
公益財団法人南信州・飯田産業センター産業振興と人材育成の拠点管理規則 

 

令和４年規則第１号 

令和４年３月24日制定 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、南信州広域連合産業振興と人材育成の拠点（南信州広域連合産業振興と人材育成の

拠点条例（平成30年９月４日南信州広域連合条例第３号。以下「条例」という。）第２条の規定に基づ

き設置された施設をいう。以下「拠点」という。）の管理に必要な事項のうち、南信州広域連合産業振

興と人材育成の拠点の管理運営に関する基本協定書（以下「基本協定書」という。）及び年度ごとに締

結する南信州広域連合産業振興と人材育成の拠点の管理運営に関する年度協定書（以下「年度協定書」

という。）における協定事項を踏まえ、条例及び公益財産法人南信州・飯田産業センター定款に規定す

るほか、必要な事項を定める。 

 

（本規則を適用する施設及びその種別） 

第２条 この規則の規定を適用する拠点を構成する施設は、基本協定書第３条に規定する施設のうち、次

の各号に掲げるものを除くものとする。 

(1) 公益財団法人南信州・飯田産業センター事務所（総合受付を含む。） 

(2) 飯田工業技術試験研究所 

(3) デジタルものづくり工房ファブスタ 

(4) 展示室 

(5) 飯田市工業課事務所 

(6) 信州大学南信州・飯田サテライトキャンパス 

(7) 長野県工業技術総合センター精密・電子・航空技術部門航空機産業支援サテライト事務所 

(8) 貸店舗 

２ 前項の施設は、次の各号に掲げる種別について、当該各号に定める施設で構成するものとする。 

(1) 貸会議室 ホール、B201会議室、B202会議室、B203会議室、B204会議室、B302会議室、B303会議室、

B304会議室、経営相談室、企業懇話室、調理室及びE201会議室並びに駐車場（拠点の施設を利用する

者が自動車の駐車の用に供する場合を除く。） 

(2) コワーキングスペース コワーキングルームＡ、コワーキングルームＢ、ソロワークルーム、セミ

ナールーム及びミーティングルーム 

(3) インキュベーション施設 インキュベート室１ないし７及び食品系インキュベート室１ないし３ 

(4) その他の施設 エントランス、廊下、階段、エレベーター、トイレ、喫煙所その他の建物共用部分

並びに駐車場（拠点の施設を利用する者が自動車の駐車の用に供する場合に限る。）、構内通路その他

の敷地内の共用施設 

 

（設備及び備品） 

第３条 第２条第２項第１号から第３号までに定める施設の利用者に対して、次の各号に掲げる設備及

び備品の貸出しを行う。 

(1) マイク（音響設備を含む。） 



(2) プロジェクター（映像設備を含む。） 

(3) スクリーン（映像設備を含む。） 

(4) 200ボルト電源（ホールを利用する場合に限る。） 

(5) その他理事長が定める設備及び備品 

 

（管理要員） 

第４条 第２条第１項各号及び同条第２項各号の施設並びに前条第２項の設備及び備品を管理するため、

基本協定書第４条の規定に基づき、次に掲げる要員を置く。 

(1) 施設の維持管理担当者 ６人（事務局業務係員及び宿日直担当者をもって充てる。） 

(2) 受付事務担当者 ３人（事務局業務係員をもって充てる。） 

(3) 防火管理者 １人（事務局次長をもって充てる。） 

 

（開館時間） 

第５条 施設の開館時間は、午前８時30分から午後10時までとする。 

 

（サービス利用時間） 

第６条 拠点内の施設の利用に係るサービスの提供時間は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当

該各号に定めるところによる。 

(1) 貸会議室 午前９時から午後10時まで 

(2) コワーキングスペース 午前９時から午後９時まで 

(3) インキュベーション施設 理事長が別に定める時間 

２ 前項第１号及び第２号の規定にかかわらず、理事長が定める条件及び時間の範囲で、利用時間を延長

することができるものとする。 

 

（休館日） 

第７条 施設の休館日は、12月29日から翌年の１月３日までの日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、毎月第１水曜日を、施設の保守管理のための臨時の休館日とする。 

３ 第１項及び前項に掲げるほか、理事長は、必要があると認められるときは、臨時に休館日を変更し、

又は臨時に休館日を定めることができる。 

 

