
三重県立鈴鹿青少年センター利用約款 

 

（適用範囲） 

第１条 三重県立鈴鹿青少年センター（以下「当施設」という。）が利用者へ行う利用許可につい

ては、この約款及び別に定める三重県立鈴鹿青少年センターの利用許可等に関する基準（以

下「許可基準」という。）の定めるところによるものとし、この約款及び許可基準に定めの

ない事項については、法令及び県条例又は一般に確立された慣習によるものとします。 

２ 当施設が法令及び県条例又は慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にか

かわらず、その特約が優先するものとします。 

 

第２条 当施設の利用を希望する場合は、原則当施設と打ち合わせを実施のうえ、特別の場合を除

いて利用開始日の 15 日前までに下記の書類を提出していただきます。 

ただし、延べ宿泊者数（※1）が 100 名を超える場合は、下記（１）は 30 日前、下記（２）

から（４）は 15 日前までに提出していただきます。 

（１）利用許可申請書【利用の目的・利用日及び利用人数】 

（２）活動計画書  

（３）宿泊名簿（宿泊の場合） 

【氏名・年齢・住所・職業。なお、外国人にあっては旅券番号、国籍、入国地及び入国年月

日】 

（４）その他当施設が必要と認める事項 

※1：延べ宿泊人数とは、宿泊期間中の総宿泊者数（例：50名が 3泊した場合は 150名）

を言います。 

 

（利用許可） 

第３条 当施設の利用は、当施設が前条の利用許可申請を許可したときに限ります。 

２ 前項の規定により許可を受けたときは、当施設が定める利用料金を申込金として指定日ま

でにお支払いいただきます。 

  ３ 前項の規定にかかわらず、当施設は利用許可後の申込金の支払いを要しないとする特約に応

じることがあります。 

  ４ 利用許可に当たり、当施設から第２項に定められた申込金の支払いを求めなかった場合及び

当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、第３項の特約に応じたものとして取り扱いま

す。 

 

（当センターの利用許可の拒否及び利用許可の解除権） 

第４条 当施設は、次に掲げる場合において、利用の拒否及び利用の不許可若しくは利用許可の取

り消しを行う場合があります。 

    ただし、下記（５）については、管理事務所長が認める場合は許可することがあります。 

（１）利用の拒否 

   当施設は、次に掲げる場合において、施設利用を許可しないものとします。 

１）利用しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他

反社会的勢力（以下「暴力団等反社会的勢力」という。）である場合 

２）利用しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である

場合 

３）利用しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの 

４）利用しようとする者が他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合 

５）利用しようとする者が当施設若しくはその従業員に対し、暴力的要求を行い、又は合理的

範囲を超える負担を要求した場合 

６）当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき 

（２）法令の規定、公の秩序及び善良な風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又

は同行為をしたと認められるとき 

（３）当施設の施設、設備及び備品等を破損する恐れがあるとき 

（４）利用目的が、当施設の設置目的に反すると認められるとき 



（５）1名で宿泊又は利用するとき 

（６）利用にあたって、活動計画がないとき 

（７）小学生、中学生、高校生及びこれらに準じる者で構成された団体で、成人の引率者に率いら

れていないとき 

（８）管理者が定める期日までに指定された書類を提出しないとき 

（９）利用しようとする者が、他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をする恐れがあるとき 

（10）利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき 

（11）利用に関し暴力的要求が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき 

（12）天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用させることができないとき 

（13）利用施設に余裕がないとき 

（14）三重県立鈴鹿青少年センター条例第 13 条第 2 項の一から五に該当するとき 

（15）旅館業法施行条例（昭和 61 年 3 月 31 日三重県条例第 2 号）第 8 条に該当するとき 

 

（利用者の利用許可の解除権） 

第５条 利用者は、既に受けた許可を取消す場合又は一部を変更する場合は、書面で当施設へ申し

出ることで取消し及び変更をすることができます。 

２ 当施設は、利用者がその責めに帰すべき事由により利用許可の全部又は一部を取消、又は

一部変更をした場合の利用料について、利用前に前納している場合は別表１及び２の基準に

より利用者に返還いたします。ただし、第３条第３項の特約に応じた場合にあっては、利用

者が利用許可の取消又は一部取消し並びに一部変更をしたときの違約金支払い義務につい

て、当施設が利用者へ通知したときに限ります。 

３ 第３条第２項に定める申込金が未納の場合で、上記取消しが発生した場合は、前項に定め

る違約金支払い義務の告知を受取った日から原則として 30 日を納入期限として返還しない分

に相当する額を請求いたします。 

 

