
名古屋市立大学施設使用料金のご案内 

 

桜山（川澄）キャンパス（名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１） 

 

【枠貸施設】 

使用料（税込） 

施設名 利用日区分 利用時間区分 使用料（円） 

本部棟４階ホール 

（261.07㎡） 

定員 150名 

 

 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00） 31,600 

午後（13:00～17:00） 31,600 

夜間（17:00～22:00） 34,800 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00） 34,800 

午後（13:00～17:00） 34,800 

夜間（17:00～22:00） 38,000 

本部棟２階第一会議室Ａ 

（75.00㎡） 

 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00）  7,600 

午後（13:00～17:00）  7,600 

夜間（17:00～22:00）  8,400 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00）  8,400 

午後（13:00～17:00）  8,400 

夜間（17:00～22:00）  9,200 

本部棟２階第一会議室Ｂ 

（51.63㎡） 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00）  5,200 

午後（13:00～17:00）  5,200 

夜間（17:00～22:00）  5,600 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00）  5,600 

午後（13:00～17:00）  5,600 

夜間（17:00～22:00）  6,400 

総合情報センター川澄分

館３階 

さくら講堂 

（571.34㎡） 

定員 504名 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00） 31,200 

午後（13:00～17:00） 31,200 

夜間（17:00～22:00） 34,000 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00） 34,000 

午後（13:00～17:00） 34,000 

夜間（17:00～22:00） 37,600 

医学部研究棟２階臨床セミ

ナー室 

（78.06㎡） 

定員 38名 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00）  7,600 

午後（13:00～17:00）  7,600 

夜間（17:00～22:00）  8,400 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00）  8,400 

午後（13:00～17:00）  8,400 

夜間（17:00～22:00）  9,200 



医学部研究棟11階 

講義室（大） 

（267.63㎡） 

定員 184名 

 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00） 26,800 

午後（13:00～17:00） 26,800 

夜間（17:00～22:00） 29,600 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00） 29,600 

午後（13:00～17:00） 29,600 

夜間（17:00～22:00） 32,400 

医学部研究棟11階 

講義室（小） 

（135.02㎡） 

定員 107名 

 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00） 貸出不可 

午後（13:00～17:00） 貸出不可 

夜間（17:00～22:00） 15,600 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00） 15,600 

午後（13:00～17:00） 15,600 

夜間（17:00～22:00） 17,200 

医学部研究棟２階 

会議室２ 

（43.77㎡） 

定員 18名 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00）  4,400 

午後（13:00～17:00）  4,400 

夜間（17:00～22:00）  4,800 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00）  4,800 

午後（13:00～17:00）  4,800 

夜間（17:00～22:00）  5,200 

医学部研究棟２階 

会議室４ 

（58.04㎡） 

定員 30名 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00）  5,600 

午後（13:00～17:00）  5,600 

夜間（17:00～22:00）  6,400 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00）  6,400 

午後（13:00～17:00）  6,400 

夜間（17:00～22:00）  6,800 

医学部研究棟１階 

会議室３ 

（61.10㎡） 

定員 30名 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00）  6,000 

午後（13:00～17:00）  6,000 

夜間（17:00～22:00）  6,400 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00）  6,400 

午後（13:00～17:00）  6,400 

夜間（17:00～22:00）  7,200 

ＲＩ・分子医学研究棟５階 

会議室 

（67.00㎡） 

定員 40名 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00）  6,400 

午後（13:00～17:00）  6,400 

夜間（17:00～22:00）  6,800 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00）  6,800 

午後（13:00～17:00）  6,800 

夜間（17:00～22:00）  7,600 

病棟・中央診療棟３階 

ホール 

（344.6㎡） 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00） 47,200 

午後（13:00～17:00） 47,200 

夜間（17:00～22:00） 52,000 



定員 320名 

 土・日・休日 

午前（9:00～13:00） 52,000 

午後（13:00～17:00） 52,000 

夜間（17:00～22:00） 57,200 

病棟・中央診療棟４階 

第１会議室 

（163.5㎡） 

定員 105名 

 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00） 24,400 

午後（13:00～17:00） 24,400 

夜間（17:00～22:00） 26,800 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00） 26,800 

