
            枚方市立枚方市立枚方市立枚方市立生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民センターセンターセンターセンター条例条例条例条例施行規則施行規則施行規則施行規則    

    

平成平成平成平成18181818年年年年9999月月月月29292929日日日日    

規則第規則第規則第規則第62626262号号号号    

    （（（（趣旨趣旨趣旨趣旨））））    

第第第第１１１１条条条条    このこのこのこの規則規則規則規則はははは、、、、枚方市立枚方市立枚方市立枚方市立生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民センターセンターセンターセンター条例条例条例条例（（（（平成平成平成平成11118888年枚方市条例第年枚方市条例第年枚方市条例第年枚方市条例第45454545号号号号。。。。以下以下以下以下「「「「条条条条

例例例例」」」」というというというという。）。）。）。）のののの施行施行施行施行についてについてについてについて必要必要必要必要なななな事項事項事項事項をををを定定定定めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

（（（（休館日休館日休館日休館日））））    

第第第第２２２２条条条条    条例第条例第条例第条例第４４４４条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第１１１１号号号号のののの規則規則規則規則でででで定定定定めるめるめるめる日日日日はははは、、、、次次次次のののの表表表表のののの左欄左欄左欄左欄にににに掲掲掲掲げるげるげるげる枚方市生涯学習市民枚方市生涯学習市民枚方市生涯学習市民枚方市生涯学習市民

センターセンターセンターセンター（（（（以下以下以下以下「「「「センターセンターセンターセンター」」」」というというというという。）。）。）。）のののの名称名称名称名称のののの区分区分区分区分にににに応応応応じじじじ、、、、同表同表同表同表のののの右欄右欄右欄右欄にににに定定定定めるめるめるめる日日日日とするとするとするとする。。。。    
    

セ ン タ ー のセ ン タ ー のセ ン タ ー のセ ン タ ー の 名名名名 称称称称    休休休休        館館館館        日日日日    

枚方市立楠葉生涯学習市民枚方市立楠葉生涯学習市民枚方市立楠葉生涯学習市民枚方市立楠葉生涯学習市民センターセンターセンターセンター    

第第第第４４４４月月月月曜日曜日曜日曜日    

枚方市立蹉跎生涯学習市民枚方市立蹉跎生涯学習市民枚方市立蹉跎生涯学習市民枚方市立蹉跎生涯学習市民センターセンターセンターセンター    

枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術センターセンターセンターセンター    

枚方市立牧野生涯学習市民枚方市立牧野生涯学習市民枚方市立牧野生涯学習市民枚方市立牧野生涯学習市民センターセンターセンターセンター    

枚方市立津田生涯学習市民枚方市立津田生涯学習市民枚方市立津田生涯学習市民枚方市立津田生涯学習市民センターセンターセンターセンター    

枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民センターセンターセンターセンター    

枚方市立南部生涯学習市民枚方市立南部生涯学習市民枚方市立南部生涯学習市民枚方市立南部生涯学習市民センターセンターセンターセンター    
第第第第４４４４火曜日火曜日火曜日火曜日    

枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報プラザプラザプラザプラザ    

枚方市立枚方市立枚方市立枚方市立サンプラザサンプラザサンプラザサンプラザ生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民センターセンターセンターセンター    

第第第第４４４４日曜日日曜日日曜日日曜日（（（（国民国民国民国民のののの祝日祝日祝日祝日にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（（（（昭和昭和昭和昭和

23232323年法律第年法律第年法律第年法律第178178178178号号号号））））にににに規定規定規定規定するするするする国民国民国民国民のののの祝日祝日祝日祝日にににに当当当当

たるたるたるたる日日日日をををを除除除除くくくく。）。）。）。）    
    

（（（（使用使用使用使用のののの許可許可許可許可のののの申請申請申請申請））））    

第第第第３３３３条条条条    条例第条例第条例第条例第５５５５条条条条のののの規定規定規定規定によりセンターのによりセンターのによりセンターのによりセンターの施設及施設及施設及施設及びびびび附属設備附属設備附属設備附属設備（（（（以下以下以下以下「「「「センターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等」」」」といといといとい

うううう。）。）。）。）のののの使用使用使用使用のののの許可許可許可許可（（（（第第第第６６６６条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる申請申請申請申請にににに係係係係るものをるものをるものをるものを除除除除くくくく。）。）。）。）をををを受受受受けようとするものはけようとするものはけようとするものはけようとするものは、、、、

枚方市立枚方市立枚方市立枚方市立生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民センターセンターセンターセンター使用許可申請書使用許可申請書使用許可申請書使用許可申請書（（（（様式第様式第様式第様式第１１１１号号号号））））をををを市長市長市長市長にににに提出提出提出提出しなければならなしなければならなしなければならなしなければならな

