
高崎市文化会館主催者様用イベントマニュアル 

（ご案内） 

高崎市文化会館は、昭和 59 年の開館以来、さまざまな催しものでご利用いただいて

おりますが、主な利用例を料金の試算も含めご紹介します。料金はあくまで試算であり、

実際の料金とは異なることをご了承ください。また、ここに記していない催しものでの

ご利用や実際の料金（見積）については、ご相談いただければ詳しくご説明させていた

だいております。どうぞお気軽にお問い合わせください。 

みなさまのご利用を心よりお待ちしております。 

 

ホールご利用にあたり 

ホールのご予約受付は 1年前からになります。 

ホール利用時は、管理要員として舞台、音響、照明スタッフ各１名が基本的に担当し

ますが、施設の規模や機材の制約により対応できる催し物が限られます。原則として、

備品・機材の設置・撤去及び操作は主催者または主催者手配の専門業者の方に行ってい

ただいております。 

ただし、簡易なものに関しましては、ホール担当技術者が設置・操作及び撤去をいた

します。講演会、式典、反響板を使用した生演奏等、簡易な舞台・照明・音響の仕込み

及び操作は、十分な準備・片付け時間の確保と、演出内容に対する責任を負わないこと

を条件に、会館技術担当職員で対応できる範囲でお引き受けします。一度、企画段階で

お早めにご相談ください。 

これを超える演出内容や大規模な舞台転換が必要な場合、及び有料公演は、主催者側

で専門業者に依頼してください。ホール対応範囲の作業例は以下のとおりです。すべて

の準備・片付け・搬出作業は、ご利用時間内となりますので、準備時間・催事内容等を

十分ご検討の上タイムスケジュールを立てて下さるようお願い致します。 

 

高崎市文化会館 

群馬県高崎市末広町 23番地 1 

電話 027-325-0681 FAX027-325-0937 

 

ホール 固定席 701席(車椅子 4)  立ち見 55人 

舞台 間口約 14ｍ 奥行約 13ｍ 高さ約 7ｍ（スノコ 16.7ｍ） 

第 1楽屋 10.0㎡（和室６畳）  第 2楽屋 31.5㎡  第 3楽屋 26.0㎡  

第 4楽屋 13.6㎡ 会議室 64㎡（16席） 小会議室 64㎡ 

小ホール 200㎡（定員 100人） 

昭和 59年（1984）7月 1日開館 



ホールスタッフで出来る作業例と料金の目安 

 

１．講演会・式典 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○舞台  緞帳・スクリーン等吊りものや幕類などの舞台装置の操作、看板の吊り

こみ等及び演台等使用備品のセッティング補助。 

 

○照明  基本的な講演明かり（生明かり）、司会・看板・花等の補助明かりと映像

使用時のスポットのセッティングと操作。 

 

○音響  マイクのセッティングと拡声、ＢＧＭの拡声、流し録りの録音、映像機

器等の音声ライン受け。 

 

   ※アトラクション等がある場合は綿密な打合せが必要です。 

※プレゼンテーション用プロジェクター（４，０００ルーメン）は貸し

出し備品がありますが、パソコン及び必要なケーブル類（Ｍａｃ用）

は主催者側でご用意ください。また、操作に必要な人員も確保してく

ださい。 

 

仕込み時間の目安 1時間 

  



利用料金の目安  ７６，３００円 

 

講演会・式典 利用時間区分「午前・午後」（9-17） 午前準備・午後本番の場合 

施設利用料金 31,800 円 平日 入場料無料の場合  

ホール  27,400 円、楽屋２・３  4,400 円  

設備利用料金    44,500 円 舞台＋照明＋音響＋空調 

 舞   台 

2,540 円 

演壇一式、司会台１台、長机４台、椅子４０脚 

照   明 

15,900 円 

調光装置一式、ボーダーライト２列、スポットライト（１ｋｗ）３５

台、スポットライト（５００ｗ）１台、ハロゲンピンスポット１台 

音   響 

13,700 円 

拡声装置一式（ダイナミックマイクロホン１本含む）、ワイヤレス３本、

ＣＤプレイヤー１台、マイクスタンド１本、ＤＬＰプロジェクター１

台、スクリーン１枚、持ち込み電気器具（パソコン）１ｋｗ 

空      調 

12,360 円 

開場～終演まで３時間使用した場合 

ホール  10,440円、楽屋２・３  1,920円 

（注意）リハーサルを行った場合、設備利用料金が利用時間区分ごとに課金されます。 

（注意）空調料金は、最初の１時間までは１時間で、それ以降は３０分単位で算出されます。舞台担当

に申し付けください。 

 