（利用料金） 

第６条 利用者が支払うべき料金等は、別表３に掲げるところによります。 

２ 当施設が、利用者に宿泊室及び研修室を提供し、使用が可能になったのち、利用者が任意

に使用しなかった場合においても、利用料金は申し受けます。 

３ 宿泊利用団体の日帰り利用者が宿泊室を利用する場合は、日帰り利用料金を適用します。

当該団体の宿泊者数の合計が、利用する宿泊室の定員の合計の 6 割以上になる場合は、日帰

り利用料金は適用しないものとします。 

４ 利用料金は、原則利用終了までに支払うものとし、やむを得ない理由により利用終了まで

に支払うことができない場合は、当施設長へ後納申請を行い、許可した場合に限り可能とな

ります。なお、後納の納期限は、原則利用終了日から起算して 30 日以内とします。 

 

（宿泊者名簿の提出） 

第７条 利用者で宿泊を伴う場合は、旅館業法第６条第２項及び旅館業法等施行細則第 13 条第１項

の二に基づき下記の内容が記載された宿泊者名簿を提出していただきます。 

（１）宿泊者の氏名、年令、住所及び職業 

（２）外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 

（３）その他当施設が必要と認める事項 

 

（利用ルールの遵守） 

第８条 利用者は、施設利用に関して、当施設が定めた利用ルール及び当施設職員の指示に従って

いただきます。 

 

（利用者の手荷物又は携帯品の取扱い） 

第９条 利用者は、当施設へ持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品については、各自で管理を行っ

ていただきます。 



２ 利用者が退所した後、物品又は現金並びに貴重品が発見された場合、その所有者が判明し

たときは当該所有者に連絡を行います。なお、所有者が判明しない場合は、1 ヶ月は保管しま

すが、1 ヶ月経過後は当施設で処分いたします。 

 

（駐車の責任） 

第 10 条 利用者が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、

車両の管理責任まで負うものではありません。 

 

（利用者の責任） 

第 11 条 利用者の故意又は過失によって当施設が損害を被ったときは、当該利用者は当施設に対

し、その損害を賠償していただきます。 



別表１　取消の場合の割合（第５条第２項関係）

0% 0%
0% 0%
80% 60%
100% 80%

（注）

別表２　一部変更の場合の割合（第５条第２項関係）

0% 0%

提出された利用許可申請書又は未提出の場合は申請書提出期限を基準日とし、宿泊
予定日前日までの一部変更人数の累計が指定の割合を超えた場合、減少累計人数に
下記の割合を乗じた額を控除して還付します。なお、利用料金が前納されていない
場合は、還付しない額に相当する額を請求いたします。

100名
以上

100名
未満

不泊
前日16時30分以降から当日
9日前の16時30分以降から前日16時30分まで
29日前の16時30分以降から9日前の16時30分まで

延べ宿泊者数
取消日

１　上記の割合は宿泊利用料金、施設利用料金に対する還付割合です。
２　利用料金が前納されていない場合は、返還しない額に相当する額を請
求いたします。

100名
未満

100名
以上

前日16時30分以降

基準日から前日16時30分までに30%以上（人数に端
数が出た場合は切り上げ）が出た場合

一部変更時期及び割合

延べ宿泊者数

－－－ 80%
 

 

 

 

 

 

 



表３ 利用料金表（第６条関係） 

 