いいいい。。。。    

２２２２    前項前項前項前項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、第第第第５５５５条条条条のののの規定規定規定規定によによによによるるるる使用使用使用使用者者者者ＩＤＩＤＩＤＩＤ番号番号番号番号のののの付与付与付与付与をををを受受受受けているけているけているけているものものものものはははは、、、、イイイイ

ンターネットをンターネットをンターネットをンターネットを利用利用利用利用してしてしてして、、、、使用使用使用使用のののの許可許可許可許可のののの申請申請申請申請をををを行行行行うことができるうことができるうことができるうことができる。。。。    

    （（（（申請申請申請申請のののの時期時期時期時期等等等等））））    

第第第第４４４４条条条条    前前前前条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる使用使用使用使用のののの許可許可許可許可のののの申請申請申請申請はははは、、、、次項第次項第次項第次項第１１１１号号号号にににに定定定定めるものにめるものにめるものにめるものに限限限限りりりり、、、、使用日使用日使用日使用日のののの属属属属するするするする

月月月月のののの前々月前々月前々月前々月の１の１の１の１日日日日からからからから10101010日日日日までのまでのまでのまでの間間間間においてにおいてにおいてにおいて行行行行うことがでうことがでうことがでうことができるきるきるきる。。。。このこのこのこの場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける使用使用使用使用のののの許可許可許可許可をををを

受受受受けるもののけるもののけるもののけるものの決定決定決定決定はははは、、、、当該期間内当該期間内当該期間内当該期間内にににに当該当該当該当該使用使用使用使用のののの許可許可許可許可のののの申請申請申請申請をををを行行行行ったものによるったものによるったものによるったものによる抽選抽選抽選抽選（（（（当該申請当該申請当該申請当該申請をををを

行行行行ったものがったものがったものがったものが複数複数複数複数いないいないいないいない場合場合場合場合にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、当該申請当該申請当該申請当該申請をををを行行行行ったものとするったものとするったものとするったものとする。）。）。）。）によるものとするによるものとするによるものとするによるものとする。。。。    

２２２２    前項後段前項後段前項後段前項後段のののの規定規定規定規定によるによるによるによる使用使用使用使用のののの許可許可許可許可のののの決定決定決定決定がががが行行行行われなかったわれなかったわれなかったわれなかった使用区分使用区分使用区分使用区分にににに係係係係るるるる使用使用使用使用のののの許可許可許可許可のののの申請申請申請申請

はははは、、、、次次次次のののの各号各号各号各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる申請申請申請申請しようとするもののしようとするもののしようとするもののしようとするものの区分区分区分区分にににに応応応応じじじじ、、、、当該各号当該各号当該各号当該各号にににに定定定定めるめるめるめる日日日日（（（（そのそのそのその日日日日がががが休館休館休館休館

日日日日にににに当当当当たるときはたるときはたるときはたるときは、、、、そのそのそのその翌日翌日翌日翌日））））からからからから行行行行うことができるうことができるうことができるうことができる。。。。    

⑴⑴⑴⑴    次号及次号及次号及次号及びびびび第第第第３３３３号号号号にににに掲掲掲掲げるものげるものげるものげるもの以外以外以外以外のもののもののもののもの    使用日使用日使用日使用日のののの６６６６週前週前週前週前のののの日日日日    



    ⑵⑵⑵⑵    主主主主にににに営利活動営利活動営利活動営利活動、、、、政治活動政治活動政治活動政治活動又又又又はははは宗教活動宗教活動宗教活動宗教活動をををを行行行行うことをうことをうことをうことを目的目的目的目的とするとするとするとする団体団体団体団体（（（（次号次号次号次号においてにおいてにおいてにおいて「「「「営利団営利団営利団営利団

体等体等体等体等」」」」というというというという。）。）。）。）でででで市内市内市内市内にににに所在所在所在所在するものするものするものするもの    使用日使用日使用日使用日のののの４４４４週前週前週前週前のののの日日日日    

    ⑶⑶⑶⑶    個人個人個人個人、、、、主主主主にににに市民以外市民以外市民以外市民以外のののの者者者者でででで構成構成構成構成するするするする団体団体団体団体及及及及びびびび営利団体等営利団体等営利団体等営利団体等でででで市外市外市外市外にににに所在所在所在所在するものするものするものするもの    使用日使用日使用日使用日当日当日当日当日    

３３３３    前前前前２２２２項項項項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、市長市長市長市長がががが特特特特にににに必要必要必要必要とととと認認認認めるめるめるめる場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける使用使用使用使用のののの許可許可許可許可のののの申請申請申請申請のののの時期時期時期時期にににに

