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○倉吉市関金都市交流センターの設置及び管理に関する条例 

平成17年３月１日条例第31号 

改正 

平成17年12月26日条例第120号 

平成22年３月18日条例第５号 

平成23年３月31日条例第２号 

平成25年３月27日条例第８号 

平成25年12月25日条例第34号 

倉吉市関金都市交流センターの設置及び管理に関する条例 

（趣旨） 

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、倉吉市関金都市交流センターの設置及び管理について必要な事項を定める

ものとする。 

（設置） 

第２条 住民の余暇活動と交流を助長し、健康で文化的な生活の向上に資するため、倉吉市関金

都市交流センター（以下「交流センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

(１) 名称 倉吉市関金都市交流センター 

(２) 位置 倉吉市関金町関金宿 

（指定管理者による管理） 

第４条 市長は、法第244条の２第３項の規定により指定する法人その他の団体（以下「指定管理

者」という。）に交流センターの管理運営を行わせるものとする。 

（指定管理者の業務） 

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 交流センターの利用の許可に関する業務 

(２) 交流センターの施設等の維持管理に関する業務 

(３) その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務 

（利用時間及び休館日） 

第６条 交流センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、あ

らかじめ市長の承認を得て、利用時間及び休館日を変更することができる。 

(１) 利用時間 午前10時から午後９時までとする。 

(２) 休館日 毎月第２月曜日及び第４月曜日（その日が休日（国民の祝日に関する法律(昭和

23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)である場合は、その直後の休日でない

日)並びに12月31日とする。 

（利用の許可） 

第７条 交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければな

らない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。 

（許可の基準） 
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第８条 指定管理者は、交流センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合

を除き、利用を許可するものとする。 

(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、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。 

(３) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号

に規定する暴力団の利益になると認められるとき。 

(４) その他管理上支障があると認められるとき。 

（目的外利用等の禁止） 

第９条 第７条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、当該許可を受けた目的

以外の目的に交流センターを利用し、又はその権利を第三者に譲渡してはならない。 

（専門技術者の配置） 

第９条の２ 利用者は、交流センターの照明設備又は音響設備を利用しようとするときは、簡易

な場合を除き、専門的知識を有する者を配置しなければならない。 

（特別設備等の制限） 

第10条 利用者は、交流センターに特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ指定管理者

の許可を受けなければならない。 

（利用許可の取消し等） 

第11条 指定管理者は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、第７条第１項の許可を取り消し、交流センターの利用を制限し、若しくは停止する

ことができる。この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者

はその責めを負わない。 

(１) この条例に違反したとき。 

(２) この条例の規定に基づく許可の目的又は条件に違反したとき。 

(３) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。 

(４) その他交流センターの管理上支障があると認めるとき。 

（利用料金） 

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、交流センターの利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）を納付しなければならない。 

２ 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得

て定めるものとする。 

３ 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。 

（利用料金の減免） 

第13条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除

することができる。 

（利用料金の不還付） 

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用でき

なくなったときその他特別の理由があるときは、この限りでない。 

（原状回復の義務） 

第15条 利用者は、交流センターの利用を終了したとき又は第11条の規定により許可を取り消さ

れ、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただ
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し、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。 

（損害賠償の義務） 

第16条 利用者は、交流センターの施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、

その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この

限りでない。 

（委任） 

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年３月22日から施行する。 

（関金町の編入に伴う経過措置） 

２ 関金町の編入の日（以下「編入日」という。）前に、関金町都市交流センターの設置及び管

理に関する条例（平成７年関金町条例第13号。以下「旧町の条例」という。）の規定によりな

された処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ 編入日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いにつ

いては、旧町の条例の例による。 

附 則（平成17年12月26日条例第120号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に改正前の倉吉市関金都市交流センターの設置及び管理に関する条例

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、

手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成22年３月18日条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、改正前の倉吉市関金都市交流センターの設置及び管理に関する条例に

