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施設の概要 

 

所 在 地  宇都宮市雀宮町５６番地１ 開館 平成２３年７月１６日 

敷地面積   ２５，９８０㎡        建築面積  ６，７０６㎡ 

延床面積  ７，０４１㎡  

構    造  鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造２階建 

 

■多目的ホール(サザンクロスホール) ７００㎡   

舞台，ホールＡ，ホールＢ，ホールＣ分割使用可 

   収容人数 ロールバックチェア使用時４００席 机使用時１２０席  

                椅子のみ使用１５０席 

        ホールＡ，Ｂ，Ｃともに机使用４０名 椅子のみ使用５０名 

        ホールＢのみの使用はできません。 

難聴者用磁気ループ席３０席（ホールＡ） 

   舞  台 間口１２ｍ（音響反射板使用時１５ｍ）奥行７.３ｍ、 

プロセニアム高さ６.５ｍ 

   舞台設備 音響反射板 ロール式スクリーン 吊物バトン４本 

        照明装置 音響装置 

   楽    屋 ２５.９２㎡ 収容人数 ８人   （楽屋１，２：分割使用可） 

 

■会議室   １００㎡ 収容人数 ６０名   （会議室１，２：分割使用可） 

 

■ギャラリー ４８㎡ 収納式展示壁（W５,６００×H２,８６５  ３枚設置） 

 

■建物東側緑地帯 ５００㎡ 多目的ホール、会議室の使用に併せ貸出可能。 

 

■その他の施設・設備 

   プレイルーム（おひさまひろば） 

飲食スペース 

   授乳室（プレイルーム・本の広場） 

   オストメイト対応多目的トイレ（エントランスホール・本の広場） 

   ＡＥＤ（エントランスホール） 

   飲料水自動販売機（エントランスホール、回廊） 

   コピーサービス（エントランスホール、本の広場） 

■駐車場 ４９６台（うち障がい者用１０台） ３時間無料、３時間を超えた 

     場合は、２０分につき１００円、２４時間ごとに１，０００円が 

上限。南図書館利用者は、施設内で延長手続きをすれば６時間まで 

無料。利用時間 午前８時３０分～午後９時３０分 

■駐輪場 約１５０台 午前８時３０分～午後９時３０分                                   



ご利用の申し込みについて 

 

■開館時間 

  午前 9時～午後９時３０分（本の広場は、午前９時３０分から午後８時） 

■使用時間帯区分 

 ○ 午前   ９時から１２時まで 

 ○ 午後１ １２時３０分から１５時３０分まで 

 ○ 午後２ １６時００分から１８時００分まで 

 ○ 夜間  １８時３０分から２１時３０分まで 

 ○ 全日   ９時から２１時３０分まで 

   ※注意 上記の使用時間には、会場準備・後片付けの全ての時間を含んで

います。特にホール利用の際は開演・終演時間の設定には十分注意をし

てください。 

■休館日 

 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日） 

 １２月２９日から翌年１月３日まで 

 その他、臨時に休館することもあります。 

■申込受付時間 

 午前９時から午後８時まで（休館日を除く） 

■申込方法 

 申し込みは、申請者が直接ご来館のうえ、所定の使用許可申請書により申し込

んでください。使用当該年度に初めて申し込みをする方は、「宇都宮市立南図

書館団体登録申請書」もあわせてご提出ください。未成年者が使用する場合は

ご相談ください。 

 電話・郵送・メールでの申込みは一切出来ませんのでご注意ください。 

■申込受付順位 

 使用の許可は原則として申請書を受理した順位により行います。但し月の初         

日の受付については、午前９時から午前９時３０分までに申請された方を、同

一時間に来館されたものとみなし、使用日時が重複する場合、協議または抽選

によって申し込みの順位を決定します。また、それ以降については申請順に受

付をいたします。 

■申込受付期間 

 

サザンクロスホール全体使用、分割

の２区分以上使用及びギャラリー使

用 

使用日の１２か月前にあたる月の初

日から使用日の２０日前まで 

会議室全体使用 
使用日の６カ月前にあたる月の初日 

から使用日の７日前まで 

サザンクロスホール、会議室を分割

で 1区分使用 

使用日の 3 か月前の月の初日から使

用日７日前まで 



 

