

(11) 亀田福祉センターなど統合対象となっている５施設の利用者が優先で借りること

ができるシステムはないのでしょうか。 

 優先利用は考えておりません。 

 

(12) 公共予約システムの開始日時はホームページで知らせるとなっていますが，市の

ホームページですか。それとも亀田交流プラザのホームページですか。 

 今後作成される亀田交流プラザのホームページにより周知いたします。 

 

（利用方法関係） 

(13) 夏などはスポーツをして具合が悪くなる高齢の方もいる。飲み物は持ち込めるの

でしょうか。 

 飲み物の持ち込みは可能ですが，飲みこぼしなど，他の利用者の皆様にご迷惑のかからな

いようにご利用願います。 

 

 



(14) 研修室などでのペットボトルの持ち込みや，飲食することは可能ですか。 

 １階のカフェコーナーや各階のラウンジのほか，使用許可を受けた貸室内での飲食は可

能ですが，他の利用者の皆様にご迷惑のかからないようにご利用願います。 

 

(15) 部屋を借りダンスパーティーを行う場合にアルコールを提供してもよいでしょう

か。 

 使用許可を受けた貸室内でのアルコールの提供は可能ですが，内容や場所・時間によって

は制限することもございます。また，貸室以外のフリースペース等での飲酒はご遠慮くださ

い。 

 

(16) 社交ダンスでの利用は可能ですか。 

 社交ダンスでの利用は可能です。 

 

(17) 社交ダンスは床を傷つける場合がありますが，シートは用意されていますか。 

 専用シートは用意していませんので，床面を保護するためヒールにプロテクターを付け

ていただく必要があります。 

 

(18) 書道や子どもの写真展，絵画サークルの作品を展示する場所はありますか。ホール

に展示できるのでしょうか。 

 指定管理者の事業での作品等はホールなどで展示することもありますが，個々のサーク

ル等の作品展示は，会議室等を借りた上で，その中で展示していただくことになります。 

 

(19) 部屋を 13 時から借りている場合に，部屋の鍵を 13 時前に受け取ることはできま

せんか。 

 13時からの利用となります。 

 

(20) 彫刻をするため部屋を借りたいと考えています。木くずがでるのですが，ほうきや

ちりとりなど簡易な掃除用具は借りることはできますか。 

 施設に設置するほうきやちりとりを使用することは可能です。 

 

(21) 午前午後を両方使った場合は昼休みも通しで使ってよいのでしょうか。 

 通しで使用いただいて構いません。 

 

(22) 2日連続で借りる場合は，1日ごとに原状復帰しなければならないのでしょうか。 

 連続で使用する場合は 1日ごとに原状復帰する必要はありません。 

 

 



（料金関係） 

(23) 使用料は，どういう場合に減免されますか。 

 使用料の減免は，指定管理者が行う事業で使用する場合となります。また，障がい者団体

が使用する場合は基本使用料のみ減免となります。 

 

(24) 冬期間の暖房料金はかかりますか。 

 暖房料金はかかりません。 

 

(25) 予約をして料金を支払った後にキャンセルした場合の返金はどのようになってい

ますか。 

 利用者の都合によるキャンセルの場合は，返金はできません。 

 

（ふれあいホール関係） 

(26) ふれあいホールに公衆電話は設置するのでしょうか。 

 公衆電話の設置予定はありません。 

 

(27) 図書コーナーでは，中央図書館の本の貸し借りはできますか。 

 亀田交流プラザでは，図書館の本の貸し借りはできませんが，産業道路側に図書館の本の

返却ポストを設置しますので，返却のみ可能です。 

 

(28) 図書コーナーの本を借りる場合は図書館と同じ方法になるのでしょうか。 

 亀田交流プラザ図書コーナーの利用者として新たに登録していただき，カード等で管理

していく予定です。図書館のカードはご利用いただけません。 

 

（講堂関係） 

(29) 講堂を利用する場合，テーブルや椅子は講堂内にありますか。 

 講堂内に倉庫があり，テーブル 60台，椅子 500脚を収納する予定です。 

 

(30) 講堂のテーブル・椅子は利用者が設置するのですか。 

 講堂のテーブルや椅子は倉庫に収納した状態となっており，設置は利用者が行うことに

なります。 

 