基づき、現に利用許可を受けている者の利用料金は、なお従前の例による。 

附 則（平成23年３月31日条例第２号） 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成25年３月27日条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年12月25日条例第34号抄） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成26年４月１日から施行する。（後略） 

（倉吉市関金都市交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３条 第３条の規定による改正後の倉吉市関金都市交流センターの設置及び管理に関する条例

別表の規定は、施行日以後の利用（公布日以後に許可したものに限る。）に係る利用料金につ

いて適用し、施行日前までの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。 
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別表（第12条関係） 

利用料金上限額 

(１) 交流ホール 

  

区分 

午前 午後 夜間 全日 

午前10時から 

正午まで 

午後１時から 

午後５時まで 

午後６時から 

午後９時まで 

午前10時から 

午後９時まで 

営利を目的とせず、入場料を

徴収しない場合 
 4,320円 8,640円 8,430円 23,760円

営利を目的とせず、1,000円未

満の入場料を徴収する場合 

平日 6,480円 12,960円 12,630円 35,640円

休日 8,100円 16,200円 15,790円 44,550円

営利を目的とせず、1,000円以

上3,000円未満の入場料を徴

収する場合 

平日 8,640円 17,280円 16,850円 47,520円

休日 10,800円 21,600円 21,060円 59,400円

営利を目的とせず、3,000円以

上の入場料を徴収する場合又

は営利、営業、宣伝等の目的

をもって入場させる場合 

平日 10,800円 21,600円 21,060円 59,400円

休日 13,500円 27,000円 26,330円 74,250円

(２) 体験ホール 

  

区分 

午前 午後 夜間 全日 

午前10時から 

正午まで 

午後１時から 

午後５時まで 

午後６時から 

午後９時まで 

午前10時から 

午後９時まで 

営利を目的とせず、入場料を

徴収しない場合 
 2,160円 4,320円 4,210円 11,880円

営利を目的とせず、1,000円未

満の入場料を徴収する場合 

平日 3,240円 6,480円 6,320円 17,820円

休日 4,050円 8,100円 7,890円 22,270円

営利を目的とせず、1,000円以

上3,000円未満の入場料を徴

収する場合 

平日 4,320円 8,640円 8,430円 23,760円

休日 5,400円 10,800円 10,530円 29,700円

営利を目的とせず、3,000円以

上の入場料を徴収する場合又

は営利、営業、宣伝等の目的

をもって入場させる場合 

平日 5,400円 10,800円 10,530円 29,700円

休日 6,750円 13,500円 13,160円 37,130円

備考 

１ この表において「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178

号）に規定する休日をいい、「平日」とは、休日以外の日をいう。 

２ この表において「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他入場者から入場の対

価として徴収するものをいう。この場合において、額の異なる入場料を徴収するときは、
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当該最高額の入場料をもって入場料の額とする。 

３ 正午から午後１時まで又は午後５時から午後６時までの間に利用する場合は、午後の金

額を４で除して得た額（10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）をこの表に

より算定した額に加算するものとし、午後９時を超えて延長利用する場合は、夜間の金額

を３で除して得た額（10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）に利用した時

間（利用時間が１時間未満であるとき又は利用時間に１時間未満の時間を生じたときは、

当該１時間未満の時間を１時間とした時間）数を乗じて得た額をこの表により算定した額

に加算するものとする。 

４ 冷暖房を利用する場合は、営利を目的とせず、入場料を徴収しない場合の金額に10分の

３を乗じて得た額（10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）を加算するもの

とする。 

５ 電気を使用する機器を持ち込んで利用する場合は、当該機器の定格消費電力１キロワッ

ト（端数があるときは、これを切り上げる。）当たり１時間（利用時間が１時間未満であ

るとき又は利用時間に１時間未満の時間を生じたときは、当該１時間未満の時間を１時間

とした時間）につき60円をこの表により算定した額に加算するものとする。 