■連続使用期間 

 ○サザンクロスホール・会議室  ３日間 

 ○ギャラリー         １０日間 

■使用許可と使用料の納入 

 ○使用を許可するにあたり、使用許可書を交付いたします。使用許可書は、使

用料納入の際にお渡しいたします。使用許可書は、使用日にお持ちいただき

ますので、紛失されぬようご注意ください。使用料は、指定された日までに

お支払いください。なお、納入は現金でお願いいたします。 

 ○付属設備・備品等の使用料は使用当日にお支払いいただきます。 

 ○使用取下げの場合、既納の使用料が還付される場合があります。 

■使用の不許可、取消し及び使用の停止 

次のような場合には使用を許可いたしません。または、使用許可の条件を変更 

し、使用を制限または停止し、使用許可を取り消します。その際、使用者が損 

害を受けることがあっても、市は、一切の責任を負いません。 

 ○公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

 ○商品販売等専らの営利活動、不特定多数を対象とした勧誘があるとき。 

 ○施設または設備をき損し、または汚損するおそれがあるとき。 

 ○大音量等により、他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき、または、図書館機

能の確保が困難となるおそれがあるとき。 

 ○会場使用の権利を他に譲渡・転貸したとき。 

 ○宇都宮市文化会館条例・文化会館条例施行規則に違反したとき。 

 ○使用許可の条件に違反したとき。 

 ○偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。 

 ○その他、市長が管理上必要があると認めたとき。 

■使用許可日の変更 

施設に空きがある場合に限り、使用許可日の変更をいたします。サザンクロ 

スホール、ギャラリーは、使用日６０日前まで、会議室は使用日の７日前まで

に、「宇都宮市立南図書館使用変更申請書」を提出してください。変更により

使用料金に差額が生じた場合は徴収または還付があります。（還付は還付規定

によります。なお、変更は１申請につき１回までとします。 

■使用許可日の取消しについて 

 使用許可日を取消しする場合は、「宇都宮市立南図書館使用許可取消兼使用料

還付申請書」に使用許可書を添えて提出してください。下記の期間までに許可

取消兼使用料還付申請書を提出すれば、それぞれ還付することができます。 

サザンクロスホール全体・分割の 

２区分以上及びギャラリー使用 

使用日の前６０日までは使用料の７０％

を還付します 

〃 
使用日の前５９日から２０日前までは 

使用料の５０％を還付します 

会議室使用及びサザンクロスホール

の分割の 1区分使用 

使用日の前２０日までは使用料の５０％

を還付します 



 ※上記の指定日以降の還付はできませんのでご注意ください。  

■使用権の譲渡の禁止 

 使用許可を受けた施設や設備を、使用目的以外に使用したり、使用権を譲渡・ 

 転貸することはできません。 

■事前打ち合わせ 

 サザンクロスホール及びギャラリーを使用する場合は、使用日の１０日前ま

でに、使用する舞台付属設備（舞台・照明・音響）、進行、場内外の整理・案

内・人員配置等について、南図書館職員と打合せが必要です。 

■整理員及び係員の配置 

 主催者は必ず会場責任者を置いてください。 

 入場者の整理や案内、放送、入場券のもぎり等に必要な人員は、主催者側で手

配してください。 

■関係官庁等への届出 

 禁止行為の解除承認（裸火、火気、危険物を持ち込む場合）、警備、防犯、音

楽著作権等の届出が必要な場合は、主催者側で各関係官庁等へ責任を持って

手続きを行ってください。 

ご利用にあたって 

■使用施設の貸し出し 

 使用者は、使用許可書を必ず、受付にご提示ください。使用許可書の提示がな

い時は貸し出しできません。また、使用許可された時間以前にご来館されても、

貸し出しは出来ませんのでご了承ください。 

■使用時間の厳守 

 使用時間には、会場の準備・設営、及び片付け・搬出・清掃等の時間も含んで

います。特にサザンクロスホールを使用する方は、時間の配分を十分考慮のう

え当日の日程を作成してください。また、準備・後片付けの時間は催し物の内

容によって異なりますので、ご相談ください。 

■接待用品、事務用品の準備 

 接待器具（茶器、水差し、おしぼり等）や什器、事務用品（用紙、マジックイ

ンキ、セロテープ等）はすべて使用者側でご用意ください。 

■原状復帰 

 使用が終了したときは、速やかに施設及び備品等を原状に復してください。ま

た、持込み品は撤去し、使用施設の清掃を終了した時点で職員の点検を受けて

ください。会場入り口等に催し物を表示した看板、ポスター、チラシ等は、終

了後速やかに撤去し、お持ち帰りください。 

■使用上の注意 

使用者は、次の事について関係者及び入場者に対して周知徹底してください。 

 ○使用の許可を受けた施設の定員を超えて入場させないこと。 

 ○地震・火災等の非常事態に備え、事前に非常口、避難経路を確認し、入場者

の安全を確保すること。 

○許可を受けないで、南図書館内外において、寄付金の募集や物品の販売、陳



列等をしないこと。 

 ○壁・柱・ガラス等に張り紙をしたり、粘着テープ、釘、ネジ等を使用しない

こと。 

 ○許可を得ず、写真撮影、録音等をしないこと。 

 ○ロールバックチェア使用時は、客席では飲食をしないこと。 

 ○敷地内は全面禁煙です。 