宿泊利用料金 施設利用料金
研修室名

時間

総合研修館空調利用料

※オフ料金：

※

※リネン料には寝具貸出料を含んでいます。

料金区分 通常料金 オフ料金
総合研修館 大研修室

第1～7研修室
文化室・創作室

OR室県
内

居
住

者

4歳以上の保育園児・幼稚園児
小学生・中学生・これに準じるもの

360円
その他 1,540円 1,030円

高校生・これに準じるもの 920円 620円
前後超過
30分当たり

920円 550円

510円 310円
1時間当た

りの金額
1,850円 1,110円

高校生・これに準じるもの 1,850円 1,240円
※ 学校行事（保育園～高・特別支援学校）で宿泊を伴う

場合は場合は無料

その他 3,080円 2,060円

730円

県

外
居

住
者

4歳以上の保育園児・幼稚園児

小学生・中学生・これに準じるもの
1,030円 620円

※ 宿泊研修の場合は半額。ただし、日帰り利用者数によ

り適用外あり

1日目 300円 2日目以降 90円/日 創作内容
所要
時間

総合研修館の空調（冷暖房） 1時間

対象学年
可能人数

（1クラスあたり）

3,000円

リネン料 創作活動の料金

費用
クラス数

11月1日～12月17日、1月7日～2月末日の各期の日曜日～
木曜日（ただし、祝前日を除く）

宿泊利用団体が日帰り利用する場合は、9時～13時、13時～17時、17
時～22時の区分毎に一人150円（オフ料金100円）

160円

210円

小学5年生～
30名程度

420円

320円

320円

630円

小学生～ 2クラスまで

320円
6クラスまで

210円

コース区分 朝食 昼食 夕食
6クラスまで

フォトフレーム 1.5H 小学5年生～
30名程度

伊
勢

型
紙

しおり　1セット3枚 1.5H 小学5年生～
30名程度

食事
6クラスまで

ミニ色紙 1.5H 小学5年生～
30名程度

スタンダード 420円 600円 720円
色紙 2.0H 小学5年生～

30名程度
320円

ボリューム 520円 720円 930円
6クラスまで

うちわ 2.0H

デラックス 670円 930円 1,230円
6クラスまで

染

め

ハンカチ 2.0H 小学5年生～
30名程度

器具等の利用料金
2クラスまで

トートバッグ 2.0H 小学5年生～
30名程度

器具設備名

ピアノ 1台 5,000円
2クラスまで

しおり

（3枚）

染めのみ 1.0H

単位 利用料金
2クラスまで

T-シャツ 2.5H 小学5年生～
30名程度

七宝焼電気炉 1式 3,000円
彫り有 2.5H 中学生～ 30名程度 320円

うちわ
染めのみ 1.0H 小学生～ 2クラスまで 320円

電子オルガン 1台 2,000円
彫り有 2.0H 中学生～ 30名程度 420円

そ

の
他

焼杉 2.0H 小学5年生～
30名程度

320円

210円

110円

ビジュアルプレゼンター 1台 1,000円
3クラスまで

勾玉 2.0H 小学5年生～
30名程度

1台

テレビ・ビデオ/DVDセット 1台 1,000円
3クラスまで

外

部

講

師
パンねんど

工芸

お野菜コース
2.0H

小学校低学年ま

で※要補助

プラバン 1.5H
幼児～

※要補助

30名程度

12名程度

1,000円
※外部講師対応の活動以外にも、3クラスを超える場合は、超えた分につき講師
料（１クラス5,000円）が必要になります。

ワイヤレスアンプ（マイク付） 1台 1,000円 ※HONDA社会活動推進事業（環境ワゴン及びダンボールクラフト）については、
直接HONDA社会活動推進センター（059-370-1500）へお問い合わせください。

ラジカセ 1台 1,000円

トランシーバー 1対 1,000円
2クラスまで

320円
調理器具（ラウンジ内） 1式 1,000円

お菓子コース 1クラスまで

※外部講師対応の創作活動の場合は、講師1名あたり5,000円の謝金が必要とな

ります。
プロジェクター

料金

100円
コピー代及びFAX代 1枚 10円

野外炊飯道具

1式 500円
野外炊飯用薪

オリエンテーリング用具 1式 1,000円 その他料金

パソコン 1台 1,000円 単位

1束 270円
○貸出用具
　鉄板、両手鍋、菜ばし、ざる、

まな板、包丁、しゃもじ等

キャンプファイヤーセット

【ファイヤー薪・灯油・竹トーチ（9本）】
※薪のみの販売もあります。（3,300円）

1式 4,000円

キャンドルサービス用具 1式 100円
かがり火台セット

【かがり火台・薪4束・竹トーチ（5本）・灯油】
1式 1,500円

各種スポーツ用具 各100円
ゴミ袋代（45リットル・処分費込） 1枚 270円

天体望遠鏡 1台


