
 

   境港市民交流センター条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の

２第１項の規定に基づき、市民相互の交流、市民の文化芸術活動の振興を図り、豊かな文

化と笑顔あふれるまちを実現する新たなコミュニティを創生するとともに、災害時の防災

拠点となることを目的として、市民交流センターを設置し、その管理及び運営について必

要な事項を定めることを目的とする。 

 （名称及び位置） 

第２条 市民交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

  名称 境港市民交流センター 

  位置 境港市上道町3,000番地 

 （施設の構成） 

第３条 市民交流センターは、次の各号に掲げる施設をもって構成する。 

（１）交流センター 

（２）境港市民図書館 

 （所管等） 

第４条 前条の施設は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）

第32条の規定に基づき、教育委員会が所管する。 

２ 境港市民図書館の設置及び管理等については、境港市民図書館設置条例（昭和62年境港

市条例第11号）の規定によるものとする。 

 （指定管理者による管理） 

第５条 市長は、法第244条の２第３項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が

指定するもの（以下「指定管理者」という。）に、交流センターに係る次の各号に掲げる

業務を行わせることができる。 

（１）市民がつどい、つながり、学びあう新たなコミュニティを創生するための企画及び実 

践並びにこれらを担う人材の育成に関する業務 

（２）交流センターの施設及び設備の使用許可並びに使用料の徴収に関する業務 

（３）交流センターの施設、設備及び器具の維持管理に関する業務 

（４）舞台芸術、音楽、美術その他芸術文化事業の企画、制作及び実施に関する業務 

（５）前各号に掲げるもののほか、第１条に規定する目的の達成のために必要な業務及び交

流センターの運営に関する業務（市長のみの権限に属する事務を除く。） 

 （指定管理者の管理の期間） 

第６条 前条の指定の期間は、３年とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。 

２ 前項の指定の期間は、市長が特に必要があると認める場合は、変更することができる。 

 （休館日及び開館時間） 

第７条 交流センターの休館日は、年末年始（12月29日から翌年１月３日までの日）とする。 



 

２ 交流センターの開館時間は、午前９時から午後10時までとする。 

３ 前２項の休館日及び開館時間は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委

員会の承認を得て、変更することができる。 

 （使用の許可） 

第８条 交流センターの施設で、別表に掲げるもの（以下「市民ホール等」という。）を使

用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。 

 （使用の不許可） 

第９条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市民ホール等の使用を許可

しない。 

（１）公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

（２）施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

（３）境港市暴力団排除条例（平成23年境港市条例第14号）第２条第１号に規定する暴力団

の利益になると認められるとき。 

（４）その他市民ホール等の管理運営上支障があると認められるとき。 

 （条件つき許可） 

第10条 教育委員会は、市民ホール等の管理運営上必要があると認めるときは、市民ホール

等の使用許可に条件を付すことができる。 

 （許可の取消し等） 

第11条 教育委員会は、市民ホール等の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）が

次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可の条件を変更し、市民ホール等への入館

を禁じ、又は使用停止若しくは退館を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。 

（１）この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。 

（２）虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。 

（３）公益上やむを得ない事由が生じたとき。 

（４）第９条各号の規定のいずれかに該当する事由が生じたとき。 

（５）前条の規定に基づく許可条件に違反したとき。 

２ 前項の規定による使用許可の取消し等（使用者の責めに帰することができない事由によ

るものを除く。）により、使用者に損害を生ずることがあっても、教育委員会は賠償の責

めを負わない。 

 （使用料） 

第12条 使用者は、別表に定める使用料を使用許可と同時に、また付属設備及び器具等の使

用者は、規則で定める額の使用料を使用終了と同時に納付しなければならない。ただし、

教育委員会が、特別に事情があると認めるときは、この限りでない。 

 （使用料の減免） 

第13条 市長は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおり使用料を減免する

ことができる。 

（１）境港市立の学校若しくは保育園が主催し、又は参加して行う場合 減額又は免除 



 

