
埼玉建産連研修センター貸出規約 

 

 この規約は、一般社団法人埼玉県建設産業団体連合会（以下当連合会）が所

有する埼玉建産連研修センター（以下当センター）のご利用方法等について定

めたものです。お申込前に必ずご一読下さい。なお、利用申込の際は、当規約

にご了解いただいたものとみなします。 

 

１．当センター営業日について 

 当センターは、下記の日程で営業いたします。 

 

 営業日：毎週月曜～金曜 午前９：００～１７：００まで 

    （ただし、大ホール又は２００会議室又は相当分ご利用の場合は、土 

日祝日も貸出いたします。） 

 休業日：毎週土日祝日、及び夏期・冬期休館日 

     夏期休館は、８月１３日から８月１６日まで 

     冬期休館は、１２月２９日から１月４日まで 

（夏冬休館日の日程はホームページに掲載いたします。） 

 受 付：営業日に同じ 

 

２．当センター貸出について 

（１）ご利用いただける方 

① 法人・個人を問わず、どなた様もご利用いただけます。 

② 当センターにはエレベーター設備がございません。お身体の不自由な方が

来訪される催事については、１階の会議室をご検討下さい。 

 ③ 催事の内容については、特に制限しておりませんが、下記４．に該当す

る場合は、ご利用をお断りする場合があります。 

 

（２）ご利用料金、時間について 

① ご利用料金 

『埼玉建産連研修センターご利用料金表』（以下料金表）の通りです。 

 ② ご利用時間について 

   ご利用時間については、準備から後片付け、退場までの時間といたしま

す。定められたご利用時間は厳守して下さい。 

 ③ 営利加算について 

   もっぱら物販・サービス等の販売、及び入場料等を設定し興行収入を得



ることを目的とする催事等につきましては、営利加算（別紙料金表記載）

の対象とさせていただきます。ご不明な場合は、事前にご相談下さい。 

 ④ 延長料金について 

   規定の時間の前後を延長してご利用される場合は、別途延長料金（別紙

料金表記載）を加算させていただきます。ただし、ご利用時間の延長につ

いては、他の利用者との関係でお受けできない場合もございますのでご了

承下さい。 

 

３．ご利用申込手続きについて 

（１）お申込手続き 

 ① 空室状況のご確認 

   当連合会ホームページの空室状況ページ（予約システム）で、空き状況 

をご確認下さい。 

また、電話、電子メール等でのお問い合わせも受け付けております。 

 ② ご予約（押さえ） 

   お問合せ日から１２ヶ月後の末日までの日程でご予約を承ります。 

   当センター予約システムからご予約ください。電話、お問い合わせフォ 

ーム等でも受け付けております。 

   ご予約（押さえ）期間は予約日から１カ月間となります。予約者の都合 

により、予約期間を過ぎてもご連絡・お申込書の提出をしていない場合、 

ご予約を取り消すことがありますのでご注意下さい。 

 また、ご予約（押さえ）上限数は２０日程といたします。上限を超える 

場合は、ご予約（押さえ）の日程を調整し、お申込書をご提出し日程確定 

をするかキャンセルをして予約状態を少なくしてからご連絡下さい。 

 ③ 利用申込（確定） 

   空室状況をご予約の上、所定の申込様式にご記入いただき、予約日から

１カ月以内に指定の番号まで FAX・メールにてお申込下さい。 

   当連合会ホームページの空室状況ページから Web 上でお申込書の提出を

完了する事もできます。 

なお、期間内のお申込が難しい場合は担当までご連絡下さい。 

 ④ 料金のお支払い 

   お申込書ご提出後、ご利用日前月の初旬ごろ請求書をお送りいたします。 

   利用予定日の１週間前までに、指定の銀行口座までお振り込みください。

入金が確認された時点でお申込完了といたします。 

   振込口座は、請求書に記載しております。なお、振込手数料は、お客様

にてご負担下さい。 



 ⑤ ご利用日当日 

   ご利用時刻前に当連合会受付にお越し下さい。注意事項等の説明をいた

します。 

 ⑥ 当日の変更（時間延長・備品等）について 

 ご利用日当日における追加の備品利用、時間延長等は可能です。ただし、

備品の数・次の利用者の関係等で対応できない場合がございます。 

変更による追加料金については、別途ご請求申し上げます。 お帰りの際

までに、現金にてお支払い下さい。 

 