ついてはついてはついてはついては、、、、別別別別にににに定定定定めるところによるめるところによるめるところによるめるところによる。。。。    

（（（（使用使用使用使用者者者者ＩＤＩＤＩＤＩＤ番号番号番号番号のののの付与付与付与付与））））    

第第第第５５５５条条条条    市長市長市長市長はははは、、、、インターネットをインターネットをインターネットをインターネットを利用利用利用利用ししししてててて、、、、センターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等のののの使用使用使用使用のののの許可許可許可許可のののの申請申請申請申請をををを行行行行おうとすおうとすおうとすおうとす

るものにるものにるものにるものに対対対対しししし、、、、使用者使用者使用者使用者ＩＤＩＤＩＤＩＤ番号番号番号番号をををを付与付与付与付与することがすることがすることがすることがああああるるるる。。。。このこのこのこの場場場場合合合合においてにおいてにおいてにおいて、、、、当該使用者当該使用者当該使用者当該使用者ＩＤＩＤＩＤＩＤ番号番号番号番号

のののの付与付与付与付与をををを受受受受けようとするものはけようとするものはけようとするものはけようとするものは、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ、、、、枚方市立枚方市立枚方市立枚方市立生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民センターセンターセンターセンター使用者使用者使用者使用者ＩＤＩＤＩＤＩＤ番号付番号付番号付番号付

与申込書与申込書与申込書与申込書（（（（様式第様式第様式第様式第２２２２号号号号））））をををを提出提出提出提出するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

２２２２    市長市長市長市長はははは、、、、前項前項前項前項のののの申込書申込書申込書申込書がががが提出提出提出提出されたされたされたされた場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて適当適当適当適当であるとであるとであるとであると認認認認めたときはめたときはめたときはめたときは、、、、当該申込当該申込当該申込当該申込みをみをみをみを

行行行行ったものにったものにったものにったものに対対対対しししし、、、、枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民センターセンターセンターセンター使用使用使用使用者者者者ＩＤＩＤＩＤＩＤ番号証番号証番号証番号証（（（（様式第様式第様式第様式第３３３３号号号号））））をををを交付交付交付交付すすすす

るるるる。。。。    

３３３３    第第第第１１１１項項項項のののの使用者使用者使用者使用者ＩＤＩＤＩＤＩＤ番号番号番号番号のののの有効期間有効期間有効期間有効期間はははは、、、、前項前項前項前項のののの番号証番号証番号証番号証のののの交付交付交付交付のののの日日日日からからからから当該交付当該交付当該交付当該交付のののの日日日日のののの属属属属するするするする年年年年

度度度度のののの翌年度翌年度翌年度翌年度のののの末日末日末日末日までとするまでとするまでとするまでとする。。。。    

４４４４    第第第第１１１１項項項項のののの使用者使用者使用者使用者ＩＤＩＤＩＤＩＤ番号番号番号番号のののの付与付与付与付与をををを受受受受けているものはけているものはけているものはけているものは、、、、当該当該当該当該申込書申込書申込書申込書にににに記載記載記載記載したしたしたした事項事項事項事項にににに変更変更変更変更があっがあっがあっがあっ

たときはたときはたときはたときは、、、、遅延遅延遅延遅延なくなくなくなく、、、、市長市長市長市長にそのにそのにそのにその旨旨旨旨をををを申申申申しししし出出出出なければならないなければならないなければならないなければならない。。。。    

    （（（（市民市民市民市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー等等等等のののの使用使用使用使用のののの申請申請申請申請等等等等））））    

第第第第６６６６条条条条    センターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等ののののうちうちうちうち市民市民市民市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー及及及及びふれあいホールびふれあいホールびふれあいホールびふれあいホール（（（（以下以下以下以下「「「「市民市民市民市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー等等等等」」」」

というというというという。）。）。）。）のののの使用使用使用使用のののの許可許可許可許可をををを受受受受けようとするものはけようとするものはけようとするものはけようとするものは、、、、枚方市立枚方市立枚方市立枚方市立サンプラザサンプラザサンプラザサンプラザ生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民センターセンターセンターセンター市市市市

民民民民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー及及及及びふれあいホールびふれあいホールびふれあいホールびふれあいホール使用許可申請書使用許可申請書使用許可申請書使用許可申請書（（（（様式第様式第様式第様式第４４４４号号号号））））をををを市長市長市長市長にににに提出提出提出提出しなければならなしなければならなしなければならなしなければならな

いいいい。。。。    

２２２２    前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる使用使用使用使用のののの許可許可許可許可のののの申請申請申請申請はははは、、、、次次次次のののの表表表表のののの左欄左欄左欄左欄にににに掲掲掲掲げるげるげるげる使用日使用日使用日使用日のののの初日初日初日初日がががが属属属属するするするする月月月月のののの区分区分区分区分

