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２．施設利用のご案内～文化施設編～ 

１．施設利用のご案内～町田市民ホール編～ 

ここからは「町田市民ホール」の施設予約について説明します。 

1-1.利用できる方 

どなたでもご利用いただけます。  

ただし、管理者の許可なく物品等の販売・予約・あっせん・広告・宣伝その他これ 

らに類する行為はできません。その他、他の利用者や来館者に迷惑をかけると判断さ

れる場合はご利用いただけません。また、音の出る活動は自粛していただく場合があ

ります。 

1-2.システムで予約できる施設 

会議室のみとなります。 

それ以外の、ホール・練習室・ギャラリーについては施設の空き照会のみ可能です。 

室場名 予約 空き照会 

ホール × ○ 

練習室 × ○ 

会議室 ○ ○ 

ギャラリー × ○ 

1-3.会議室以外の施設の予約について

 会議室以外の、ホール・練習室・ギャラリーの予約はシステムではお申込みいた

だけません。詳しくは町田市民ホール（042-728-4300）または和光大学ポプリホー

ル鶴川（042-737-0252）までお問い合わせください。 

【ホール】 

【ギャラリー】 

団体の場合は団体の所在地が市内、個人の場合は住所が市内の方

について、利用日の属する月の 12 か月前（市外の方は 11 か月前）

の月の第 1 水曜日の午前 10 時より、「ホール」「ギャラリー」の

利用申込み受付順を決める抽選会を町田市民ホールにて行います。 

※抽選日が休館日にあたるときは翌週の水曜日となります。  

※ホール又はギャラリーご利用に附随して、会議室・練習室を利用

される方は、ホール・ギャラリーのお申込みと同時にご予約いただ

けます。 

【練習室】 

利用日の属する月の 6 か月前の月の第 1 水曜日の午前 10 時より、

「練習室」の利用申込み受付順を決める抽選会を町田市民ホールに

て行います。 

※抽選日が休館日にあたるときは翌週の水曜日となります。 

※抽選後の申込受付は、窓口（町田市民ホール1階事務室または和光大学ポプリホー  

ル鶴川1階総合案内）にて行います。  
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施設 

分類 
室場名 

定員 

(人) 

午前 
9：00～ 12：00 

午後 
13： 00～ 16： 30 

夜間 
17：30～ 22：00 

全日 
9： 00～ 22：00

ホール 
ホール（平日） 

862 14,000 24,000 38,000 67,000 

ホール（土・日・

休日） 
18,000 32,000 42,000 84,000 

ギャラ

リー 

第 1 ギャラリー 
- 全日のみ 5,000 

第 2 ギャラリー 
- 全日のみ 8,000 

練習室 練習室 - 2,000 2,000 2,000 6,000 

※定員をお守りください。 

※ホールおよびギャラリーをご利用の際に入場料その他これに類する料金を徴収す

る場合は、別途町田市民ホール条例に定められた額が加算されることがあります。 

詳しくはお問い合わせください。町田市民ホール（042-728-4300） 

２．会議室ご利用までの流れ～町田市民ホール編～ 

町田市民ホールの会議室は利用月の6か月前から申込みができます。 

また、会議室のご利用は午前(9：00～12：30)・午後(13：00～17：00)・夜間(17：

30～22：00)の区分ごとの申込みです。 

会議室の予約は、システムで仮予約をすることができます。  

仮予約とは、システムで予約申込みをし、利用料金をお支払いいただくまでの状

態をいいます。 

仮予約後、10日以内に窓口(町田市民ホール1階事務室または和光大学ポプリホー

ル鶴川1階総合案内)にて利用料金をお支払いください。お支払いの際に利用承認書

をお渡しし予約確定となります。  

システムからできる手続きは、抽選申込(P.12参照)・仮予約(備品含む)です。 

その他の手続きについては、次のとおりです。  

手続き内容 仮予約の取り消し  利用料金の支払い  
予約（利用料金支払

後）の取り消し  

手続き方法 電話または窓口 窓口 窓口 

【お問い合わせ】町田市民ホール(042-728-4300) 

和光大学ポプリホール鶴川(042-737-0252) 
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2-1.会議室の仮予約から利用日当日までの流れ 