（２）お申込内容の変更手続きについて 

 ① お申込内容の変更 

   お申込内容を変更される場合は、利用日の１週間前までにお申し出下さ

い。原則として、それ以降での変更はお受けできません。 

 ② 変更内容による追加料金、ご返金について 

   追加料金のお支払い方法については、担当からご案内いたします。なお、 

ご返金については、指定の口座にお振り込みいたします。その際、一部会

議室をキャンセルされるなど、下記キャンセル料が適用される場合は、キ

ャンセル料を差し引かせていただきます。なお、振込手数料は、お客様の

ご負担とさせていただきます。 

 

（３）ご利用のキャンセル 

 ① お申込のキャンセル 

   お申込者のご都合でキャンセルされる場合は、下記キャンセル料が発生

いたします。 

キャンセル日 大ホール その他会議室 

ご利用日の 2カ月～ 

1カ月前まで 
室料の 10％ ― 

ご利用日の 1カ月～ 

2週間前まで 
室料の 30％ ― 

ご利用日の 2週間前～ 

１週間前まで 
室料の 50％ 室料の 50％ 

ご利用日の 1週間前～ 

前日まで 
室料の 100％ 室料の 100％ 

ご利用日当日 

 
室料・備品料の 100％ 室料・備品料の 100％ 

 



 ② ご請求・ご返金 

   お支払い方法については、担当からご案内いたします。 

   お支払い済みで返金が発生する場合は、キャンセル料を差し引いた金額

をご指定の口座にお振込みいたします。振込手数料は、お客様のご負担と

させていただきます。 

 ③ その他 

   催事がキャンセルされたことにより、当連合会に何らかの金銭的損失が

発生した場合、相当額を請求する場合がございます。 

 

４．ご利用をお断りする場合 

  以下に該当した場合は、ご利用をお断りする場合があります。 

 

 ① 各種法令に反するもの、または公序良俗・公衆衛生上好ましくない場合。 

 ② 他利用者及び地域住民等より苦情が寄せられた場合。 

 ③ 騒音・悪臭等、他利用者に迷惑を及ぼしうると当連合会が判断した場合。 

 ④ 火気の使用、及び危険物を持ち込んだ場合。 

 ⑤ 故意に施設・備品等を毀損、またはその恐れがあると当連合会が判断し

た場合。 

 ⑥ 当連合会の許可なく、会場内外で作業や催事行為（撮影や掲示、及び物

販・宗教・政治等各種勧誘行為）を行った場合。 

 ⑦ 反社会的組織が主催・共催する催事、または、そのような組織の利得と

なる催事であると当連合会が判断した場合。 

 ⑧ 催事・利用申込書等に故意に虚偽申告・記載を行ったことが発覚した場

合。 

 ⑨ 当規約及び当連合会職員の指示に従わない場合。 

 ⑩ その他、当連合会組織にて、当センター利用にふさわしくない催事であ

ると判断した場合。 

 

なお、ご利用後に、前述①～⑩の事例が発覚した場合、次回以降の利用を

お断りする場合があります。 

 

５．ご利用上の注意 

（１）駐車場について 

 ① 講習会・試験等での駐車場利用は禁止しております。（空いていても利用

できません）。駐車場は併設のテナントビル（埼玉建産連会館）の手続き等

での来訪者向けスペースとなっております。 



② 催事来訪者向けのご案内（催事案内文等）で、公共交通機関を利用する 

ように記載、案内をお願い申し上げます。 

③ 主催者の方が使用する場合は、有償でお貸出いたしますので、事前にご 

連絡下さい。 

 

（２）喫煙・飲食について 

 ① 会議室内・館内共用部は禁煙です。指定場所以外での喫煙はご遠慮下さ

い。 

 ② 飲食については、ご利用場所及び１階ホール及びレストラン内で可能で

す。催事で外部業者等から飲食物を持ち込む場合は、事前にお申し出下さ

い。（ただし、感染症対策等で国・自治体の指針に沿って飲食の制限させて

いただく場合がございます。） 

 

（３）安全管理 

 ① ご利用時間中は、常に善良な管理者の注意をもって当センターを利用し

て下さい。 

② ご利用責任者が防災・防犯等の安全管理を実施して下さい。なお、不測の

災害に備え、事前に非常口や消火設備をご確認下さい。 

 ③ 当センターでは、国・自治体の指針に沿った感染症対策を行いますので、

その基準を超えた対策はご利用者様の負担で準備して下さい。 

 

（４）ご利用後の片づけについて 

 ① ご利用後は当センターで片づけ・掃除を行いますので、原状回復の必要 

はありません。 

 ② 会議室の外にあった机・備品（茶器等）をお使いになった場合は、所定 

の場所にお戻し下さい。 

 ③ 会議室・備品等を汚損した場合は窓口にお申し出下さい。 

 