（利用許可申請） 

第８条 条例第７条の許可を受けようとする者は、第２条第２項各号の種別ごとに理事長が定める方法

により申請をしなければならない。 

 

（貸会議室の利用許可申請期間） 

第９条 貸会議室に係る前条の規定による申請ができる期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 南信州広域連合を組織する市町村の区域に事業所を置く法人若しくは住所を置く個人又は当該人

が代表である団体 利用日の300日前にあたる日の午前０時から利用日の前平日の正午まで 

(2) 前号に掲げる者以外の者 利用日の240日前にあたる日の午前０時から利用日の前平日の正午ま



で 

２ 前項の規定にかかわらず、ホールに係る前条の規定による申請ができる期間は、利用日の300日前に

あたる日の午前０時から利用日の前平日の正午までとする。 

 

（コワーキングスペースの利用許可申請期間） 

第10条 コワーキングスペースの施設に係る第８条の規定による申請ができる期間は、次の各号の区分

に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、各日の午後５時15分から翌日の午前８時30分まで並

びに土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)

及び第６条第１項の休館日を除く。 

(1) 前条第１項第１号に掲げる者又は理事長が定める者によるコワーキングルームＡのテレワークブ

ース又はセミナールーム若しくはミーティングルームの利用 利用日の２月前にあたる日の午前８

時30分から利用の直前まで 

(2) 前号に掲げる者以外の者による前号の施設の利用 利用日の１月前にあたる日の午前８時30分か

ら利用の直前まで 

(3) 第１号以外の施設の利用 利用の直前 

 

（その他の施設の利用許可申請期間） 

第11条 第２条第２項第３号の施設に係る第８条の規定による申請ができる期間は、理事長が定めると

ころによる。 

 

（特別な目的の利用許可申請期間の例外） 

第12条 利用目的が拠点の設置目的を達成するために特に重要であると認められる場合又は公益上特に

必要な事業の用に供する場合は、第９条から前条までの規定にかかわらず、理事長が必要と認める期間

において申請を受理し、及び許可することができる。 

 

（利用許可条件） 

第13条 第８条の規定による申請における利用の内容が条例第８条各号又は次の各号のいずれかに該当

すると認める場合は、利用を許可することができない。 

(1) 次のいずれかの者が利用する場合 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴対法」

という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力

的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を

行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。） 

エ 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元

暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力

し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若し

くは運営に協力している企業をいう。） 

オ 総会屋等（総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあ



り、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。） 

カ 社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求

めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。） 

キ 特殊知能暴力集団等（暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がり

を有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。） 

ク 準暴力団又は準暴力団構成員（平成25年３月７日付け警察庁通達「準暴力団に関する実態解明及

び取締りの強化について」に規定される、いわゆる「半グレ」と呼ばれる集団又は個人をいう。） 

(2) 特定の宗教の布教、教化、宣伝等を目的とする積極的行為又は宗教上の行為、祝典、儀式若しくは

行事を含むおよそ宗教的信仰の表現である一切の行為を行う場合 

(3) 動物を持ち込む場合（身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬を使用する場合を除く。） 

(4) 専ら第三者に利用させる目的で、委託その他の契約に基づき自ら許可を受けようとする場合 

(5) 前各号に掲げるほか、条例第８条第６号に該当するおそれがあるとして理事長が特に定める場合 

２ 既に利用を許可した申請に係る利用の内容が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合は、

当該許可を取り消さなければならない。 

 

（利用許可に関するその他の事項） 

第14条 第８条から前条までに規定するほか、利用許可に関して必要な事項は、理事長が定める。 

 

（利用料金の納付方法） 

第15条 第２条第２項各号に規定する施設並びに第３条各号に規定する設備及び備品の利用料金の納付

方法は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。 

(1) 貸会議室 窓口における現金納付又は口座振込 

(2) コワーキングスペース 窓口における現金納付 

(3) インキュベーション施設 窓口における現金納付又は口座振込 

 

（利用料金の納付時期） 

第16条 利用料金を納付すべき時期は、施設の種別ごとに理事長が定める。 

 

（利用料金の額） 

第17条 第２条第２項第１号から第３号までに掲げる施設の利用料金は、次の各号に掲げる施設の種別

に応じて、当該各号に定めるところによる。 

(1) 貸会議室 別表第１の１に定める利用料金の額に別表第１の２に定める追加料金の額を加えた額

とする。 

(2) コワーキングスペース 別表第２に定めるところによる。 

(3) インキュベーション施設 別表第３に定めるところによる。 

 

