
○倉吉市立伯耆しあわせの郷の設置及び管理に関する条例 

平成５年３月30日条例第１号 

改正 

平成９年３月27日条例第５号 

平成12年３月31日条例第７号 

平成13年３月30日条例第９号 

平成17年３月18日条例第89号 

平成17年12月26日条例第121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 

平成29年９月15日条例第19号 

倉吉市立伯耆しあわせの郷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、倉吉市立伯耆しあわせの郷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 市民みんなが手を携え、新しいまちづくりを目指し、働き、集い、まじわり、楽しみ、

すこやかな心と健康な身体を維持しながら、豊かで明るい長寿社会を実現していくため、倉吉

市立伯耆しあわせの郷を設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 倉吉市立伯耆しあわせの郷の名称及び位置は、次のとおりとする。 

(１) 名称 倉吉市立伯耆しあわせの郷 

(２) 位置 倉吉市小田 

２ 前項の倉吉市立伯耆しあわせの郷に、次のとおり分館を置く。 

名称 位置 

倉吉市立伯耆しあわせの郷関金分館陶芸棟 倉吉市関金町関金宿 

倉吉市立伯耆しあわせの郷関金分館園芸棟 

（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。）に倉吉市立伯耆しあわせの郷（分館を含む。以下「しあわせの郷」という。）

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) しあわせの郷の利用の許可に関する業務 

(２) しあわせの郷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 

（開館時間及び休館日） 

1/6 



第６条 しあわせの郷の開館時間及び休館日は、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、開館時間及び休館日を変更することができる。 

(１) 開館時間 午前９時から午後８時までとする。 

(２) 休館日 月曜日（その日が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

休日である場合はその翌日）並びに１月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日ま

でとする。 

（利用の許可） 

第７条 しあわせの郷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） 

第８条 指定管理者は、しあわせの郷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

以外の目的にしあわせの郷を利用し、又はその権利を第三者に譲渡してはならない。 

（特別設備等の制限） 

第10条 利用者は、しあわせの郷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、又はしあわせの郷の利用を制限し、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) その他しあわせの郷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、倉吉市立伯耆しあわせの郷の利用に係る料金（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、別表に定める金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） 

2/6 



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、しあわせの郷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

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、しあわせの郷の施設、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 

この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月27日条例第５号抄） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

６ 改正後の倉吉市立伯耆しあわせの郷の設置及び管理に関する条例第８条第１項の規定は、こ

の条例の施行の日以後に利用する利用料から適用する。 

附 則（平成12年３月31日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12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、この条例による改正前の条例の規定に基づき、現に使用許可又は利用

許可を受けている者の使用料又は利用料金は、なお従前の例による。 

附 則（平成13年３月30日条例第９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成13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、現にこの条例による改正前の倉吉市立伯耆しあわせの郷の設置及び管

理に関する条例の規定により利用許可を受けているものに係る利用料金については、なお従前

の例による。 

附 則（平成17年３月18日条例第89号） 

この条例は、平成17年３月22日から施行する。 

附 則（平成17年12月26日条例第121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。 

（倉吉市立関金しあわせの郷の設置及び管理に関する条例の廃止） 
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２ 倉吉市立関金しあわせの郷の設置及び管理に関する条例（平成17年倉吉市条例第37号。以下

「旧条例」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の日前に改正前の倉吉市立伯耆しあわせの郷の設置及び管理に関する条例及

び旧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） 

（倉吉市立伯耆しあわせの郷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10条 第12条の規定による改正後の倉吉市立伯耆しあわせの郷の設置及び管理に関する条例の

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。 

附 則（平成29年９月15日条例第19号） 

この条例は、平成29年10月１日から施行する。 

別表（第12条関係） 

(１) 専用利用 

施設名 

金額 

午前 午後 夜間 昼間 午後及び夜

間 

全日 超過時間（１時間に

つき） 

午前９

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

８時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時か

ら午後８時

まで 

午前９時

から午後

８時まで 

正午以

降 

午後５時以

降 

娯楽室 1,040円 1,430円 910円 2,080円 1,950円 2,730円 390円 520円 

小研修室 1,040円 1,430円 910円 2,080円 1,950円 2,730円 390円 520円 

中研修室 1,300円 1,820円 1,170円 2,600円 2,470円 3,370円 520円 650円 

大研修室 1,950円 2,600円 1,690円 3,890円 3,630円 4,930円 780円 910円 

小会議室 700円 960円 610円 1,390円 1,300円 1,820円 260円 350円 

大会議室 1,950円 2,600円 1,690円 3,890円 3,630円 4,930円 780円 910円 

陶芸工房 2,600円 3,240円 1,950円 4,930円 4,410円 6,230円 910円 1,040円 

織物工房 2,600円 3,240円 1,950円 4,930円 4,410円 6,230円 910円 1,040円 

郷土玩具工

房 

1,950円 2,600円 1,690円 3,890円 3,630円 4,930円 780円 910円 

郷土民具工 2,600円 3,240円 1,950円 4,930円 4,410円 6,230円 910円 1,040円 
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房 

農産物加工

室 

2,600円 3,240円 1,950円 4,930円 4,410円 6,230円 910円 1,040円 

調理実習室 2,600円 3,240円 1,950円 4,930円 4,410円 6,230円 910円 1,040円 

展示ホール 2,600円 3,240円 2,270円 4,930円 4,670円 6,480円 850円 1,170円 

イベント・ホ

ール 

5,190円 6,480円 4,540円 9,850円 9,340円 12,960円 1,690円 2,340円 

ゲートボー

ル場 

１面２時間につき 130円 

テニスコー

ト 

１面２時間につき 大人260円、小・中人130円 

多目的広場 ２時間につき 650円 

備考 

１ 冷暖房を利用した場合の利用料金は、５割相当額を加算する。 

２ 入場料その他これに類する料金を徴収するとき又は営利の目的で利用する場合の利用

料金は、10割相当額を加算する。 

３ 各時間区分未満の端数は、それぞれの時間区分とする。 

４ 超過時間の１時間未満の端数は１時間とする。 

(２) 個人利用 

施設名 

金額 

午前 午後 夜間 昼間 午後及び夜

間 

全日 超過時間（１時間に

つき） 

午前９

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

８時まで 

午前９時

から午後

５時まで 

午後１時か

ら午後８時

まで 

午前９時

から午後

８時まで 

正午以

降 

午後５時以

降 

陶芸工房 260円 330円 200円 500円 450円 630円 100円 110円 

織物工房 260円 330円 200円 500円 450円 630円 100円 110円 

郷土玩具工

房 

200円 260円 180円 390円 370円 500円 90円 100円 

郷土民具工

房 

260円 330円 200円 500円 450円 630円 100円 110円 

農産物加工

室 

260円 330円 200円 500円 450円 630円 100円 110円 

調理実習室 260円 330円 200円 500円 450円 630円 100円 110円 

トレーニン

グ・ルーム 

１人 130円 

シャワー室 １人 130円 

備考 
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１ 次のいずれかに該当する者の個人利用に係る利用料金は、無料とする。 

ア 70歳以上の者 

イ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費（指定難病）医

療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者及びその介護者 

ウ 介護保険法（平成９年法律第123号）の規定により要介護認定又は要支援認定を受け

た者及びその介護者 

２ 工房、加工室及び実習室で冷暖房を利用した場合の利用料金は、５割相当額を加算す

る。 

３ 各時間区分未満の端数は、それぞれの時間区分とする。 

４ 超過時間の１時間未満の端数は１時間とする。 
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