２．吹奏楽・合唱の演奏会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○舞台  音響反射板の設置、緞帳の操作、使用備品の準備、ピアノの設置・移動・

撤去、ひな壇の設営・撤去の指導と補助。 

  

○照明  基本的な演奏会明かりと簡易な演出・効果明かり。司会、ソリスト等の

補助明かり。 

      

 ○音響  三点吊りによる録音装置の設営、流し録りの録音、舞台上マイクの拡声。 

 

      ※ピアノの調律は、主催者の手配で、利用時間内でお願いします。（ス

タインウェイの調律は、スタインウェイの講習等を受けている方に限

ります。） 

            ※特殊なピアノの演奏（プリペアドピアノ、内部奏法など）は、原則お

断りしております。 

      ※ひな壇の設営・撤去は主催者側の方にも行っていただきます。安全確

保の観点からスタッフが補助します。 

      ※センターピンスポットライトを使用の場合は、その操作人員は主催者

側で確保してください。 

       ※録音内容に関する責任は負いかねます、高品質な録音を望まれる場合     

        は専門の録音業者に依頼してください。 

       ※合唱・吹奏楽等での照明演出については、打ち合わせのみでできるこ

とを前提とします。（十分な仕込み時間が必要になります。） 

 

仕込み時間の目安 1時間３０分 

 

利用料金の目安 １９０，９５０円 

 

吹奏楽演奏会 利用時間区分「午前・午後・夜間」（9-22） 午前調律及び準備、午後リハーサル、

夜間本番の場合 

施設利用料金  

70,400 円 

土曜日 入場料５００円の場合 

ホール  60,400 円、楽屋１・２・３  10,000 円 

設備利用料金 120,550円 舞台＋照明＋音響＋空調 

 舞   台 

28,700円 

司会台１台、椅子２０脚、平台１５枚、箱足１２個、開き足６脚、音

響反射板一式、ピアノ（ヤマハ）１台、指揮台１台、指揮者用譜面台

１台、譜面台２０台 



照   明 

31,680 円 

調光装置一式、スポットライト２８台、天井反射板ダウンライト一式 

センターピンスポットライト１台、ハロゲンピンスポットライト１台

（リハーサルと本番で使用） 

音   響 

13,850 円 

拡声装置一式（ダイナミックマイクロホン１本含む）、ワイヤレスマイ

クロホン１本、ステレオコンデンサーマイクロホン１本、吊りマイク

ロホン装置一式、オーディオレコーダー（ＳＤカード等で録音）１台、

持ち込み電気器具(ビデオ撮影業者用電源)１Kw 

※ビデオ撮影業者の収録と会館の録音は本番のみで算出 

空    調 

46,320 円 

ホール１０時間、楽屋１２時間使用した場合 

ホール  34,800円、楽屋１・２・３  11,520円 

（注意） 

・リハーサルを行った場合、設備利用料金が利用時間区分ごとに課金されます。 

・空調料金は、最初の１時間までは１時間で、それ以降は３０分単位で算出されます。舞台担当にお申

し付けください。 

 

３．映画上映会 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○舞台  緞帳、スクリーン、カットマスク等の舞台機構操作、使用備品の準備。 

  

○照明  スクリーン前の基本明かり（生明かり）、主催挨拶、司会者明かり、監

督挨拶等のねらい明かり。 



  

○音響  映写機からの音声ライン受けや BGMの拡声、スクリーン裏のスピーカー

の設営と拡声。司会マイク、ワイヤレスマイクの拡声。 

 

      ※当館では、映写機使用時におけるフィルムの破損・損害に関しては責

任を負いかねますので、映写機の操作は専門の映写技師に依頼して下

さい。 

      ※フィルムの事前預かり等はお受けできませんので、搬入・搬出等も利

用時間内でお願いします（映写室は３階にありエレベーター等はあり

ません）。 

       ※トークショー等がある場合はそれについても打合せが必要になりま

す。 

 