（２）その他市長が特に必要があると認める場合 減額又は免除 

 （使用料の還付） 

第14条 すでに納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに

該当するときは、使用料の還付をすることができる。 

（１）使用者が、その責めに帰することができない理由により、市民ホール等を使用するこ

とができなくなったとき、又は使用の許可を取消されたとき。 

（２）使用者が、使用開始の日前における規則で定める日までに使用の取消を申し出たとき。 

 （利用料金） 

第15条 市長は、法第244条の２第８項の規定により、指定管理者に市民ホール等の利用に

関する料金（以下「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させること

ができる。 

２ 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、使用者は、指定管

理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。 

３ 利用料金の額は、別表及び規則に定める使用料の額の範囲内で、あらかじめ市長の承認

を得て指定管理者が定めるものとする。 

 （利用料金の減免及び還付） 

第16条 指定管理者は、前条の利用料金の減免又は還付をすることができる。 

２ 前項の減免又は還付は、市長の承認を得て指定管理者が定める基準に従って行うものと

する。 

 （特別の設備等の許可） 

第17条 使用者は、市民ホール等に特別の設備をし、又は付属する器具以外の器具を搬入し、

使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。 

２ 第10条の規定は、前項の許可について準用する。 

 （使用権の譲渡等の禁止） 

第18条 使用者は、許可を受けた目的以外に市民ホール等を使用し、又は使用の権利を譲渡

し、若しくは転貸してはならない。 

 （原状回復の義務） 

第19条 使用者は、市民ホール等の使用が終わったときは、速やかに設備等を原状に復し、

搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第１項の規定により市民ホール等の使用

の停止等を命じられたときも同様とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた

場合は、この限りでない。 

２ 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に復し、これに要し

た費用を使用者から徴収する。 

 （損害賠償の義務） 

第20条 使用者は、交流センター及びこれに付属する設備若しくは器具等を毀損し、汚損し、

又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。入場者に起

因する損害についても同様とする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認め



 

た場合は、損害額を減額し、又は免除することができる。 

 （職員の立入り） 

第21条 使用者は、使用中の場所に職員が職務執行のために立ち入るときは、これを拒むこ

とができない。 

 （目的外使用の許可） 

第22条 第１条に規定する目的以外の目的に市民ホール等を使用しようとする者は、教育委

員会の許可を受けなければならない。 

 （指定管理者による管理に当たっての読み替え） 

第23条 第５条の場合にあっては、第８条から第12条まで、第17条、第19条及び前条の規定

を準用する。この場合において、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」

とする。 

 （委任） 

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

 



 

別表（第８条、第12条及び第15条関係） 

備考 

１ 市民ホールのＡとは、営利目的以外で入場料その他これに類する料金（以下「入

場料等」という。）を徴収しない場合、Ｂとは、営利目的以外で入場料等を徴収す

る場合、Ｃとは、営利目的で使用する場合をいう。 

２ 市民ホールを準備等のため使用するときは、この表に定める使用料の50パーセン

ト相当額（10円未満の端数がある場合は切り上げ）を徴収する。 

３ 市民ホール（平土間）には、市民ホール舞台は含まない。市民ホール舞台を併せ

て使用する場合は、市民ホール（平土間）使用料とは別に市民ホール舞台使用料を

徴収する。 

４ 市民ホール（平土間）個人利用（１人につき）については、市民ホール（平土間）

を一般開放する場合に利用者が支払うべき額とする。 

５ 楽屋の使用は、市民ホールでの公演時における出演者等の使用に限る。 

６ 和室を１部屋のみ使用する場合は、この表に定める使用料の50パーセント相当額

（10円未満の端数がある場合は切り上げた額）を徴収する。 

７ 会議室を営利目的で使用する場合は、基本料金の100パーセント増しの料金とす

る。 

9:00～17:00 17:00～22:00

１時間あたり １時間あたり １時間あたり 全日

A ６，０００円 ７，５００円 ８５，５００円 ７，９００円 ９２，４３０円

B 　７，５００円 ９，３８０円 １０６，９００円 ９，８７０円 １１５，４８０円

C １２，０００円 １５，０００円 １７１，０００円 １５，７９０円 １８４，７５０円

１５０円 １９０円 ２，１５０円 ２００円 ２，３４０円

１５０円 １９０円 ２，１５０円 ２００円 ２，３４０円

全部 １，３００円 １，６３０円 １８，５５０円 １，７２０円 ２０，１３０円

１／３ ４４０円 ５５０円 ６，２７０円 ５８０円 ６，７９０円

２／３ ８７０円 １，０９０円 １２，４１０円 １，１５０円 １３，４６０円

全部 ６５０円 ８２０円 ９，３００円 ８６０円 １０，０７０円

１／２ ３３０円 ４２０円 ４，７４０円 ４４０円 ５，１５０円

４３０円 ５４０円 ６，１４０円 ５７０円 ６，６７０円

１００円 １３０円 １，４５０円 １４０円 １，６４０円

１００円 １３０円 １，４５０円 １４０円 １，６４０円

全部

１／２

１／４

午前 午後 夜間 全日

9:00～１3:00 13:00～１7:00 17:00～22:00 9:00～22:00

３００円

楽屋・スタッフルーム

リハーサル室兼小会議室

区分

使用料

平日
土日祝日

全日

市民ホール

１時間あたり１，５００円

大会議室

中会議室

和室

エントランス

弓ヶ浜広場

市民ホール舞台

１００円

個人利用

（１人につ

き）

市民ホール

（平土間）

１時間あたり４，５００円

１時間あたり２，２５０円

１時間あたり１，１３０円



 

８ 使用時間を超過したときは、１時間につき超過した時間帯の30パーセント相当額

を別に徴収する。この場合において、30分を超えたときは１時間とみなす。 

 

 

 


