
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用時間  10時から21時（12月29日から1月3日を除く） 

お問合せ 1階コンシェルジュカウンター（TEL：0197-72-8320） 

  

北上市保健・子育て支援複合施設  

貸館 利用案内 
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●使用予約  

・1階コンシェルジュカウンター（TEL:0197-72-8320）で受付けます。 

・受付時間は10時～21時です。使用希望日の６か月前から予約できます。 

（例  8月1日に使用⇒2月1日から予約可、8月31日に使用⇒2月28日から予約可） 

 

●使用申請  

・1階コンシェルジュカウンターにて、施設使用申請書を記入のうえ、提出してください。  

・使用申請の際には、使用料金（４ページの「使用料金表」参照のこと）のお支払いも必要

となります。お支払いは現金のみです。  

・使用申請後、その場で施設使用許可書を発行します。  

・連続で施設、設備を使用できる期間は、原則6日間までです。6日間を超える利用を希

望する場合は、ご相談ください。 

・施設使用にあたって、事前準備及び撤収に要する時間も含めて申請してください。  

 

●施設使用許可  

・使用料金のお支払いがない場合、施設使用許可はできません。  

・原則として、使用許可後の施設使用となります。無許可のまま使用はできません。 

・許可された施設の使用権を第三者に譲渡、転貸することはできません。  

 

●施設使用許可後の使用内容の変更・中止  

・施設使用許可後に使用内容の変更をする場合は、1階コンシェルジュカウンターにて、

変更の手続きを行ってください。 

・施設使用変更により、使用料金の不足が生じる場合、不足分のお支払いがなければ使

用変更は許可できません。  

・使用を中止する場合は、速やかに申し出てください。  

・使用の中止による返金割合は以下の表のとおりです。  

条件  返金割合  

当施設が管理上必要であると認めた場合又は公益上やむを得ない必要が生じた場合  100％  

使用前日までに中止を申し出て、相当の理由があると認められる場合  50％  

上記以外  0％ 

 

●使用の制限・取消  

・「北上市市民交流プラザ条例」及び「北上市市民交流プラザ規則」に違反した場合、使

用許可の条件に違反した場合、虚偽その他不正の手段により使用許可を受けた場合、

当施設が管理上必要であると認めた場合、または公益上やむを得ない必要が生じた場

合は、使用の制限や使用許可の取消をすることがあります。  

  

使用予約・申請  
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●事前見学  

・見学希望の当日に施設が空いている場合に限り、無料で15分以内の見学ができます。 

・15分を超えて見学をする場合は、使用料金がかかります。 

・見学を希望する場合は、1階コンシェルジュカウンターにて、事前に空き状況の確認を

行ってください。 

 

●打合せ 

・施設使用許可後、当施設職員と打合せが必要な場合は、あらかじめご連絡ください。 

 

●関係機関への届出  

・関係機関への届出が事前に必要な場合があります。届出は使用者が行ってください。  

【届出が必要な事例】 

 

●施設内での案内掲示  

・案内掲示が必要な場合は、あらかじめご相談ください。  

・案内表示用の紙等は、使用者でご用意ください。  

 

●搬入・搬出  

・車両を使用した物品の搬入、搬出が伴う場合は、予めご相談ください。 

 

  

項目  届出先  TEL 

集会についての届出が必要な

場合  

北上警察署  0197-61-0110 

音楽著作物の使用  日本音楽著作権協会仙台

支部  

022-264-2266 

使用前の注意点  
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●使用当日  

・使用当日は、1階コンシェルジュカウンターへ、使用前と使用後の2度の立ち寄りをお願

いします。 

・使用時間には、会場の準備や撤収等すべての時間が含まれます。時間配分を適切に行

ってください。 

・予約時間内での入退室となります。予約時間前の入室はできませんので、ご注意くだ

さい。 

 

＜使用中＞ 

●貴重品の管理  

・施設内での盗難及び紛失については、当施設では一切責任を負いません。  

・外出等で使用施設を不在にする際は、貴重品を置いたままにしないでください。  

・施設内に設置されているコインロッカーをご利用ください。  

 

 

●職員の立ち入り 

・使用の実態調査等管理上の都合により、施設使用中に職員が立ち入る場合もありま

すので、ご了承ください。 

 

●非常時の対応  

・施設内の案内板に非常口を表示してありますので、使用前に必ず避難経路等を確認し

てください。 

・非常時には緊急放送が流れます。落ち着いて行動してください。  

 

＜使用後＞ 

●ゴミの処理  

・使用者が全てお持ち帰りください。 

 

●使用後の原状回復  

・使用した机、椅子、その他備品類は、使用者ご自身で元の状態に戻してください。 

・破損及び汚損箇所については、使用者の責任で原状回復していただきます。 

 

●使用後の設備確認  

・使用後は、使用者立ち会いのもと、コンシェルジュが設備確認を行います。 

 

  

使用当日・使用後の注意点  
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●使用料金表  

※１時間単位の場合、10～11時、11～12時、12～13時、・・・という時間枠での使用許

可となります。 

（例 .15時30分から17時30まで使用したい⇒15時から18時までの使用許可・料金）  

※市外の方が使用した場合は2倍の料金となります。 

※物品の販売等、商行為を行う場合は5倍の料金となります。 

 