仕込み時間の目安 1時間 

 

利用料金の目安 ９１，１３０円 

 

映画上映会 利用時間区分「午後・夜間」（13-22） 午後準備・夜間１本上映の場合 

施設利用料金 59,180 円 平日 入場料 1,500 円の場合 

ホール 53,800 円、楽屋２・３  5,380 円 

設備利用料金     31,950 円 舞台＋照明＋音響＋空調 

   舞   台 

0 円 

使用備品なし 

照   明 

4,300 円 

調光装置一式、スポットライト４台、ハロゲンピンスポット１台 

音   響 

8,610 円 

拡声装置一式、ＣＤプレイヤー１台、跳返りスピーカー３台、スクリ

ーン１枚、持ち込み電気器具(プロジェクター)１kw 

※映写用プロジェクターは持ち込み 

空      調 

19,040 円 

ホール４時間  13,920円、楽屋２・３で８時間  5,120円 

（注意） 

・設備利用料金は、上映回数によって決まります。たとえば、夜間に２回上映すれば設備利用料金は 

２回分となります。 

・空調料金は、最初の１時間までは１時間で、それ以降は３０分単位で算出されます。舞台担当にお申

し付けください。 

 



４．日本舞踊・邦楽等伝統芸能 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○舞台  緞帳、小迫り等の舞台機構操作、所作台・鳥屋囲い、松羽目等の設営、

ひな壇・屏風等の備品の設営補助。 

         

 ○照明  フットライトを含む基本明かり（生、ブルー明かり）と出演者の補助明

かり。ホリゾントライトの色替え。 

  

    ○音響  舞台上で使用するマイクやカセット、ＣＤ、ＭＤ、オーディオレコーダ

ー音源などの拡声。跳返りスピーカのセッティング。 

         

※ホールスタッフが舞台・音響・照明演出をする場合は、打ち合わせの

みで出来ることを前提とします。 

※小迫りの利用には危険が伴いますので、綿密な打合せをお願いします。 

※センターピンスポットライトを使用の場合は、その操作要員は主催者

側で確保してください。 

※舞台転換等でのマイクの出し入れ等は十分に打ち合わせてください。 

         ※カセット、ＣＤ、ＭＤ、オーディオレコーダーなどの再生操作要員は

主催者側で確保してください。 

 

仕込み時間の目安 ２時間～４時間 



 

利用料金の目安 ２５３，８２０円 

 

日本舞踊 利用時間区分「午前・午後・夜間」（9-22）、午前準備、午後リハーサル、夜間本番

の場合 

施設利用料金 96,120 円 土日休日 入場料無料の場合 

ホール  60,400 円、楽屋１・２・３・４・会議室 

・小ホール 35,720 円  

設備利用料金 157,700 円 舞台＋照明＋音響＋空調 

 舞   台 

30,980 円 

平台１６枚、プログラムスタンド１台、迫り上げ装置一式、所作台一

式、鳥屋囲一式、松羽目一式、屏風（金）１双、上敷２枚 

照   明 

69,860 円 

調光装置一式、ボーダーライト１列、スポットライト５６台、ロアー

ホリゾントライト一式、アッパーホリゾントライト一式、花道フット

ライト 1列、フットライト 1列、カラーフィルター３０枚 

音   響 

17,780 円 

拡声装置一式、ワイヤレスマイク 1 本、補助ミキサー１台、ＣＤプレ

イヤー１台、跳返りスピーカー２台、マイクスタンド１本、持ち込み

電気器具(ビデオ撮影業者用電源)１Kw 

 

空      調 

39,080 円 

ホール、リハから終演まで７時間（24,360 円）、楽屋１・２・３・４・

小ホール 8 時間  14,720円 ※会議室は、空調料金はかかりません 

（注意） 

・リハーサルを行った場合、設備利用料金が利用時間区分ごとに課金されます。 

・空調料金は、最初の１時間までは１時間で、それ以降は３０分単位で算出されます。舞台担当に申し付

けください。 

   

５．お遊戯会・カラオケ発表会・ダンス発表会・ポピュラー音楽コンサート 

 