午後（13:00～17:00） 26,800 

夜間（17:00～22:00） 29,200 

西棟１階臨床シミュレーシ

ョンセンター 多目的室 

（190.2㎡） 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00） 10,400 

午後（13:00～17:00） 10,400 

夜間（17:00～22:00） 11,600 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00） 11,600 

午後（13:00～17:00） 11,600 

夜間（17:00～22:00） 12,800 

西棟１階臨床シミュレーシ

ョンセンター 周産期・新生

児シミュレーター室 

（132.6㎡） 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00）  7,200 

 午後（13:00～17:00）  7,200 

 夜間（17:00～22:00）  8,000 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00）  8,000 

午後（13:00～17:00）  8,000 

夜間（17:00～22:00）  8,800 

西棟１階臨床シミュレーシ

ョンセンター 研修室Ⅰ 

（88.5㎡） 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00）  4,800 

午後（13:00～17:00）  4,800 

夜間（17:00～22:00）  5,600 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00）  5,600 

午後（13:00～17:00）  5,600 

夜間（17:00～22:00）  6,000 

西棟１階臨床シミュレーシ

ョンセンター 研修室Ⅱ 

（57.8㎡） 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00）  3,200 

午後（13:00～17:00）  3,200 

夜間（17:00～22:00）  3,600 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00）  3,600 

午後（13:00～17:00）  3,600 

夜間（17:00～22:00）  4,000 

西棟１階臨床シミュレーシ

ョンセンター 模擬病棟 

（61.9㎡） 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00）  3,600 

午後（13:00～17:00）  3,600 

夜間（17:00～22:00）  4,000 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00）  4,000 

午後（13:00～17:00）  4,000 

夜間（17:00～22:00）  4,400 



・ 使用料には水道光熱費を含みます。（ただし、冷房・暖房の使用可能時期は次の通りです。冷

房：７月～９月、暖房：12月～３月） 

・ 利用時間が貸付枠に定める時間未満の場合であっても、使用料は右欄に掲げる額となります。 

・ 表に掲げる施設を利用するに際に、スクリーン等の映像附帯設備を使用する場合には、使用 

料のほか、１回の利用ごとに附帯設備使用料が必要となります。 

 

                                                       （税込） 

利用施設 附帯設備使用料（円） 

本部棟４階ホール 20,600 

総合情報センター川澄分館３階さくら講堂 20,600 

病棟・中央診療棟３階ホール 20,600 

病棟・中央診療棟４階第一会議室 10,300 

西棟１階臨床シミュレーションセンター多目的室 10,300 

その他の会議室  5,100 

・ 上記の附帯設備には、マイクも含まれています。ただし、マイクのみを使用する場合には、１回

の利用ごとに2,100円が必要となります。 

 

 

【時間貸施設】 

 

使用料（税込：１時間当り単価） 

施設名 
収容人数 

（名） 

面積  

（平方メートル） 

 使用料 

（円/時間） 

看護学部棟 1階会議室 25 97.58 2,200 

看護学部棟 301教室 80 141.09 3,200 

看護学部棟 302演習室 10 47.01 1,100 

看護学部棟 303演習室 10 47.04 1,100 

看護学部棟 304演習室 10 23.52  600 

看護学部棟 305演習室 10 23.75  600 

看護学部棟 306演習室 10 27.07  700 

西棟１階医療デザイン研究

センター 会議室１ 

（15.17㎡） 

土・日・休日

以外の日 

午前（9:00～13:00）  1,400 

午後（13:00～17:00）  1,400 

夜間（17:00～22:00）  1,500 

土・日・休日 

午前（9:00～13:00）  1,500 

午後（13:00～17:00）  1,500 

夜間（17:00～22:00）  1,600 



看護学部棟 307演習室 10 39.32  900 

看護学部棟 308講義室 120 187.58 4,200 

看護学部棟 402教室 40 94.08 2,200 

看護学部棟 501教室 80 148.42 3,400 

西棟2階 講義室Ａ 90 132.24 1,800 

西棟2階 講義室Ｂ 45 82.94 1,200 

・ 使用料には水道光熱費を含みます。（ただし、冷房・暖房の使用可能時期は次の通りです。 

冷房：７月～９月、暖房：12月～３月） 

・ ご利用時間に１時間未満の端数がある場合は、これを１時間に切り上げて計算します。 

・ 収容人数は、座席数です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