にににに応応応応じてじてじてじて同表同表同表同表のののの右欄右欄右欄右欄にににに定定定定めるめるめるめる期期期期間間間間にににに行行行行うことができるうことができるうことができるうことができる。。。。このこのこのこの場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける使用使用使用使用のののの許可許可許可許可をををを受受受受けるもけるもけるもけるも

のののののののの決定決定決定決定はははは、、、、別別別別にににに定定定定めるところによるめるところによるめるところによるめるところによる。。。。    
    

使使使使    用用用用    月月月月    申 請 期申 請 期申 請 期申 請 期 間間間間    

４４４４月月月月から７から７から７から７月月月月までまでまでまで    前年前年前年前年のののの10101010月月月月１１１１日日日日からからからから同月同月同月同月31313131日日日日までまでまでまで    

８８８８月月月月からからからから11111111月月月月までまでまでまで    当年当年当年当年の２の２の２の２月月月月１１１１日日日日からからからから同月末日同月末日同月末日同月末日までまでまでまで    

12121212月月月月からからからから翌年翌年翌年翌年の３の３の３の３月月月月までまでまでまで    当年当年当年当年の６の６の６の６月月月月１１１１日日日日からからからから同月同月同月同月30303030日日日日までまでまでまで    
    

３３３３    前前前前２２２２項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる申請申請申請申請についてについてについてについて、、、、使用使用使用使用のののの許可許可許可許可のののの決定決定決定決定がががが行行行行われなかったわれなかったわれなかったわれなかった使用区分使用区分使用区分使用区分にににに係係係係るるるる使用使用使用使用のののの

許可許可許可許可のののの申請申請申請申請はははは、、、、別別別別にににに定定定定めるところによるめるところによるめるところによるめるところによる。。。。    

４４４４    センターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等のうちのうちのうちのうち窯室及窯室及窯室及窯室及びびびび電気窯電気窯電気窯電気窯のののの使用使用使用使用のののの許可許可許可許可をををを受受受受けようとするものけようとするものけようとするものけようとするものはははは、、、、枚方市立生涯枚方市立生涯枚方市立生涯枚方市立生涯

学習市民学習市民学習市民学習市民センターセンターセンターセンター窯室及窯室及窯室及窯室及びびびび陶芸用電気窯使用許可申請書陶芸用電気窯使用許可申請書陶芸用電気窯使用許可申請書陶芸用電気窯使用許可申請書（（（（様式第様式第様式第様式第５５５５号号号号））））をををを市長市長市長市長にににに提出提出提出提出しなければしなければしなければしなければ

ならないならないならないならない。。。。    

５５５５    前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる使用使用使用使用のののの許可許可許可許可のののの申請申請申請申請のののの時期時期時期時期等等等等についてについてについてについてはははは、、、、別別別別にににに定定定定めるめるめるめる。。。。    

（（（（使用使用使用使用のののの許可許可許可許可））））    



第第第第７７７７条条条条    市長市長市長市長はははは、、、、第第第第３３３３条条条条第第第第１１１１項又項又項又項又はははは第第第第２２２２項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる申請申請申請申請があったがあったがあったがあった場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、適当適当適当適当とととと認認認認めためためためた

ときはときはときはときは、、、、当該申請当該申請当該申請当該申請をををを行行行行ったものにったものにったものにったものに対対対対しししし、、、、枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民センターセンターセンターセンター使用許可書使用許可書使用許可書使用許可書（（（（様式第様式第様式第様式第６６６６

号号号号））））をををを交付交付交付交付するするするする。。。。    

２２２２    市長市長市長市長はははは、、、、前条前条前条前条第第第第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる申請申請申請申請があったがあったがあったがあった場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、適当適当適当適当とととと認認認認めたときはめたときはめたときはめたときは、、、、当該申請当該申請当該申請当該申請

をををを行行行行ったったったったものにものにものにものに対対対対しししし、、、、枚方市立枚方市立枚方市立枚方市立サンプラザサンプラザサンプラザサンプラザ生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習市民市民市民市民センターセンターセンターセンター市民市民市民市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー及及及及びふれあいびふれあいびふれあいびふれあい

ホールホールホールホール使用許可書使用許可書使用許可書使用許可書（（（（様式第様式第様式第様式第７７７７号号号号））））をををを交付交付交付交付するするするする。。。。    

３３３３    市長市長市長市長はははは、、、、前条第前条第前条第前条第４４４４項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる申請申請申請申請があったがあったがあったがあった場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、適当適当適当適当とととと認認認認めたときはめたときはめたときはめたときは、、、、当該申請当該申請当該申請当該申請

をををを行行行行ったものにったものにったものにったものに対対対対しししし、、、、枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民センターセンターセンターセンター窯室及窯室及窯室及窯室及びびびび陶芸用電気窯使用許可書陶芸用電気窯使用許可書陶芸用電気窯使用許可書陶芸用電気窯使用許可書（（（（様式第様式第様式第様式第