   ○舞台  緞帳、スクリーン、袖幕等の機構操作、ジョーゼット幕・看板等の吊り

こみ、使用備品のスタンバイ、ひな壇等の設置協力。 

   

○照明  基本明かり（生、ブルー明かり）、演目に合わせた演出明かりのセッテ

ィングと操作。ホリゾントライトの色替え。 

      

 

○音響  マイク、ステージモニタースピーカ等のセッティングと拡声。舞台袖に

おける再生機器セッティング。 



 

※ホールスタッフが舞台・音響・照明演出をする場合は、打ち合わせの

みで出来ることを前提とします。それを超える、もしくは有料公演の

場合は、専門業者へ依頼してください。 

       ※ホールスタッフが舞台・音響・照明操作をする場合は、要員・機材の

制約から、仕込み時間を十分にいただきます。ご相談ください。  

※センターピンスポットライトを使用の場合は、その操作要員は主催者

側で確保してください。        

※音楽系の催し物は、音色の好みが分かれますので専門音響業者に依頼

することをお勧めします。 

        ※カセット、ＣＤ、ＭＤ、オーディオレコーダーなどの再生操作要員は

主催者側で確保してください。 

        ※裸足での舞台利用は、安全面から原則としてお断りしています。（さま

ざまな催しもので利用され、舞台上に釘や大道具を固定する金具が打

たれることにより、床面に穴やささくれ等があるためです。） 

 

仕込み時間の目安 ２～４時間 

 

利用料金の目安  １９９，１３０円 

 

お遊戯会 利用時間区分「午前・午後」（9-17） 午前準備とリハーサル・午後本番の場合 

施設利用料金 40,480 円 

 

土・日・休日 入場料無料の場合 

ホール（33,000）、楽屋１・２・３・４（7,480） 

設備利用料金    158,650 円 舞台＋照明＋音響＋空調 

 舞   台 

15,440 円 

平台１０枚、箱足１２個、開き足６脚、ピアノ（ヤマハ）１台 

照   明 

91,410 円 

調光装置一式、スポットライト５６台、ロアーホリゾント一式、アッ

パーホリゾントライト一式、エリプソイダルスポットライト２台、パ

ーライト１３台、センターピンスポットライト２台、スタンド・ベー

ススタンド４台、カラーフィルター２９枚 

音   響 

32,760 円 

拡声装置一式（ダイナミックマイクロホン２本含む）、ダイナミックマ

イクロホン（マイクスタンド付）３本、ワイヤレスマイクロホン４本、

ステレオコンデンサーマイクロホン１本、吊りマイクロホン装置一式、

補助ミキサー１台、ＣＤプレイヤー１台、マイクスタンド１本、持ち

込み電気器具(ビデオ撮影業者用電源)１Kw 

空      調 開場～終演まで４時間使用した場合 



19,040 円 ホール  13,920円、楽屋１・２・３・４  5,120円 

（注意） 

・リハーサルを行った場合、設備利用料金が利用時間区分ごとに課金されます。 

・空調料金は、最初の１時間までは１時間で、それ以降は３０分単位で算出されます。舞台担当に 

お申し付けください。 

 

６．バレエ・現代舞踏 

 

○舞台  緞帳等の機構操作、看板等の吊りこみ、使用備品のスタンバイ、美術バト

ンの設置、ひな壇等の設置補助等。 

  

○照明  専門業者へ依頼することをお勧めしますが、ホールスタッフで照明プラン 

     を立てて操作をする場合は、打ち合わせのみで出来ることを条件とします。

基本明かり（生、ブルー明かり）、出演者の補助明かり。 

  

○音響  マイクの拡声、舞台袖における再生機器のセッティング。 

 

       ※バレエマットは、主催者の方にセッティングしていただきます。バ

レエマットに貼る養生テープは、バレエマット専用テープ以外の使用

は禁止です。（のりが残り、その後の使用に支障が出る場合がありま

す。） 

※ホールスタッフが舞台・音響・照明演出をする場合は、打ち合わせ

のみで出来ることを条件とします。それを超える、もしくは有料公

演の場合は、専門業者へ依頼してください。 

       ※ホールスタッフが舞台・音響・照明演出をする場合は、要員・機材の

制約から、仕込み時間を十分にいただきます。ご相談ください。  

※センターピンスポットライトをご使用の場合は、その操作要員は主催

者の方が確保してください。 

         ※カセット、ＣＤ、ＭＤ、オーディオレコーダーなどの再生操作要員は

主催者の方が確保してください。 

 