（５）近隣地域・テナントへの迷惑行為の禁止 

 ① 近隣地域の迷惑となる行為（路上駐車・無断駐車・騒音・座り込み等）

は絶対におやめ下さい。また、別棟テナントのご迷惑にならないようにご

利用下さい。 

 ② 催事で大量のゴミが発生する場合は、ご利用者様にて処分の手配をお願

いする場合がございます。 

 

 



（６）係員の立入 

  当センターの保全・安全管理等を目的に、当連合会係員が立ち入ることが

ございますので、あらかじめご了承下さい。 

 

（７）動物の入場禁止 

  介助犬以外の当センター入場はご遠慮下さい。 

 

（８）施設備品等毀損時 

① ご利用中に当センター施設及び備品を毀損した場合は、直ちに当連合会

までご連絡下さい。毀損が故意または過失によるもの、または毀損時にご

連絡なく退去された場合は、修繕費を請求する場合がございます。 

 ② ご利用者に起因する汚損が発見され、特殊清掃等を実施した場合は、実

費にて請求する場合がございます。 

 

（９）無断利用の禁止 

   お申込されていない会議室を無断で使用、会議室利用申込書を未提出で

の使用を発見した場合は、発見次第、50,000 円及び使用会議室の料金を請

求いたします。 

 

（１０）遺失物の保管 

  当センター内の遺失物は、発見後３ヶ月保管いたします。 

 

（１１）インターネット回線のご利用時の注意点 

   全会議室でインターネット回線をご利用できますが、ご利用された時点 

で下記注意事項に同意したものといたします。 

 ① 集中アクセスやご利用状況により、速度の低下や中断・接続ができなく 

なる場合があります。また、設備やネットワークの障害等によりインター 

ネット接続が利用できなくなることがある場合があります。あらかじめご 

了承下さい。 

 ② ご利用にあたって、ネットワーク接続に関わる設定変更等はお客様ご自 

身で行って下さい。 

③ 当サービスを利用しての公序良俗に反する行為や犯罪・迷惑行為は禁止 

致します。また、大きなファイルのダウンロードなどネットワークに負荷 

がかかるようなデータ転送は、他のご利用者様の迷惑になりますのでおや 

め下さい。 

④ 当センターのインターネット設備は一般的なブラウザによる Webアクセ 



スやメールの使用を想定しています。特殊なご使用に対するルーターの機 

器の設定変更はお受けできません。 

 ⑤ 当センターの Wi-FiはフリーWi-Fiではありません。必要のない受講生等 

にパスワード・SSIDなどを教えないで下さい。 

 ⑥ パソコンを複数台 LANケーブルで有線接続される場合、必要な HUB、LAN 

ケーブル等はお客様でご用意下さい。 

 ⑦ セキュリティー対策はお客様の判断で行って下さい。 

 ⑧ 予期せぬ停止・通信不良・ご提供の中止、また、インターネット回線ご 

利用により生じたあらゆるトラブル・損害・損失について当センターは一 

切の責任を負いません。 

 

６．免責事項 

 

（１）免責事項 

  当センターご利用中に盗難・物品毀損・人身事故・感染症への罹患及びそ

の他の損害が生じた場合、当センターの責めに帰すべき事由に起因する場合

を除き、その原因の如何に関わらず、当連合会は一切の賠償責任を負わない

ものといたします。また、ご利用者が第三者の所有物等を毀損した場合も、

同様といたします。 

 

（２）天災等による免責 

  自然災害や法令変更等、当連合会の責めに帰さない事由により、ご利用が

不能となった場合、その損害については一切の責任を負わないものといたし

ます。 

 

７．その他 

 

（１）個人情報等について 

  当センターのご利用を目的として記載いただいた内容をそれ以外の目的及

び、ご利用者様の承諾なく第三者に公開することはいたしません。 

 

（２）適用 

この貸出規約は、２００９年１２月１日より適用いたします。 

 

 

 



附 則 

 

  この貸出規約は、２０１２年４月１日より適用いたします。 

 

この貸出規約は、２０１２年１１月１日より適用いたします。 

 

  この貸出規約は、２０１６年５月１日より適用いたします。 

 

この貸出規約は、２０１９年１０月１日より適用いたします。 

 

  この貸出規約は、２０２２年４月１日より適用いたします。 

 

  この貸出規約は、２０２３年４月１日より適用いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇お問い合わせ              

〒３３６－８５１５           

埼玉県さいたま市南区鹿手袋４－１－７ 

建産連会館１階 

一般社団法人埼玉県建設産業団体連合会 

（埼玉建産連研修センター） 

ＴＥＬ 048-861-4311 

ＦＡＸ 048-866-9111 

k-center@sfcc.or.jp   

https://www.sfcc.or.jp/  

 

２０２３年４月版 