利用者登録（＝ゲスト登録）：町田市民ホールの会議室を利用する場合は事前に登

録が必要です・・・・2-2参照  

※既に集会・学習施設で団体登録をされている方や和光大学ポプリホール鶴川でゲスト

登録をされている方は改めてこの登録をする必要はありません。  

利用者登録（ゲスト登録）

利用者端末またはインターネット等からご利用いただけます。

施設の利用

予約確定

空き状況の確認

抽選申込

抽選

抽選結果確認

空き施設の仮予約

町田市民ホールもしくは和光大学ポプリ
ホール鶴川にて利用料金支払い

抽選当選後または仮予約後10日以内に

落選

ま
ち
だ
施
設
案
内
予
約
シ
ス
テ
ム

当選

（＝仮予約）

利用日が抽選後 利用日が抽選前
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2-2.利用者登録（ゲスト登録）について 

町田市民ホールの会議室を申込む方で、システムを初めて利用される方は、まず

利用者登録（＝ゲスト登録）をしてください。一度登録されますと、次回からは、こ

のＩＤとパスワードでご利用いただけるようになります。  

 ※同じＩＤとパスワードで和光大学ポプリホール鶴川もご利用頂けます。  

  ◆ゲスト登録とは？ 

集会・学習施設やスポーツ施設の団体登録とは違い、町田市民ホールおよび和光

大学ポプリホール鶴川をお使いになる方のみが必要な登録です。  

◆ご注意ください！ 

・｢集会・学習施設｣ですでに団体登録されている方はゲスト登録の必要はなく、

登録済みの利用者ＩＤとパスワードでご利用いただけます。  

・ゲスト登録で登録したＩＤとパスワードで、町田市民ホールおよび和光大学ポ

プリホール鶴川以外の施設の申込みをすることはできません。  

・最終利用から２年間経過した場合、ゲスト登録のＩＤとパスワードは無効にな

ります。 

（登録方法） 

① システムトップページの、「まちだ施設案内予約システム」より「メニュー

画面へ」を選択し、「利用者情報の設定・変更」→「ゲスト登録・変更」→

「ゲスト登録」を選びます。

② ゲスト登録１の画面では、

★団体で登録する場合は、「姓」に団体名、｢名｣に代表者名を入力し、住所

は活動団体のある住所、又は代表者の住所をご入力ください。

※かな・漢字ともに「姓」は全角30文字、「名」は全角8文字まで入力でき

ます。

★個人で登録する場合は、個人名で「姓」「名」をご入力ください。

 ●団体で利用される方の登録例
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③  団体名（または姓名）・住所・電話番号等必要事項を登録した後に、ゲスト

登録３の画面で任意の利用者ＩＤとパスワードを入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご注意ください！） 

設定された利用者ＩＤとパスワードは、ご登録者本人しかわからないシステム

になっております。ご登録時は必ずメモ等でお控えいただきますようお願いい

たします。 
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2-3.抽選の申込み 

◆抽選の申込期間について 

町田市民ホールの会議室は利用月の6か月前から申込みができます。 

利用月の6か月前の1日午前8時30分～8日午後10時までが抽選申込期間です。 

(例)10月の申込開始日＝4月1日から 

◆申込制限について 

※ 会議室を申込まれる際に、申込コマ数と回数について次のように申込制限があ

ります。利用月の1か月間で申込コマ数15コマまで、かつ申込回数5回までとな

ります。 

【申込コマ数】 

申込コマ数とは、会議室ごと・利用区分ごとに1コマと数えます。 

【申込回数】 

申込回数とは、同じ会議室で連続した利用ごとに数えます。  

たとえば、 

(例１)＊月○日 第1会議室の午前・午後と○日 第2会議室の午前、△日 第1 

会議室の午前と夜間を申込みたい場合 

→太枠で囲まれている部分を1回と数えますので申込回数は4回にな

ります。コマ数は●の数で、この場合は5コマと数えますので制限

内で申込可能です。 

＊月○日 
午前

9:00～12：30

午後 
13:00～17：00

夜間 
17:30～22：00

第１会議室 ● ● 

第２会議室 ● 

＊月△日 
午後

13:00～17：00

夜間

17:30～22：00

第１会議室 ● ●

午前

9:00～12：30
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（例２）＊月 1 日～3 日の第 1・2 会議室の午前・午後を申込みたい場合 