８８８８号号号号））））をををを交付交付交付交付するするするする。。。。    

（（（（使用使用使用使用のののの中止中止中止中止等等等等））））    

第第第第８８８８条条条条    前条前条前条前条のののの規定規定規定規定によりによりによりにより使用使用使用使用のののの許可許可許可許可をををを受受受受けたものけたものけたものけたもの（（（（以下以下以下以下「「「「使用者使用者使用者使用者」」」」というというというという。）。）。）。）はははは、、、、センターセンターセンターセンターのののの施施施施

設等設等設等設等のののの使用使用使用使用をををを取取取取りやめようとするときはりやめようとするときはりやめようとするときはりやめようとするときは、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ、、、、枚方市立枚方市立枚方市立枚方市立生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民センターセンターセンターセンター使用中止使用中止使用中止使用中止

届出書届出書届出書届出書（（（（様式第様式第様式第様式第９９９９号号号号））））をををを市長市長市長市長にににに提出提出提出提出しなければならなしなければならなしなければならなしなければならないいいい。。。。    

２２２２    前項前項前項前項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、使用者使用者使用者使用者のうちのうちのうちのうち、、、、第第第第５５５５条条条条のののの規定規定規定規定によによによによるるるる使用使用使用使用者者者者ＩＤＩＤＩＤＩＤ番号番号番号番号のののの付与付与付与付与をををを受受受受けてけてけてけて

いるいるいるいるものものものものはははは、、、、インターネットをインターネットをインターネットをインターネットを利用利用利用利用してしてしてして、、、、センターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等（（（（市民市民市民市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー等等等等のののの施設等施設等施設等施設等、、、、窯室窯室窯室窯室

及及及及びびびび電気窯電気窯電気窯電気窯をををを除除除除くくくく。）。）。）。）のののの使用使用使用使用のののの中止中止中止中止のののの届出届出届出届出をををを行行行行うことができるうことができるうことができるうことができる。。。。    

３３３３    使用者使用者使用者使用者はははは、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項についてについてについてについて、、、、使用日使用日使用日使用日のののの６６６６日前日前日前日前からからからから使用使用使用使用のののの開始開始開始開始までのまでのまでのまでの間間間間においてにおいてにおいてにおいて、、、、１１１１回回回回

にににに限限限限りりりり、、、、枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民センターセンターセンターセンター使用変更許可申請書使用変更許可申請書使用変更許可申請書使用変更許可申請書（（（（様式第様式第様式第様式第10101010号号号号））））をををを市長市長市長市長にににに提出提出提出提出してしてしてして、、、、

変更変更変更変更のののの申請申請申請申請をすることができるをすることができるをすることができるをすることができる。。。。    

⑴⑴⑴⑴    使用区分使用区分使用区分使用区分    

⑵⑵⑵⑵    使用施設使用施設使用施設使用施設    

⑶⑶⑶⑶    使用目的使用目的使用目的使用目的    

⑷⑷⑷⑷    使用人数使用人数使用人数使用人数    

⑸⑸⑸⑸    使用使用使用使用附属設備附属設備附属設備附属設備    

４４４４    前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる申請申請申請申請はははは、、、、使用料使用料使用料使用料をををを納付納付納付納付したしたしたした後後後後でなければすることができないでなければすることができないでなければすることができないでなければすることができない。。。。    

５５５５    市長市長市長市長はははは、、、、第第第第３３３３項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる申請申請申請申請があったがあったがあったがあった場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、適当適当適当適当とととと認認認認めたときはめたときはめたときはめたときは、、、、当該申請当該申請当該申請当該申請をををを

行行行行ったものにったものにったものにったものに対対対対しししし、、、、枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民センターセンターセンターセンター使用変更許可書使用変更許可書使用変更許可書使用変更許可書（（（（様式様式様式様式第第第第11111111号号号号））））をををを交付交付交付交付するするするする。。。。    

６６６６    使用者使用者使用者使用者はははは、、、、前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる変更変更変更変更のののの許可許可許可許可をををを受受受受けたことによりけたことによりけたことによりけたことにより使用料使用料使用料使用料のののの額額額額にににに不足不足不足不足がががが生生生生じたときじたときじたときじたとき

はははは、、、、当該変更当該変更当該変更当該変更のののの許可許可許可許可をををを受受受受けたけたけたけた際際際際にににに不足不足不足不足にににに係係係係るるるる使用料使用料使用料使用料をををを納付納付納付納付しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