●使用料金減免対象  

  

区分  1時間  1日（10～21時まで） 

もぐもぐキッチン・もぐもぐテーブル 1,500円  14,400円  

ふれあいホール １ 740円  7,100円  

２ 800円  7,700円  

３ 1,930円  18,500円  

全室  2,940円  28,200円  

まなびルーム １ 570円  5,500円  

2 270円  2,600円  

プロジェクター 100円  1,000円  

スクリーン 100円  1,000円  

団体等  減免割合  

●北上市が主催する事業  100％ 

●市内の保育所・幼稚園・小学校・中学校（教育活動・保育活動）  

●市内のスポーツ少年団・ボーイスカウト・ガールスカウト・子ども会・そ

の他の少年団体（団体活動） 

●市内に居住する障がい者及び障がい者で構成する団体  

●北上市が共催する事業  50％ 

●市内の高等学校及び専門学校等（教育活動） 

●市内の農業団体及び商工団体（産業振興を目的とした活動） 

●北上市芸術文化協会・北上市芸術文化協会の加盟団体（芸術文化

の発表・展示） 

●北上市教育委員会が認める社会教育関係団体（社会教育活動） 

●その他、市長が別に定める市内の団体（公共又は公益を目的とした

活動） 

使用料金  
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●もぐもぐキッチン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●もぐもぐテーブル 

 

 

  

収容人数  30名程度  

面積  108㎡（縦12ｍ、横9ｍ） 

設備  ●流し台  ７台（講師用１台、他６台）  

・IHクッキングヒーター（Panasonic/ＣＨ－ＴＲＳ６ＹＳ） 

・オーブンレンジ（Panasonic/NE-DK92S） 

●冷蔵庫（Panasonic/SRR-K981CSB） １台  

その他  ●面積は概算値です。 

収容人数  25名程度  

面積  64㎡（縦12ｍ、横5ｍ） 

設備  ●テーブル３脚  

その他  ●面積は概算値です。 

・料理教室等で使用可能なガ

ラス張りのレンタルキッチンで

す。 

・隣接のもぐもぐテーブルとセ

ットでのレンタルとなります。 

施設・設備紹介（もぐもぐキッチン・もぐもぐテーブル） 

・小上がりのイートインスペース

です。 

・隣接のもぐもぐキッチンとセ

ットでのレンタルとなります。 

・予約が入っていないときは、

どなたでも利用できます。  
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●もぐもぐキッチン貸出物品  

 

 

  

調理器具 食器類

数量 数量 数量

まな板 14 おたま 7 ご飯茶碗 40

包丁 14 おたま（穴あき） 7 みそ汁茶碗 40

子ども用包丁 10 レードル 7

菜箸 14

計量カップ（小） 7 木製へら 7 大皿（平たい皿） 40

計量カップ（大） 7 フライ返し 7 大皿（少し深い皿） 40

シリコンゴムベラ 7 サラダ皿 40

トング 7 パン皿 40

すりきり 7 泡立て器 7 小皿（平たい皿） 40

デジタルスケール 7 紺市松梅小付 40

ストップウオッチ 7 キッチンバサミ 7 ガラスサラダボウル 40

ピーラー 7 どんぶり 40

内径18cm 7 缶切り 7 ランチプレート 40

内径21cm 7 おろし金 7 染付桜散し小皿 20

内径24cm 7 めん棒 7

内径27cm 7 マッシャー 7

内径33cm 7 すり鉢 3 グラタン皿 20

内径18cm 7 すりこぎ 3

内径20cm 7 うらごし器 3 湯のみ茶碗 50

内径22.5cm 7 寒天の型 7 コーヒーカップ 30

内径25cm 7 ゼリー型 18

内径33cm 7 プリン型 50 スプーン（小） 40

角バット（小） 7 型抜き 4 スプーン（大） 40

角バット（大） 7 スプーン（スープ用） 30

炊飯器 3 フォーク（小） 30

両手鍋 14 ブレンダーセット 3 フォーク（大） 30

片手鍋 14 電器ポット 3 箸 50

深型フライパン 7

フライパン 7 洗い桶 2 皿 20

角型蒸し器 7 三角コーナー 7 スプーン 20

やかん 3 スポンジラック 7 フォーク 20

圧力鍋 3

てんぷら鍋 1 トレー 14

厚底実用鍋 1 ごみ袋スタンド 2

調理室スリッパ 60

子どもスリッパ 30

水回り用品

鍋・フライパン等

おたま・菜箸等

調理小物

その他

ボ

ウ

ル

スプーン・フォーク・箸

子ども用食器

食器

コップ類

40

20

包丁・まな板等

はかり類

ボウル・ざる等

電化製品

スープ茶碗

（コンソメボール）

ザ

ル

品名 品名 品名

計量スプーン

（２本組）
7

焼き物皿

（長方形　黒）
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●もぐもぐキッチン使用上の注意点  

＜使用前＞ 

・下記の消耗品等は各自ご準備ください。  

 