→申込コマ数は 12 コマで制限内ですが、申込回数が 6 回となり回数

の制限を越えてしまうため申込不可となります。  

＊月１日 
午前 

9:00～12：30

午後 
13:00～17：00

夜間 
17:30～22：00

第１会議室 ● ● 

第２会議室 ● ● 

＊月２日 
午前 

9:00～12：30

午後 
13:00～17：00

夜間 
17:30～22：00

第１会議室 ● ● 

第２会議室 ● ● 

＊月３日 
午前 

9:00～12：30

午後 
13:00～17：00

夜間 
17:30～22：00

第１会議室 ● ● 

第２会議室 ● ● 

2-4.抽選結果の確認 

◆抽 選 

利用月の6か月前の8日午後10時以降システム内で自動抽選を行います。 

◆抽選結果の確認 

利用月の6か月前の9日午前8時30分からシステムで抽選結果を確認できます。ログ

インしメッセージ（通知）をご確認ください。当選した利用日は仮予約となりま

すので、9日～18日までに利用料金をお支払いください。 

備品の仮予約については「2-6.備品について」をご参照ください。  

2-5.抽選終了後の空き施設の申込み 

空き施設については、利用月の6か月前の開始月の9日午前8時30分～ご利用日の2

日前まで、仮予約が出来ますので、期日までに利用料金をお支払いください。 

※初めて利用される方ははじめにゲスト登録（P.10、2-2参照）を行い、登録し

た利用者ＩＤとパスワードでログインしてから仮予約を行ってください。  

◆申込制限について 

使用する月ごとに15コマかつ5回まで申込みできます。 

申込制限以上の利用を希望される場合は、施設に余裕があれば予約することも可

能です。町田市民ホール1階事務室または和光大学ポプリホール鶴川1階総合案内

にご相談ください。 

【お問い合わせ】町田市民ホール(042-728-4300)  

和光大学ポプリホール鶴川(042-737-0252) 
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2-6.備品について 

施設の仮予約と一緒に備品の仮予約もシステムでできます（ただし、抽選申込み

時には仮予約できません。当選後利用料金支払い前までにシステムから備品の仮予

約を行ってください）。 

仮予約した備品の利用料金は、会議室の利用料金と一緒にお支払いください。  

・抽選申込での備品予約＝仮予約できません。 

・当選後から支払い日まで＝仮予約可能です。 

・抽選以降仮予約から支払い日まで＝仮予約可能です。 

・会議室の利用料金支払い後は、システムから備品の仮予約はできません。直接、  

  町田市民ホール1階事務室または和光大学ポプリホール鶴川1階総合案内でお申 

込みください。貸出備品は、各施設によって異なりますので各施設の予約画面で  

ご確認ください。 

2-7.利用料金のお支払い 

システムでの仮予約後、仮予約日を含め10日以内（休館日も含む）に町田市民ホー

ル1階事務室または和光大学ポプリホール鶴川1階総合案内にて利用料金をお支払

いください。抽選の結果当選した方のお支払いは毎月9日から18日までです。 

お支払いいただくと予約確定となり、利用承認書をお渡しいたします。 

なお、仮予約後10日以内に利用料金のお支払いがない場合、仮予約は自動的に取消 

となりますのでご注意ください。 

※ご利用日まで10日以内の場合は、ご利用日前日の17時までにお支払いください。 

※利用料金の支払期日が年末年始にあたる場合は、町田市民ホールでは12月28日～

1月4日、和光大学ポプリホール鶴川では12月29日～1月3日が休館となりますので

ご注意ください。 

※ご利用日の前日から仮予約はできません。利用を希望される方は、町田市民ホー

ルへお問い合わせください。 

【利用料金および定員】 

施設 

分類 

室場名 定員 

(人) 

午前 
9： 00～ 12： 30 

午後 
13： 00～ 17： 00

夜間 
17：30～ 22：00

全日 
9： 00～ 22： 00

会議室 第 1 会議室 30 3,500 4,000 4,500 11,000 

第 2 会議室 30 3,500 4,000 4,500 11,000 

第 3 会議室 36 3,500 4,000 4,500 11,000 

第 4 会議室 90 7,000 8,000 9,000 22,000 

第 5 会議室 12 1,500 2,000 2,500 5,500 
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2-8.申込みの取り消し・変更 