    （（（（附属設備附属設備附属設備附属設備使用料使用料使用料使用料））））    

第第第第９９９９条条条条    条例第条例第条例第条例第９９９９条第条第条第条第１１１１項項項項のののの附属設備使用料附属設備使用料附属設備使用料附属設備使用料のののの額額額額はははは、、、、別表第別表第別表第別表第１のとおりと１のとおりと１のとおりと１のとおりとするするするする。。。。    

（（（（使用料使用料使用料使用料のののの納付納付納付納付））））    

第第第第10101010条条条条    条例第条例第条例第条例第９９９９条第条第条第条第２２２２項項項項ただしただしただしただし書書書書のののの規定規定規定規定によりによりによりによりセンターセンターセンターセンターのののの施設等施設等施設等施設等のののの使用使用使用使用のののの開始開始開始開始までにまでにまでにまでに使用料使用料使用料使用料をををを納納納納

付付付付することができるすることができるすることができるすることができる場合場合場合場合はははは、、、、第第第第３３３３条第条第条第条第２２２２項項項項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより使用使用使用使用のののの許可許可許可許可のののの申請申請申請申請がされたがされたがされたがされた場合場合場合場合とするとするとするとする。。。。    

２２２２    第第第第８８８８条第条第条第条第１１１１項項項項又又又又はははは第第第第２２２２項項項項のののの規定規定規定規定によりセンターのによりセンターのによりセンターのによりセンターの施設等施設等施設等施設等のののの使用使用使用使用のののの中止中止中止中止のののの届出届出届出届出をしたをしたをしたをした場合場合場合場合におけにおけにおけにおけ

るるるる使用料使用料使用料使用料のののの納付納付納付納付のののの期限期限期限期限はははは、、、、当該使用当該使用当該使用当該使用のののの許可許可許可許可のののの申請申請申請申請がががが第第第第３３３３条第条第条第条第２２２２項項項項のののの規定規定規定規定によりされたによりされたによりされたによりされた場合場合場合場合にあっにあっにあっにあっ

てはてはてはては、、、、当該使用当該使用当該使用当該使用のののの許可許可許可許可においてにおいてにおいてにおいて使用使用使用使用のののの開始開始開始開始とされていたときとするとされていたときとするとされていたときとするとされていたときとする。。。。    



（（（（使用料使用料使用料使用料のののの還付還付還付還付））））    

第第第第11111111条条条条    市長市長市長市長はははは、、、、使用者使用者使用者使用者がががが次次次次のののの各号各号各号各号のいずれかにのいずれかにのいずれかにのいずれかに該当該当該当該当すすすするるるる場合場合場合場合はははは、、、、条例第条例第条例第条例第10101010条条条条ただしただしただしただし書書書書のののの規定規定規定規定によによによによ

りりりり、、、、当該各号当該各号当該各号当該各号にににに定定定定めるめるめるめる額額額額をををを還付還付還付還付するするするする。。。。    

⑴⑴⑴⑴    天災天災天災天災そのそのそのその他使用者他使用者他使用者他使用者のののの責責責責めにめにめにめに帰帰帰帰することができないすることができないすることができないすることができない理由理由理由理由によりによりによりにより、、、、センターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等（（（（市民市民市民市民ギャギャギャギャ

ラリーラリーラリーラリー等等等等をををを除除除除くくくく。）。）。）。）をををを使用使用使用使用することができなくなったときすることができなくなったときすることができなくなったときすることができなくなったとき    当該使用料当該使用料当該使用料当該使用料にににに相当相当相当相当するするするする額額額額    

⑵⑵⑵⑵    天災天災天災天災そのそのそのその他使用者他使用者他使用者他使用者のののの責責責責めにめにめにめに帰帰帰帰することができないすることができないすることができないすることができない理由理由理由理由によりによりによりにより、、、、市民市民市民市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー等等等等をををを使用使用使用使用するするするする

ことができなくなったときことができなくなったときことができなくなったときことができなくなったとき    当該使用当該使用当該使用当該使用することができなくなったすることができなくなったすることができなくなったすることができなくなった期間期間期間期間にににに係係係係るるるる使用料使用料使用料使用料にににに相当相当相当相当するするするする額額額額

（（（（当該額当該額当該額当該額に１に１に１に１円未満円未満円未満円未満のののの端数端数端数端数があるときはがあるときはがあるときはがあるときは、、、、これをこれをこれをこれを切切切切りりりり捨捨捨捨てるてるてるてる。）。）。）。）    

⑶⑶⑶⑶    第第第第８８８８条第条第条第条第１１１１項又項又項又項又はははは第第第第２２２２項項項項のののの申請申請申請申請（（（（市民市民市民市民ギギギギャラリーャラリーャラリーャラリー等等等等にににに係係係係るものをるものをるものをるものを除除除除くくくく。）。）。）。）をををを使用日使用日使用日使用日のののの１１１１週前週前週前週前