(31) 講堂において，テーブルをつけた場合の収納可能人数は何人ですか。 

 配置レイアウトにもよりますが，ステージを設置した場合は 230人程度，ステージを設置

しない場合は 300人程度です。 

 

 



(32) 講堂で録音する場合は，どのような方法が可能ですか。 

 講堂の音響設備（有料）は，ＣＤ，ＭＤ，ＳＤカード，ＵＳＢ，カセットでの録音が可能

です。 

 

(33) ステージの大きさはどの程度ですか。ステージの使用で別途，料金がかかります

か。 

 亀田交流プラザには一式（１２台）のみ移動ステージがございます。 

 ステージは，幅 2.4m×奥行 1.2m のものを最大 12 台組み合わせることができ，組み合わ

せると，大きさは幅 9.6m，奥行 3.6mとなります。料金は，別途一つの時間区分当たり 700

円かかります。 

 

(34) ステージの大きさは，亀田福祉センターと比べるとどうですか。 

 ステージの大きさは，亀田福祉センターは幅 13m程度，奥行 6m程度でしたが，亀田交流

プラザは最大で幅 9.6m，奥行 3.6mとなります。 

 

(35) ステージは利用者が設置するのでしょうか。 

 指定管理者が設置します。 

 

(36) ステージは講堂 1も講堂 2も使えますか。 

 どちらにも使用できます。なお，ステージにつきましては，(33)もご参照ください。 

 

(37) ステージは大会議室でも使えますか。 

 ステージは部屋を限定しておりませんので大会議室での使用も可能です。なお，ステージ

につきましては，(33)もご参照ください。 

 

(38) ピアノはステージの上にあげることはできますか。 

 ステージにピアノをあげる機械を用意する予定であり，ピアノは指定管理者が設置しま

す。 

 

(39) 講堂には幕などの舞台装置はありますか。 

 有料貸出設備として舞台設備があります。 

 

（体育室・子ども体育室関係） 

(40) 体育室に音楽をかけられる音響設備はありますか。音響機器の持ち込みは可能で

すか。 

 簡易な持ち運びできるマイク等は使用できますが，音楽をかける機能はありません。音響

機器の持ち込みは可能です。 



(41) 体育室で硬式テニスの実施は可能でしょうか。バスケットができるということで

あれば広さ的にテニスも十分可能と思います。 

 硬式テニスでの利用はできません。また，広さはバスケットボールの公式サイズはとれて

おりません。 

 

(42) 体育室は椅子があるのでしょうか。 

 椅子はありませんが，体育室の端がベンチとなっており，座ることができます。 

 

(43) 体育室の貸出は 1つの時間区分で１団体のみということでしょうか。 

 1つの時間区分で 1団体に貸出となります。 

 

(44) 体育室は 1つの時間区分の 4時間を 2時間ずつ 2団体に貸出すことはできますか。 

 １つの時間区分で１団体の貸出となりますので２団体に貸出すことはできません。 

 

(45) 体育室の 4 時間の区分が長いため，前後で競技を変えるなどして使用してよいの

でしょうか。 

 1申請者（団体）の中で前後で分けて使用していただいても構いません。 

 

(46) 1階体育室と 2階子ども体育室は卓球台が何台ずつ用意されていますか。 

 1階の体育室は 6台，2階の子ども体育室は 2台を予定しています。 

 

(47) 体育室は団体としての貸出となるのでしょうか。個人利用も考えているのでしょ

うか。 

 函館アリーナの個人利用のように，複数の個人がそれぞれ許可を得て同時に部屋を使う

形の利用ではなく，団体や個人が貸し切る形での利用（専用利用）のみとなります。 

 

(48) 子ども体育室について，夜間は大人に貸し出すということでしょうか。 

 夜間は大人が利用できますが，団体や個人が貸し切る形での利用（専用利用）となります。 

 

（会議室・研修室関係） 

(49) 防音設備のない会議室でスピーカを使うことは可能でしょうか。 

 防音設備のない会議室でのスピーカの使用は禁止しておりませんが，他の部屋への影響

も考えられますので，その際は音量を低くしていただくことも考えられます。 

 