仮予約、又は予約確定後(利用料金お支払い後)にキャンセルする場合は、「取消申

請」をしてください。 

【取消申請の方法】 

●仮予約の場合

町田市民ホール(042-728-4300)または和光大学ポプリホール鶴川

(042-737-0252)までご連絡ください。窓口へお越しいただく必要はありません。  

●予約確定後（利用料金お支払い後）の場合

町田市民ホールまたは和光大学ポプリホール鶴川にご連絡のうえ、窓口にて取消

申請の手続きを行ってください。 

取消・変更の手続きの際は、利用承認書をご持参ください。利用日の 30日前まで

に取消申請の手続きをいただくと、利用料金の一部を還付します。また、利用日、

利用区分等を変更する場合は、利用日の30日前までに限り、1回変更することがで

きます。 

期 日 還付割合 

利用日の 30 日前まで 50％ 

利用日の 30 日未満 還付なし 

2-9.利用当日の手続き 

会議室ご利用当日は、利用承認書を正面入口の警備員にご提示ください。 

利用時間には、準備・片付けの時間も含まれますのでご注意ください。  
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３．ご利用に当たってのルール～町田市民ホール編～

3-1.ご利用のルール 

ご利用の際は、次のことを守ってください。 

【共通ルール】 

・ 施設はどなたでもご利用いただけます。ただし、管理者の許可なく物品等の販売・予

約・あっせん・広告・宣伝その他これらに類する行為はできません。その他、他の利

用者や来館者に迷惑をかけると判断される場合はご利用いただけません。また、施設

によって音の出る活動は自粛していただく場合があります。  

・ 施設の利用に当たっては、条例・規則・その他施設利用規定等を守って、施設係員の

指示に従ってください。  

・ 承認された利用目的以外での使用はできません。また、利用承認された施設以外の施

設を利用しないでください。 

・ 利用時間には準備・片付けの時間を含みます。 

・ 施設や附帯設備を破損・紛失したときは、弁償していただくこともあります。なお、

事故等が発生したときは、速やかに施設係員に連絡してください。 

・ 各施設毎に指定された場所以外での飲食・喫煙は、かたくお断りいたします。   

・ 施設内で起きた所持品の盗難、破損等の責任は一切負いません。   

・ ゴミはお持ち帰りください。  

・ 施設の防火管理者の許可なく、火気使用設備器具等は使用できません。  

・ 災害等が発生した場合は、市が最優先に施設を利用することがあります。   

・ 当ホールには、来館されるお客様用の駐車場はありません。車でお越しの方は近隣の

一般有料駐車場をご利用ください。※障がい者・思いやり用2台あり 

・ 定員を超えてのご利用はできません。  

・ ホール、会議室、練習室では、午前及び午後又は午後及び夜間を継続して利用する場

合の利用料は、各利用区分に係る利用料の合算額となります。  

【ホールを利用の方】 

・主催者は催物全体を統括する会場責任者を必ず決めてください。利用時間中は会

場に常駐し、町田市民ホール事務所と連絡がとれるようにしてください。また、

ホール利用時には会場整理員を配置し、秩序保持に努めてください。   

・ホール利用当日に必ず「ホール利用人員配置計画表」を提出してください。   

・ホール利用の際は、利用日の 1 ヶ月前までには事前の舞台打ち合わせ（予約制）

をしてください。 

・施設利用料は全額を前納していただきます。ただし、利用する舞台・音響・照明

器具利用料や楽屋利用料など附属設備利用料は利用当日にお支払いください。   

・ホール利用の場合、舞台で裸火・スモークマシーン・煙草・クラッカーを利用す

る時は、事前に禁止行為解除申請をする必要があります。 

 ＜届出先：町田消防署（042-722-0119）＞ 

・法令等の規定で使用禁止となっているものの他に当ホール管理運営上支障をきた

すような利用等は、お断りいたしますのでご承知ください。  
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【ギャラリーを利用の方】 

・展示をする場合は、消防設備（非常口・火災報知機・排煙口解放器等）をふさが

ないようにしてください。  

・額縁等を展示するための展示用ハンガーがあります。なお、パネル・壁面に直接

展示する場合は、新しいピン（錆などがないもの）や、粘着力の弱いテープ（糊

が残らないもの）を使用してください。  

・スロープ前の壁面に展示する場合は、第１・第２ギャラリーで半分ずつご利用く

ださい。 

詳しくは町田市民ホールのホームページ（ http://www.m-shimin-hall.jp/）を

ご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。  

町田市民ホール（042-728-4300）  

http://www.m-shimin-hall.jp/