仕込み時間の目安 ４時間 

 

利用料金の目安   ３８３，５１０円 

 

バレエ発表会 利用時間区分  



・公演前日 （13-22） 午後準備、夜間リハ 

・公演日（9-17） 午前リハ、午後本番の場合 

施設利用料金 88,220 円 平日（公演前日）、土日休日（公演日） 入場料無料の場合 

ホール 38,400 円+ 33,000 円、楽屋１・２・３・４ 9,340 円+ 

7,480 円  

設備利用料金 295,290 円 舞台＋照明＋音響＋空調 

 舞   台 

15,510 円 

紗幕１枚、バレエマット（４尺）８枚、バレエマット（３尺）１枚 

 

照   明 

210,790 円 

調光装置一式、スポットライト１３３台、ロアーホリゾント一式、ア

ッパーホリゾント一式、エリプソイダルスポット６台、パーライト８

台、センタースポットライト２台、スタンド・ベース８台、カラーフ

ィルター５２枚 

音   響 

26,150 円 

拡声装置一式、ワイヤレス 1 本、補助ミキサー1 台、ＣＤプレイヤー1

台、跳ね返りスピーカー２台、持ち込み電気器具(ビデオ撮影業者用電

源)１Kw 

空      調 

42,840 円 

公演前日 リハ３時間、 公演日 リハ～終演まで６時間 

合計９時間使用した場合 

ホール 31,320円、楽屋１・２・３・４  11,520円 

（注意） 

・リハーサルを行った場合、設備利用料金が利用時間区分ごとに課金されます。 

ここでは、設備利用料金は、公演前日と当日合わせて３回分になります。 

・空調料金は、最初の１時間までは１時間で、それ以降は３０分単位で算出されます。舞台担当にお申 

し付けください。 

 

７．演劇・オペラ・ミュージカル 

 

   ○舞台  基本的に外部スタッフが入ることを前提に緞帳等の舞台機構操作、設営

指導、使用備品スタンバイのみ行います。 

  

○照明  基本的に外部スタッフが入ることを前提に照明設備・備品の管理・指導 

のみです。 

  

○音響  基本的に外部スタッフが入ることを前提に音響設備・備品の管理・指導 

のみです。 

        

仕込み時間の目安  依頼業者の方にお問い合わせください 



 

利用料金の目安（専門業者スタッフの場合）   ２６１，４２０円 

 

演劇 利用時間区分「全日」（9-22） 午前準備・午後リハ・夜間本番の場合 

施設利用料金 66,440 円 平日 入場料１，０００円の場合 

ホール  53,800 円、楽屋１・２・３・４ 12,640 円 

設備利用料金    194,980 円 舞台＋照明＋音響＋空調 

 舞   台 

2,200 円 

長机２台、平台５枚、箱足１２個 

照   明 

141,420 円 

調光装置一式、ボーダーライト３列、スポットライト１２９台、ロア

ーホリゾントライト一式、アッパーホリゾントライト一式、エリプソ

イダルスポット４台、センターピンスポットライト２台、スタンド・

ベーススタンド６台、カラーフィルター２８枚、持ち込み電気器具１

５kw 

音   響 

18,040 円 

拡声装置一式、エアモニターマイクロホン一式、跳返りスピーカー２

台、マルチケーブル一式、持ち込み電気器具(音響業者用電源)１５kw 

空      調 

33,320 円 

リハ～終演まで７時間使用した場合 

ホール  24,360 円、楽屋１・２・３・４  8,960 円 

（注意） 

・リハーサルを行った場合、設備利用料金が利用時間区分ごとに課金されます。 

・空調料金は、最初の１時間までは１時間で、それ以降は３０分単位で算出されます。舞台担当に申し付

けください。 

  

※施設、設備利用料金と備品一覧及び舞台図面等はホームページ(利用案内)でご覧になれ

ます。 