(50) 大会議室や小会議室において，工作（素材を加工，接着，塗装）は可能でしょうか。 

 会議室での工作は可能ですが，テーブルや床面などの汚れや臭気の拡散など，他の利用者

の皆様にご迷惑のかからないようにご利用願います。 



(51) 会議室のテーブルや椅子は並べた状態になっているのでしょうか。 

 会議室のテーブルや椅子は並べた状態となっておりますので，並べ替えた場合は，使用後

に原状復帰してください。 

 

(52) 大会議室を 1 日借りた場合，お昼に弁当などをその部屋で食べることはできます

か。 

 可能です。 

 

(53) 会議室でカラオケを行いたいが，カラオケ機器を借りることはできますか。 

 会議室においてカラオケ機器の設置や貸出は予定しておりません。なお，2階交流集会室

に設置するカラオケ機器は指定管理者の事業で使用するものとなりますので，特定の団体

への貸出は行いません。 

 

(54) 会議室で音楽をかけるが，高防音の会議室 1 が取れなかった場合，高防音ではな

い会議室 2を借りて音楽をかけてもいいでしょうか。 

 音楽をかけてはいけないルールを現時点で決めているわけではありませんが，音量を抑

えていただくなどのルールは今後，考えられます。 

 遮音性については，実際に使用してみないと分からない部分もありますので運用しなが

らの調整が出てくるものと思われます。 

 

(55) 大会議室 1～3 は，それぞれの部屋で最大 100 人程度が利用可能ということです

か。 

 それぞれの部屋でテーブル椅子を並べた状態で 100人程度の利用が可能です。 

 

(56) 大会議室 1～3や小会議室 1.2，3.4を繋げて利用することはできますか。 

 繋げて利用することはできません。 

 

(57) 大会議室のテーブルの数を教えてください。 

 大会議室にはそれぞれ 35台程度を予定しています。また若干の予備もあります。 

 

(58) 会議室や研修室 1 は，カセットテープレコーダーを持ち込んで音楽をかけてもよ

いのでしょうか。 

 基本的には可能です。色々な利用方法がありますので，申請時に個別に利用方法を確認さ

せていただきます。 

 

(59) 研修室 1と 2は間仕切りをとって利用可能ですか。 

 可動式の間仕切りとなっているため，合わせての利用も可能です。 



(60) 研修室 1用の置き畳は小会議室でも使用できますか。 

 研修室 1専用に割り付けた畳ですので別の場所では使用できません。 

 

(61) 研修室 1の畳は何畳くらい敷くことができますか。 

 部屋自体は 25畳程度ですが，靴を脱ぐスペースを除くと 20畳程度です。 

 

(62) 研修室 1は和洋兼用ですが，畳の設置は，利用者か。それとも指定管理者か。 

 畳の設置は指定管理者が行います。 

 

(63) 研修室 2 の調理設備は実際に見てみないと予約できないので早めに見せていただ

くことはできるのでしょうか。 

 4月 1～5日の見学会で見ていただきたいと考えております。 

 

(64) 研修室 2の調理設備はどのような設備がありますか。 

 設備は，アイランドキッチン 1台，冷蔵庫 1台，電子レンジ 1台などの調理家電，お皿な

どの調理器具を用意する予定です。 

 

(65) 研修室 1を利用した場合，3階に水回りはないのでしょうか。 

 3階には水回りは用意しておりませんので 2階事務室横の給湯室をご利用ください。 

 

（交流活動室・交流集会室関係） 

(66) 交流活動室をサークル等で借りることはできませんか。 

 交流活動室は午前・午後の時間帯は６０歳以上の方を対象とした無料開放を行いますの

で，特定の団体への貸し出しはできません。 

 なお，夜間は一般の方が誰でも利用できるフリースペースとして開放する予定です。 

 

(67) 交流活動室は無料となっているがどのように貸出するのでしょうか。 

 交流活動室は６０歳以上の方を対象とした無料開放事業に利用登録をした上で使用する

ことができます。 

 なお，夜間は一般の方が誰でも利用できるフリースペースとして開放する予定です。 

 

(68) 交流活動室は高防音ですか。 

 交流活動室は高防音ではありません。高防音は，1 階の講堂，2 階の交流集会室，3 階の

大会議室 1となります。 

 

 

 



