
みんなの森 ぎふメディアコスモス 施設使用の手引き（概要） 

 
(１) 有料貸出施設の概要 

                                          ※入場料その他これに類する対価を徴収する場合の使用料は、2倍となります。 

 
(２) 使用許可の申請について 
●申請期間 

・みんなのホール及びみんなのギャラリー 

⇒１年前（使用開始日の１年前の日の属する月の初日から使用開始日の７日前まで） 

・各種スタジオ（かんがえるスタジオ、おどるスタジオ、あつまるスタジオ、つながるスタジオ） 

⇒３月前（使用開始日の３月前の日の属する月の初日から使用開始日の前日まで） 

●申請方法及び使用の許可について 

・申請は、使用許可申請書を窓口へ提出（郵送、メール及びＦＡＸでの申請は不可） 

・使用の許可は、申し込み順（先着順）に行う。（使用許可書と共に、使用料の納付書を手渡す。） 

 

(３) 事前予約制度について 
  使用許可申請期間の 1ヶ月前に、次のとおり事前予約を受け付けます。 

  ●事前予約申込み期間 

   ・学校等及び市民活動登録団体  使用許可申請受付開始月の前月に約 10日間受付 

   ・一般（上記以外）                 〃 

     ※ただし、いずれも一般は学校及び市民活動登録団体の予約期間終了後に行います。 

  ●事前予約の手続き 

   ・仮使用申請書を窓口へ提出 

    ⇒学校及び市民活動登録団体は第 3希望まで、それ以外の一般の方は第 2希望まで 

記載可能です。 

   ・抽選後、内定通知  ⇒内定通知が届きましたら、速やかに使用許可手続きを行ってください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(４) 市民活動団体登録制度 
 ●市民活動登録団体が受けられる支援 

  ・みんなの森 ぎふメディアコスモス館内有料貸出施設使用料の減額措置（原則半額） 

  ・1階館内モニターでの活動紹介（団体が作成した活動映像などを紹介） 

  ・市民活動交流センターホームページで紹介 

 ●市民活動団体登録できる主な要件 

①会則、規約または定款の主たる目的および活動が特定非営利活動促進法（別表）に掲げる活動 

のいずれかに該当する。 

②市内で活動または活動予定。 ③５人以上の会員で構成。 ④入退会に不当な制限がない。など 

 ●市民活動団体登録に必要な書類 

①岐阜市市民活動団体登録申請書（提出先または市ホームページで入手） 

②団体資料（団体規約、役員名簿、収支報告書、活動報告書など） 

 ●申請書類の提出・問い合わせ（登録申請は随時受付）  

岐阜市市民活動交流センター（☎058-264-0011※午前９時～午後９時） 
 

 

記号 施設名称 面積 定員 使用時間 使用区分・料金(単位:円) 備考 

ア 
かんがえるスタジオ 
（スタジオ A-1,A-2） 

各 75.9㎡ 各 50人 9:00～21:00 
１部屋使用   550／１時間 
２部屋一体使用  880／１時間 

２部屋を一体で使用することが可能 
（定員 100人） 

イ 
おどるスタジオ 
（スタジオ B） 

83.2㎡ 50人 9:00～21:00 550／１時間 片面鏡張り 

ウ 
あつまるスタジオ 
（スタジオ C） 

47.6㎡ 25人 9:00～21:00 350／１時間 
  

エ 
つながるスタジオ 
（スタジオ D） 

35.0㎡ 15人 9:00～21:00 270／１時間 
  

オ 
みんなのホール 
（多目的ホール） 

333.9㎡ 

230人 【午前】9:00～12:00 （平 日） 13,800 （土日祝） 15,040 
シューボックス形式、固定席 
舞台サイズ（間口 16ｍ×奥行 4.55ｍ） 
時間延長の使用は可能 
（平 日） 2,600／１時間 
（土日祝） 3,340／１時間 
ただし、8:00～9:00及び 21:00～22:00 
の使用に限る 