 

 

・消耗品等を事前に持ち込む場合は、持ち込み日から使用申請を行ってください。  

 

＜使用中＞ 

・室内は備付の専用スリッパ（普通サイズ60足、小30足）をご利用ください。 

・調理中は換気扇をご利用ください。  

・飲酒はご遠慮ください。 

・調理中の事故、調理した食品による食中毒等について、当施設ではその責任を一切負

いません。 

 

＜使用後＞ 

・ごみはお持ち帰りください。 

・流し台のふたはしないでください。（カビ防止のため）  

・排水溝の水切りネット（常備）を交換してください。  

・調理に使用した油は流し台に流さないでください。廃食用油処理剤等で処理してくだ

さい。 

・使用した食器、調理器具はきれいに洗浄し、数量を確認して所定の位置に戻してくだ

さい。 

・使用した場所はきれいに掃除してください。床は、備付の清掃用具を使用してください。  

・退室時に忘れ物がないかどうかの確認をしてください。  

・食器、調理器具等を破損した場合は、1階コンシェルジュカウンターにご連絡ください。

破損の状況によっては、弁償していただくことがあります。  

  

消耗品等の例  

●食材  ●調味料  ●ごみ袋  ●食品用ラップフィルム ●クッキングシート ●ふきん 

●台ふきん ●廃食用油処理剤  
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●ふれあいホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 全室  

収容人数  20名程度  30名程度  50名程度  100名程度  

面積  67㎡ 

（縦6.5ｍ、横10ｍ） 

88㎡ 

（縦9ｍ、横10ｍ） 

155㎡ 

（縦15ｍ、横 10ｍ） 

310㎡ 

（縦16ｍ、横 19ｍ） 

設備  ●展示パネル15 ●展示パネル15 ●展示パネル30 

●スポットライト16 ●スポットライト16 ●スポットライト32 ●スポットライト64 

●テーブル30脚  ●椅子115脚  

●ピクチャーレールフック60（壁面用） 

●ピクチャーレールフック120（展示パネル用） 

●ピクチャーレールワイヤー120（壁面、展示パネル兼用） 

●画びょう800（展示パネル用） 

●脚立３（天板高さ1.68ｍ） 

●延長コード３（ドラムタイプ10ｍ） 

●マイク５ 

その他  ●面積は概算値です。 

●テーブル以下の設備については、全室利用時の数量です。部屋を区切っ

て使用する際は、事前に必要数量をお知らせください。  

●マイクは全室利用時のみ使用可能です。  

●スポットライトは、手動で角度を変えることができます。角度を変える際

は、可動パーテーション、展示パネルを配置後に行ってください。 

●スポットライトの角度を変えた場合は、使用後に元の角度に戻してくださ

い。角度を変えたままだと、可動パーテーション、展示パネル、移動の際にス

ポットライトに干渉し破損の恐れがあります。 

●展示パネルの配置、ピクチャーレールフック（展示パネル用）、ピクチャーレ

ールワイヤーの設置、作品の展示は使用者で行ってください。また、フック、

ワイヤーは使用後取り外してください。  

・展示用パネルが備わっており、ピクチャー

レール、画びょうを使って展示ができます。 

・展示パネルは天井のレール上のみ移動が

可能です。 

・多人数を収容するイベント、会議等にも使

用できます。 

・パーテーションにより最大３部屋に区切っ

て使用することができます。 

 写真はふれあいホール２ 
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●まなびルーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）ふれあいホール・まなびルームの収容人数は1人当たり3㎡程度で算定しております。 

 

●プロジェクター（NEC/NP-MC332WJL） 

 

●スクリーン 

・3台貸出可能です。 

・施設内でのみ使用してください。 

・パソコン等の外部機器は使用者により準備してください。 

・プロジェクターには、コンピューターケーブル（ミニD-Sub15ピン）、HDMIケーブルが

添付されています。他に必要な機器がある場合は、使用者により準備してください。  

 

  

 1 2 

収容人数  18名  12名  

面積  45㎡ 

（縦9ｍ、横5ｍ） 

31㎡ 

（縦8ｍ、横4ｍ） 

設備  ●テーブル9 ●椅子18 

●ホワイトボード（壁の一面のみ） 

●テーブル6 ●椅子12 

●ホワイトボード（壁の一面のみ） 

その他  ●面積は概算値です。 

●まなびルーム１は、当面の間貸出しを休止中です。 

・会 議 、研修等に使用できま

す。 

写真はまなびルーム２ 

貸出停止中 
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●駐車場の利用  

・当施設利用者は、ツインモールプラザ内の北上市営本通り駐車場（立体駐車場）の駐

車料金を3時間まで無料にできます。  

・北上市営本通り駐車場以外の近隣駐車場は、無料の対象外です。  

・妊娠中の方、乳幼児を連れている方、高齢の方などが優先的に利用できる、思いやり

駐車区画（95台分）をご用意しております。  

 

アクセス 

〒024-0092 

北上市新穀町一丁目４番１号  

ツインモールプラザ西館１階・２階  