（設備及び備品の貸出しに係る利用料金の額） 

第18条 第３条各号の設備及び備品の貸出しに係る利用料金は、理事長が別に定める。 

２ 前項の規定にかかわらず、ホール及び経営相談室の利用と併せて貸し出す設備及び備品のうち、次の

各号に掲げるものの利用料は、当該各号に掲げる数量について施設の利用料金に含まれるものとする。 



(1) マイク ２本 

(2) プロジェクター １台 

(3) スクリーン １枚 

 

（利用料金の公表及び掲示） 

第19条 第17条から前条までに規定する事項を定め、又は変更したときは、直ちにこれをインターネット

の利用その他の方法により公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所として理事長が

定める場所に掲示しなければならない。 

 

（利用料金の減免） 

第20条 条例第12条に規定する利用料金を減免する必要があると認めた場合は、次の各号に掲げる場合

とし、当該各号に定める額（ただし、別表第１の２に係る額を除く。）を減免する。 

(1) 長野県又は国立大学法人信州大学が、理事長が定める方法による事前の協議に基づき、拠点にお

ける産業振興又は産業人材育成の機能を高めるものと認められる事業の用途に供する場合 利用料

金の全額（ただし、第６条第１項に規定する時間以外の利用料金については５割） 

(2) 南信州広域連合を組織する市町村が、理事長が定める方法による事前の協議に基づき、拠点にお

ける産業振興又は産業人材育成の機能を高めるものと認められる事業の用途に供する場合 利用料

金の８割（ただし、第６条第１項に規定する時間以外の利用料金については５割） 

(3) 前各号に掲げるほか、前各号に係る者が、その事業の用途に供する場合 利用料金の５割 

(4) 南信州地域において産業振興又は産業人材育成の事業を行う団体として理事長が指定する者が、

参加対象を特定の者に制限しない当該事業の用途に供する場合 利用料金の５割 

(5) 前各号に掲げるほか、理事長が定める方法による事前の協議に基づき当法人が共催又は後援をす

るものであって、拠点における産業振興又は産業人材育成の機能を高めるものと認められる事業の

用途に供する場合 利用料金の２割 

(6) 前各号に掲げるほか、第２条第２項第２号から第３号までの施設について、利用者の定着を図る

ために必要な措置として理事長が定める場合 利用料金の範囲で理事長が定める額 

(7) 貸会議室に係る条例第７条第１項に規定する利用許可申請又は同条第４項に規定する利用の中止

の申出を、理事長が定める電子情報処理組織を使用した方法により行った場合 申請手数料の全額 

 

（利用料金の減免申請） 

第21条 条例第12条に規定する申請に関して必要な事項は、第２条第２項各号の施設の種別ごとに、理事

長が定める。 

 

（利用料金に関するその他の事項） 

第22条 第17条から前条までに規定するほか、利用料金に関して必要な事項は、理事長が定める。 

 