230人 【午後】13:00～16:00 （平 日） 16,720 （土日祝） 17,970 

230人 【夜間】17:00～21:00 （平 日） 20,270 （土日祝） 23,700 

230人 【終日】9:00～21:00 （平 日） 48,460 （土日祝） 54,550 

カ 
みんなのギャラリー 
（展示室 A、B） 

各 159.9㎡ ― 9:00～21:00 
１区画使用   13,990／１日 
２区画一体使用  22,380／１日 

拡大スペース：147.5㎡ 10,290／１日 
※１週間単位の貸出となります 

H30.11.1 11.10 11.16 11.25 12.1 H31.11.23 

【申込受付場所】 

※１…H27.7/17まで 

（平日 8：45～17：30） 

⇒市役所本庁舎８階 

ぎふﾒﾃﾞｨｱｺｽﾓｽ開設準備課 

（TEL：058-214-4584） 

 

H27.7/18から 

（開館日の 9：00～21：00） 

⇒ぎふメディアコスモス１階 

  受付カウンター 

（TEL：058-265-4101） 
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各施設位置図 

 みんなの森 ぎふメディアコスモス１階） 

（貸出施設の事前予約／使用許可申請時期のイメージ） 

学校等及び市民活動 
登録団体の事前予約期間 

一般の 
事前予約期間 

先着順 

＜使用日＞ 

● 

希望日時が重複した場合は抽選 

1～10 日 16～25 日 

12 ヶ月前又は 3 ヶ月前の 

（別表） 

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動    二 社会教育の推進を図る活動 

三 まちづくりの推進を図る活動       四 観光の振興を図る活動 

五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

七 環境の保全を図る活動          八 災害救援活動 

九 地域安全活動              十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

十一 国際協力の活動            十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

十三 子どもの健全育成を図る活動      十四 情報化社会の発展を図る活動 

十五 科学技術の振興を図る活動       十六 経済活動の活性化を図る活動 

十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

十八 消費者の保護を図る活動 

十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

＜事前予約期間＞ ＜使用許可申請期間＞ 

13 ヶ月前又は 4 ヶ月前の 

○学校等 

学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）の規定により設置さ
れた幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び
高等専門学校並びに児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）
の規定により設置された児童福祉施設の幼児、児童、生徒及
び学生並びにこれらの引率者のことです。 

 

○市民活動登録団体 

市民活動（社会的課題を解決するために展開される、営利を
目的としない市民の自発的な社会貢献活動で、多文化共生及
び国際交流を推進するための活動を含む）を行う団体のうち
市長が認める団体のことです。 

 

○一般 

上記以外の個人、団体のことです。 

1 日～使用日の 7 日前又は前日まで 

【申込受付場所】 

※１…H27.7/17まで 

（平日 8：45～17：30） 

⇒市役所本庁舎８階 

ぎふﾒﾃﾞｨｱｺｽﾓｽ開設準備課 

（TEL：058-214-4584） 

H27.7/18から 

（開館日の 9：00～21：00） 

⇒ぎふメディアコスモス１階 

  受付カウンター 

【申込受付場所】 

※１…H27.7/17まで 

（平日 8：45～17：30） 

⇒市役所本庁舎８階 

ぎふﾒﾃﾞｨｱｺｽﾓｽ開設準備課 

（TEL：058-214-4584） 

H27.7/18から 

（開館日の 9：00～21：00） 

⇒ぎふメディアコスモス１階 

  受付カウンター 

【申込受付場所】 

※１…H27.7/17まで 

（平日 8：45～17：30） 

⇒市役所本庁舎８階 

ぎふﾒﾃﾞｨｱｺｽﾓｽ開設準備課 

（TEL：058-214-4584） 

H27.7/18から 

（開館日の 9：00～21：00） 

⇒ぎふメディアコスモス１階 

  受付カウンター 

12.1 
【例示】H31.12.1に使用するホールを場合 

別添３ 