 ○持ち込んだ弁当や飲み物の空箱、空き缶ビン等は、必ず使用者側で持ち帰る

こと。 

 ○危険物、ペット（ほじょ犬を除く）等を施設内に持ち込まないこと。 

 ○下駄、泥靴、幼児の音の出る靴等で入館をしないこと。 

 ○施設内での私物、貴重品は、使用者側で責任を持って管理すること。 

 ○管理上必要のあるときは、南図書館係員が会場内に立ち入ることもありま

すので、あらかじめご承知おきください。 

 ○その他、南図書館の指示に従うこと。 

■損害賠償 

 施設使用にあたっては、破損・汚損・紛失等のないようご留意ください。また

そのような事例が発生した場合は、直ちに図書館職員にお知らせください。 

 なお、損害については、主催者の責任で賠償していただきます。 

■駐車場の管理 

 使用日に多数の駐車場利用がある場合は、主催者の責任で駐車場係員を配置

し、誘導・整理等を行ってください。駐車台数に制限がありますので、関係者、

入場者の方は、なるべく同乗してご来館いただくか、公共交通機関のご利用を

お願いいたします。また南図書館周辺の道路は駐車禁止ですのでご注意くだ

さい。 

■その他 

 事前に整理券・招待券・割引券等を配布し、開場時刻前に多数の入場者が集ま

ると予測される場合は、主催者は責任をもって人員を配置して整理し、混乱や

事故を防止するとともに、他の施設利用者の妨げにならないよう十分配慮く

ださい。 

 

※施設使用料について 

 １．入場料とは入場料またはこれに類するものをいい、入場料等の最高額とは

一人当たりの徴収額の最高額をいう。 

２．準備のために使用する場合の金額は、入場料等を徴収しない場合において

使用するときの金額に 100 分の 70 を乗じて得た額（１０円未満の端数

が生じたときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

３．やむを得ず使用時間帯の前後にサザンクロスホールを使用するときの金額

は、当該時間帯の直近の時間帯の使用料に超過時間３０分につき（３０分

未満は３０分とする）100分の 15を乗じて得た額（１０円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り捨てた額）とする。 



   

サザンクロスホール（舞台） 

間口１２ｍ （音響反射板使用時１５ｍ）  

奥行７．３ｍ プロセニアム高６．５ｍ 

音響反射板（天井、正面、側面）  

ロール式スクリーン 

グランドピアノ（ＹＡＭＡＨＡ Ｃ７） 

 

 

   

サザンクロスホール（客席） 

ロールバックチェア３１２席にセット。 

舞台との間にスタッキングチェアーを 

設置することにより、定員４００名に 

することができます。 

ご希望により１９２席のセットもできます。                              

難聴者用磁気ループ席 ３０席（ホールＡ） 

 

     

         サザンクロスホール      

ロールバックチェアや可動パーテーションの併

用により催し物の規模や内容に柔軟に対応で

きる客席可変ホールです 

ホールＡ（６ｍ×１６ｍ） ホールＢ（５.８ｍ×１６

m） ホールＣ（５.８ｍ×１６.６ｍ） 分割使用が

可能です。 

                   

                      

 

  

楽屋 

 ２５．９２㎡ 収容人数 ８名 

 楽屋１・２に分割使用が可能です 

鏡・洗面台 更衣台は両方にあります 

楽屋１・２とも ３．６ｍ×３．６ｍ 

 １２．９６ ㎡ 収容人数４名 



 

サザンクロスホール（ホワイエ） 

 

催し物開催時の受付等にご利用ください 

 

 

 

 

 

 

 

会議室（イメージ 写真です）  

研修・会議に利用できる他、壁面鏡もあり、    

ダンスレッスンにも利用できます。定員 60名 

 

 

    会議室 

テーブル・椅子は収納した状態でお貸しいた

します。 

１００㎡ 定員６０名  分割使用可 

会議室１ ５１．７９㎡  

会議室２ ４４．８４㎡   

テーブル 1,800Ｗ×450Ｄ×700H ２０台 

椅子 ６０脚 

ＡＶワゴン、プロジェクター、スクリーン 

ホワイトボード 

 

ギャラリー 

通常時は収納されている可動式のパーテーシ

ョンにより作品展示等のギャラリーとして。フレ

キシブルな展示空間が可能です。 

5,600Ｗ×2,865Ｈ （３枚） 

5,448Ｗ×2,865Ｈ （3分割） 

6,399Ｗ×2,865Ｈ （3分割） 



宇都宮立南図書館平面図（ホール部分）

多目的ﾎｰﾙ 

ｷﾞｬﾗﾘｰ 

飲食ｽﾍﾟｰｽ 
ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ 

会議室 

学習閲覧室 

２階 

１階 

ﾎﾜｲｴ 

屋外機置場 

多目的ホール 
上部吹抜 

吹抜 

吹抜 

舞台上部 

南玄関 

東玄関 

北玄関







 

○関東バスご利用の場合 

 ＪＲ宇都宮駅西口バスのりば  雀宮陸上自衛隊行き、または石橋駅行き   

雀宮駅入口下車 徒歩１５分 

 東武宇都宮線西川田駅東口バスのりば 雀宮駅行き 雀宮駅下車 徒歩５分 

○電車ご利用の場合 

 ＪＲ雀宮駅東口より 徒歩５分 

○自家用車ご利用の場合 

 北関東自動車道 宇都宮上三川ＩＣから４.５Ｋｍ １０分 
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