（サービス利用の条件） 

第23条 第２条第２項第１号から第３号までに規定する施設について、条例第７条第１項の規定により

利用を許可した場合は、同条第２項の規定に基づき、次の各号に掲げる条件を付すこととする。 

(1) 官公庁における許認可、登録、免許、届出その他の手続きが必要な行為をする場合は、あらかじめ



利用者の責任において当該手続きを完了すること。 

(2) 施設を利用する権利を第三者に転貸し、又は譲渡しないこと。 

(3) 施設の利用を開始するときは、施設の種別ごとに理事長が定める手続きを行うこと。 

(4) 利用に際して、利用する施設の管理の全部又は一部を第三者に委託する場合は、利用日の前平日

までに理事長が定める事項を理事長が定める方法により通知するとともに、管理要員が社員証、名刺

その他本人確認書類の提示を請求した場合はこれに従うこと。 

(5) 第３号及び第12号に掲げる手続きその他の利用施設の管理行為の全部又は一部を、外部から派遣

された者に行わせる場合は、管理要員から社員証、名刺その他本人確認書類の提示を請求された場合

はこれに従うこと。 

(6) 施設内の什器の移動は、利用する施設間のみで行い、当該移動時を除き廊下等の共用部分に出さ

ないこと。 

(7) 非常時の避難経路に物品を置き、又はこれを塞ぐ行為をしないこと。 

(8) エントランス及び各棟各階に配置されている案内用ホワイトボードは、それぞれの箇所において1

団体につき1台を超えて使用しないこと。 

(9) 他の施設の利用に影響を及ぼし、又は利用後に残留するおそれのある臭気を発生させる行為をし

ないこと。 

(10) 利用に際して生じたごみ等は利用者の責任において処分すること。 

(11) 施設に備え付けられた机、椅子その他の設備又は備品を利用した場合は、施設の利用を終了した

ときまでに自己の負担により利用前の状態に回復すること。 

(12) 施設の利用を終了するときは、施設の種別ごとに理事長が定める手続きを行うこと。 

２  前項各号に掲げるほか、条例第８条各号に規定する行為を予防するために必要があると認める場合

は、その必要があると認める範囲で条件を付すことができる。 

 

（申出を要する申請事項の変更） 

第24条 条例第７条第４項に規定する利用許可の申請に係る事項で指定管理者が定めるものは、施設の

種別ごとに理事長が定める。 

２ 第13条第２項の規定は、前項の規定に基づき理事長が定める事項について変更があったことにより

その事実が生じた場合に準用する。 

 

（申請事項の変更の申出の方法） 

第25条 条例第７条第４項に規定する申請事項の変更に伴う指定管理者が定める申出の方法は、施設の

種別ごとに理事長が定める。 

 

（利用の中止の申出の方法） 

第26条 条例第７条第４項に規定する利用の中止に伴う指定管理者が定める申出の方法は、施設の種別

ごとに理事長が定める。 

 

（利用料金の還付） 

第27条 既に納付があった利用料金は、これを還付しない。 

 



（還付の方法） 

第28条 条例第13条第１項に規定する利用料金の還付の方法は、施設の種別ごとに理事長が定める。 

 

（利用者の責めによらない場合の例外） 

第29条 条例第13条第１項第１号の利用者の責めによらない理由により施設を利用できない場合は、次

の各号に定める場合とする。 

(1) 条例第４条の規定に基づき臨時に開館時間を変更し、又は臨時に休館日を定めたことにより、利

用時間が開館時間外又は休館日に属することとなった場合その他当法人の都合又は責任により施設

を利用できない場合 

(2) 拠点において自然災害、事故、事件又は人及び人に感染のおそれがある動物の感染症若しくは感

染の疑い（以下「災害等」という。）が生じたことにより施設を利用することができない場合 

(3) 他の利用者が第23条の規定に違反したことに起因する事象により当初の利用目的を達成すること

ができなくなった場合 

(4) 施設を利用する者が条例第15条の規定に違反したことに起因する事象により当初の利用目的を達

成することができなくなった場合 

(5) その他理事長が定める場合 

２ 前項の場合において還付する利用料金の額は、利用料金の全額とする。 

 

（相当の理由がある場合の例外） 

第30条 条例第13条第１項第２号の指定管理者が定める日、指定管理者が相当の理由があると認める場

合及び還付する利用料金の額は、施設の種別ごとに理事長が定める。 

 

（利用の中止の申出があった場合の例外） 

第31条 条例第13条第１項第３号の指定管理者が特に必要があると認める場合は、第26条に規定する利

用の中止の申出があった場合とする。 

２ 前項の場合において還付する利用料金の額は、施設の種別ごとに理事長が定める額のキャンセル料

を差し引いた額とする。 

 

（還付の申請） 

第32条 条例第13条第２項に規定する申請の方法は、施設の種別ごとに理事長が定める。 

 

（還付費用の負担） 

第33条 条例第13条に規定する利用料金の還付に係る費用は、還付を受ける者の負担とする。ただし、理

事長が必要と認める場合は当法人の負担とする。 

 

（原状回復の代行及び費用請求） 

第34条 利用者が第23条第１項第10号又は第11号に規定する条件を履行しなかったときは、当法人がこ

れを代行し、その費用をその利用者に請求する。 

２ 前項の場合において、条例第13条に規定する還付に係る当法人の債務がある場合は、これを相殺する

ことができる。 



 

（飲食、喫煙又は火気の使用ができる場所） 

第35条 条例第15条第４号に規定する所定の場所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 飲食 施設の種別ごとに理事長が定める。 