(69) 交流集会室を夜に使用する場合は音響設備を借りることはできますか。また，持ち

込みは可能ですか。 

 交流集会室には有料の音響設備がないためお貸しできません。持ち込みは可能です。 

 

(70) 交流集会室は午後から貸切にできますか。 

 交流集会室は 9 時～17 時までは高齢者向けに無料開放事業で使用するためお貸しできま

せん。 

 

（保健相談室・軽運動室・居室全般関係） 

(71) 保健相談室の運営はどのようになっていますか。 

保健師を配置し，健康相談や血圧測定を行う予定です。また，子どもが軽いケガをした時

は，絆創膏を貼るなどの対応をします。 

 

(72) 軽運動室は，夜間の有料貸出を行わないのでしょうか。 

 ランニングマシンなどの機器があり，管理が必要となるため，夜間の部屋の貸し出しは行

いません。 

 

(73) 各部屋の高さはどの位ですか。 

 体育室等は別ですが，会議室等の高さは 2.6mとなっております。 

 

(74) 亀田福祉センターの 2 階特別室を使用していたが，その部屋と同規模の部屋はど

ちらになるのでしょうか。 

 亀田福祉センターの特別室は 135 ㎡です。亀田交流プラザでは大会議室 2 と 3 がそれぞ

れ 150㎡であり一番近い部屋となります。 

 

（設備・備品関係） 

(75) Wi-Fiは利用できますか。 

全館で利用可能です。 

 

(76) パソコンやプロジェクターの無料貸出はありますか。 

 パソコンの貸出はありません。プロジェクターは移動型のものを無料で貸し出す予定で

す。 

 

(77) ヒアリングループはありますか。 

 携帯型のものを整備する予定です。 

 

 



(78) 音響設備は使用料が書いている部屋以外に使用することは可能でしょうか。 

 料金設定のある音響設備は，記載のある部屋専用となります。 

 

(79) 音響設備はセットの料金となっていますが，マイクは何本ですか。 

 講堂（１または２）の音響設備につきましては，有線マイク 2本，無線マイク 2本となり

ます。 

 

(80) 衝立の貸出はありますか。また，持ち込みは可能ですか。 

 衝立の貸出は予定しておりません。持ち込みは可能です。 

 

(81) 2階交流集会室のカラオケ機器を貸し出してもらえないのでしょうか。 

 2 階交流集会室に設置するカラオケ機器は指定管理者の事業で使用するものとなります

ので，特定の団体への貸出は行いません。 

 

（駐車場関係） 

(82) 何かイベントがあれば駐車スペースはすぐに埋まってしまうと思う。サブの駐車

場はありませんか。 

 サブの駐車場は用意しておりません。公共交通機関の利用について，亀田交流プラザのホ

ームページや，事業実施の際の案内などで周知してまいります。 

 

(83) 駐車場は地下と１階に何台あるのでしょうか。 

 地下に 73台，1階ピロティ部（屋根付き）21台，1階屋外 16台の計 110台です。 

 

（見学会関係） 

(84) 4月 1～5日の見学会の際は，駐車場を利用できますか。料金はいくらですか。 

 駐車場は利用できます。見学会で入館された方の料金は 2時間まで無料となります。 

 

(85) 見学会の際は音響設備などの設備を見ることは可能ですか。 

 1～5日の見学会のうち，4，5日は指定管理者がコンサートなどオープニング事業を予定

しているため，見ていただけない時間帯もありますのでご了承願います。 

 

 

（教養講座・老人大学等関係） 

(86) 教養講座の募集は，いつから行うのでしょうか。 

 教養講座の募集は，4月からスタートします。プラザにおいてパンフレットやチラシ等で

ご案内する予定です。 

 



(87) 老人大学の実施について，ふらっと Daimonは 2期制と聞いたが，亀田老人大学や

湯川校，青柳校はどうなりますか。 

 亀田交流プラザで実施する亀田老人大学は 2年制です。また，湯川校，青柳校は 1年制で

す。 

 

(88) 亀田老人大学は，夏休みや冬休みはあるのでしょうか。 

 夏休みや冬休みは設ける予定です。 

 

(89) サークル活動は立ち上げることはできますか。 

 サークル活動は，参加される方が自主的に立ち上げているものと認識しております。 

 