(2) 喫煙 Ｂ棟４階の喫煙所とする。 

(3) 火気（直接裸火を持つ物、摂氏320度以上の高温となる部分を持つ物又は電気火花が外部に出る電

気製品をいう。）の使用 施設の種別ごとに理事長が定める。 

 

（その他の遵守事項） 

第36条 条例第15条第７号の指定管理者が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 

(1) 条例第14条第２項に規定する事象が生じたときは、直ちに管理要員へ報告すること。 

(2) 災害等が生じたときは、管理要員の指示に従って行動すること。 

 

（危機事案への対処等） 

第37条 拠点において災害等が生じたときその他の拠点の管理に係る危機事案が生じたときの対処及び

連絡体制の構築について必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

（委任） 

第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

（改廃） 

第39条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、施行の日よりも前に利用許可を受けた申請に係る利用については、なお従

前の例による。 

 

別表第１の１（第17条関係） 

番

号 

施設、利用日及び利用形

態の区分 
基本料金の額 割引する額 

１ ホー

ル 

月曜日から金曜日

まで（ただし、休

日（国民の祝日に

関する法律（昭和

23年法律第178号）

第３条に定められ

た日をいう。本表

において同じ。）

１時間あたり12,000円 １日における連続した利用時間が

次の(1)から(3)までのいずれかに

該当する場合において、それぞれ

に掲げる額 

(1) ４時間以上８時間未満 

6,000円 

(2) ８時間以上12時間未満 

12,000円 



を除く。）の利用 (3) 12時間以上 24,000円 

土曜日、日曜日及

び休日の利用 

１時間あたり14,000円 １日における連続した利用時間が

次の(1)から(3)までのいずれかに

該当する場合において、それぞれ

に掲げる額 

(1) ４時間以上８時間未満 

7,000円 

(2) ８時間以上12時間未満 

14,000円 

(3) 12時間以上 28,000円 

２ Ｂ２０１会議室 １時間あたり2,000円 １日における連続した利用時間が

次の(1)から(3)までのいずれかに

該当する場合において、それぞれ

に掲げる額 

(1) ４時間以上８時間未満 

1,000円 

(2) ８時間以上12時間未満 

2,000円 

(3) 12時間以上 4,000円 

３ Ｂ２０２会議室 ２の基本料金の額 ２の割引する額 

４ Ｂ２０３会議室 ２の基本料金の額 ２の割引する額 

５ Ｂ２０４会議室 ２の基本料金の額 ２の割引する額 

６ Ｂ３０２会議室 １時間あたり1,000円 １日における連続した利用時間が

次の(1)から(3)までのいずれかに

該当する場合において、それぞれ

に掲げる額 

(1) ４時間以上８時間未満 500

円 

(2) ８時間以上12時間未満 

1,000円 

(3) 12時間以上 2,000円 

７ Ｂ３０３会議室 ２の基本料金の額 ２の割引する額 

８ Ｂ３０４会議室 ２の基本料金の額 ２の割引する額 

９ 経営相談室 １時間あたり4,000円 １日における連続した利用時間が

次の(1)から(3)までのいずれかに

該当する場合において、それぞれ

に掲げる額 

(1) ４時間以上８時間未満 

2,000円 

(2) ８時間以上12時間未満 



4,000円 

(3) 12時間以上 8,000円 

10 企業懇話室 ２の基本料金の額 ２の割引する額 

11 調理

室 

貸切利用 １時間あたり3,000円 １日における連続した利用時間が

次の(1)から(3)までのいずれかに

該当する場合において、それぞれ

に掲げる額 

(1) ４時間以上８時間未満 

1,500円 

(2) ８時間以上12時間未満 

3,000円 

(3) 12時間以上 4,500円 

一部の調理台のみ

の利用 

１時間あたり500円 なし 

12 Ｅ２０１会議室 ２の基本料金の額 ２の割引する額 

13 駐車

場 

第１駐

車場 

貸切利用 １時間あたり18,000円 なし 

全体の３

分の２以

下の利用 

次の(1)又は(2)の場合に応じ

て、それぞれ定める額 

(1) 全体の３分の１以下 １時

間あたり6,000円 

(2) 全体の３分の１を超え３分

の２以下 １時間あたり

12,000円 

なし 

第２駐

車場 

貸切利用 １時間あたり4,000円 なし 

全体の半

分以下の

利用 

１時間あたり2,000円 なし 

第３駐車場 １時間あたり1,000円 なし 

大型車専用駐車場 １時間あたり1,000円 なし 

駐輪場 １時間あたり2,000円 なし 

備考 

１ 利用料金の額は、施設及び利用の区分に応じて、基本料金の額から割引する額を減じた額とする。 

２ 電灯、冷暖房、電源（ただし、200ボルト電源を使用する場合及び電力を著しく消費する場合を除く。）、

椅子、机、室内のホワイトボード（設置されている施設に限る。）及び調理室における水道の利用並び

に第２条第２項第５号に規定する建物共用部分（会場案内用のホワイトボード（各棟各階において１台

に限る。）を含む。）及び駐車場、構内通路その他の敷地内の共用施設の利用に係る料金は、利用料金の

額に含む。 

 

別表第１の２（第17条関係） 

番 料金の種別 納付を要する場合 料金の額 



号 

１ 時間外加算料金 第５条第１項に規定する時間以外の時

間に利用する場合 

同一の利用に係る申請につき１時間あ

たり2,000円 

２ 申請手数料 第８条の規定による申請をする場合

（電子情報処理組織を使用して行うこ

とができる場合に限る。） 

同一の利用に係る申請につき１件あた

り1,000円 

備考 

１ 追加料金の額は、それぞれの料金の種別について、納付を要する場合への該否に応じて算出した料金

の額の合計とする。 

 

別表第２（第17条関係） 

番

号 
施設、利用者及び利用形態の区分 料金の額 

１ コワーキングルームＡの貸切利用 １時間あたり2,000円 

２ コワーキングルームＢの貸切利用 １時間あたり1,000円 

３ ソロワークルームの貸切利用 １時間あたり1,000円 

４ セミナールームの貸切利用 １時間あたり1,000円 

５ ミーティングルームの貸切利用 １時間あたり500円 

６ コワーキングルームＡ、コワー

キングルームＢ及びソロワー

クルームの利用（１から３まで

に掲げる場合を除く。） 

学

生 

テレワークブースの利

用 

１人１時間あたり100円 

テレワークブース以外

の利用 

無料 

一

般 

時間単位の利用 １人１時間あたり100円 

月単位の利用 １人歴月ごと5,000円 

備考 

１ 学生は、学校教育法第１条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特

別支援学校、大学若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各

種学校その他国公立の学校の修業年限が１年以上である課程に在籍する者とする。 

２ 一般は、１以外の者とする。 

３ 電灯、冷暖房、電源（電力を著しく消費する場合を除く。）、椅子、机、室内のホワイトボード及び黒

板（設置されている施設に限る。）並びに第２条第２項第５号に規定する建物共用部分（貸切利用する

場合は会場案内用のホワイトボード（１台に限る。）を含む。）及び駐車場、構内通路その他の敷地内の

共用施設の利用に係る料金は、利用料金の額に含む。 

 

別表第３（第17条関係） 

番

号 
施設の区分 基本料金の額 共益費の額 

１ 一般インキュベート室１ 暦月ごと36,000円 暦月ごと25,000円 

２ 一般インキュベート室２ 暦月ごと28,000円 暦月ごと25,000円 



３ 一般インキュベート室３ 暦月ごと18,500円 暦月ごと25,000円 

４ 一般インキュベート室４ 暦月ごと18,500円 暦月ごと25,000円 

５ 一般インキュベート室５ 暦月ごと17,500円 暦月ごと25,000円 

６ 一般インキュベート室６ 暦月ごと17,500円 暦月ごと25,000円 

７ 一般インキュベート室７ 暦月ごと18,000円 暦月ごと25,000円 

８ 食品系インキュベート室１ 暦月ごと26,500円 暦月ごと25,000円 

９ 食品系インキュベート室２ 暦月ごと35,500円 暦月ごと25,000円 

10 食品系インキュベート室３ 暦月ごと41,000円 暦月ごと25,000円 

備考 

１ 利用料金の額は、施設及び利用の区分に応じて、基本料金の額に共益費の額を加えた額とする。 

２ 冷暖房の利用並びに第２条第２項第５号に規定する建物共用部分及び駐車場（５台分までに限る。）、

構内通路その他の敷地内の共用施設の利用に係る料金は、共益費の額に含む。 

 