のののの日日日日までにまでにまでにまでに行行行行ったときったときったときったとき    当該使用料当該使用料当該使用料当該使用料にににに相当相当相当相当するするするする額額額額    

２２２２    前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより使用料使用料使用料使用料のののの還付還付還付還付をををを受受受受けようとするけようとするけようとするけようとする者者者者はははは、、、、枚方市立生涯学習枚方市立生涯学習枚方市立生涯学習枚方市立生涯学習市民市民市民市民センターセンターセンターセンター使用料使用料使用料使用料

還付申請書還付申請書還付申請書還付申請書（（（（様式第様式第様式第様式第12121212号号号号））））をををを市長市長市長市長にににに提出提出提出提出しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

（（（（使用料使用料使用料使用料のののの減免減免減免減免））））    

第第第第12121212条条条条    市長市長市長市長はははは、、、、センターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等（（（（市民市民市民市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー等等等等をををを除除除除くくくく。）。）。）。）のののの使用使用使用使用（（（（第第第第４４４４条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第２２２２号及号及号及号及

びびびび第第第第３３３３号号号号にににに掲掲掲掲げるものにげるものにげるものにげるものに係係係係るものをるものをるものをるものを除除除除くくくく。）。）。）。）についてについてについてについて次次次次のののの各号各号各号各号のいずれかにのいずれかにのいずれかにのいずれかに該当該当該当該当するするするする場合場合場合場合はははは、、、、条条条条

例第例第例第例第11111111条条条条のののの規定規定規定規定によりによりによりにより、、、、当該各号当該各号当該各号当該各号にににに定定定定めるめるめるめる額額額額をををを減額減額減額減額しししし、、、、又又又又はははは免除免除免除免除するするするする。。。。    

⑴⑴⑴⑴    主主主主にににに11118888歳以下歳以下歳以下歳以下のののの者者者者でででで構成構成構成構成するするするする団体団体団体団体でででで、、、、主主主主にににに当該当該当該当該18181818歳以下歳以下歳以下歳以下のののの者者者者がががが文化学習活動文化学習活動文化学習活動文化学習活動にににに使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合    

当該当該当該当該使用料使用料使用料使用料にににに相当相当相当相当するするするする額額額額    

⑵⑵⑵⑵    主主主主にににに次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる障害者障害者障害者障害者（（（（児児児児））））でででで構成構成構成構成するするするする団体団体団体団体がががが使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合    使用料使用料使用料使用料の５の５の５の５割割割割にににに相当相当相当相当するするするする額額額額    

イイイイ    身体障害者福祉法身体障害者福祉法身体障害者福祉法身体障害者福祉法（（（（昭和昭和昭和昭和24242424年法律第年法律第年法律第年法律第283283283283号号号号））））第第第第15151515条第条第条第条第４４４４項項項項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより身体障害者手帳身体障害者手帳身体障害者手帳身体障害者手帳のののの

交付交付交付交付をををを受受受受けたけたけたけた者者者者    

ロロロロ    精神保健及精神保健及精神保健及精神保健及びびびび精神障害者福祉精神障害者福祉精神障害者福祉精神障害者福祉にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（（（（昭和昭和昭和昭和25252525年法律第年法律第年法律第年法律第123123123123号号号号））））第第第第45454545条第条第条第条第２２２２項項項項のののの規定規定規定規定

によりによりによりにより精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳のののの交付交付交付交付をををを受受受受けたけたけたけた者者者者    

ハハハハ    大阪府療育手帳大阪府療育手帳大阪府療育手帳大阪府療育手帳にににに関関関関するするするする規則規則規則規則（（（（平成平成平成平成12121212年大阪府規則第年大阪府規則第年大阪府規則第年大阪府規則第42424242号号号号））））第第第第７７７７条第条第条第条第２２２２項項項項のののの規規規規定定定定によりによりによりにより療療療療

育手帳育手帳育手帳育手帳のののの交付交付交付交付をををを受受受受けたけたけたけた者者者者    

ニニニニ    知的障害者福祉法知的障害者福祉法知的障害者福祉法知的障害者福祉法（（（（昭和昭和昭和昭和35353535年法律第年法律第年法律第年法律第37373737号号号号））））のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく知的障害者更生相談所知的障害者更生相談所知的障害者更生相談所知的障害者更生相談所、、、、児童福児童福児童福児童福

祉法祉法祉法祉法（（（（昭和昭和昭和昭和22222222年法律第年法律第年法律第年法律第164164164164号号号号））））のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく児童相談所又児童相談所又児童相談所又児童相談所又はははは精神保健及精神保健及精神保健及精神保健及びびびび精神障害者福祉精神障害者福祉精神障害者福祉精神障害者福祉

にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく精神保健指定医精神保健指定医精神保健指定医精神保健指定医によりによりによりにより知的障害知的障害知的障害知的障害があるとがあるとがあるとがあると判定判定判定判定されたされたされたされた者者者者    

⑶⑶⑶⑶    校区校区校区校区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ協議会協議会協議会協議会又又又又はははは自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織がががが使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合    使用料使用料使用料使用料の５の５の５の５割割割割にににに相当相当相当相当するするするする額額額額    

⑷⑷⑷⑷    行政行政行政行政とととと協働協働協働協働してしてしてして実施実施実施実施するするするする企画事業又企画事業又企画事業又企画事業又ははははまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり事業事業事業事業のためにのためにのためにのために使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合    当該使用料当該使用料当該使用料当該使用料にににに

相当相当相当相当するするするする額額額額    

⑸⑸⑸⑸    本本本本市市市市、、、、本市本市本市本市教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会そそそそのののの他本市他本市他本市他本市のののの機関機関機関機関がががが公用公用公用公用でででで使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合    当該使用料当該使用料当該使用料当該使用料にににに相当相当相当相当するするするする額額額額    

    ⑹⑹⑹⑹    前各号前各号前各号前各号にににに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、、、、市長市長市長市長がががが特特特特にににに認認認認めるめるめるめる場合場合場合場合    市長市長市長市長がががが別別別別にににに定定定定めるめるめるめる額額額額    

２２２２    市民市民市民市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー等等等等のののの使用使用使用使用についてについてについてについて前項第前項第前項第前項第５５５５号又号又号又号又はははは第第第第６６６６号号号号にににに該当該当該当該当するするするする場合場合場合場合はははは、、、、条例第条例第条例第条例第11111111条条条条のののの規定規定規定規定

によりによりによりにより、、、、当該各号当該各号当該各号当該各号にににに定定定定めるめるめるめる額額額額をををを減額減額減額減額しししし、、、、又又又又はははは免除免除免除免除するするするする。。。。    

３３３３    前前前前２２２２項項項項のののの規定規定規定規定によによによによるるるる使用料使用料使用料使用料のののの減免減免減免減免をををを受受受受けようとするものけようとするものけようとするものけようとするもの（（（（本本本本市市市市のののの機関機関機関機関をををを除除除除くくくく。）。）。）。）はははは、、、、枚方市立枚方市立枚方市立枚方市立

生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民センターセンターセンターセンター使用料減免申請書使用料減免申請書使用料減免申請書使用料減免申請書（（（（様式第様式第様式第様式第13131313号号号号））））をををを市長市長市長市長にににに提出提出提出提出しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    



    （（（（使用料使用料使用料使用料のののの額額額額がががが10101010割増割増割増割増しとならないしとならないしとならないしとならない団体団体団体団体））））    

第第第第13131313条条条条    条例別表条例別表条例別表条例別表１の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考１の１の１の１の規則規則規則規則でででで定定定定めるものはめるものはめるものはめるものは、、、、第第第第４４４４条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第１１１１号号号号にににに掲掲掲掲げるもげるもげるもげるも

のとするのとするのとするのとする。。。。    

（（（（特別特別特別特別のののの設備設備設備設備のののの設置等設置等設置等設置等））））    

第第第第11114444条条条条    使用者使用者使用者使用者はははは、、、、センターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等のののの変更変更変更変更、、、、特別特別特別特別のののの設備設備設備設備のののの設置又設置又設置又設置又はははは備付備付備付備付けけけけ以外以外以外以外のののの器具器具器具器具のののの使用使用使用使用のののの許許許許

可可可可をををを受受受受けようとするときはけようとするときはけようとするときはけようとするときは、、、、そのそのそのその内容内容内容内容をををを記載記載記載記載したしたしたした仕様書仕様書仕様書仕様書をををを市長市長市長市長にににに提出提出提出提出しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

２２２２    市長市長市長市長はははは、、、、前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる許可許可許可許可をするにをするにをするにをするに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、センターセンターセンターセンターのののの管理運営上必要管理運営上必要管理運営上必要管理運営上必要なななな条件条件条件条件をををを付付付付すすすす

ることがあるることがあるることがあるることがある。。。。    

（（（（定員定員定員定員））））    

第第第第15151515条条条条    センターセンターセンターセンターのののの施設施設施設施設のののの定員定員定員定員はははは、、、、別表第別表第別表第別表第２のとおりとする２のとおりとする２のとおりとする２のとおりとする。。。。ただしただしただしただし、、、、センターセンターセンターセンターのののの管理運営上支障管理運営上支障管理運営上支障管理運営上支障

がないがないがないがない場合場合場合場合でででで、、、、市長市長市長市長がががが特特特特にににに認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、このこのこのこの限限限限りりりりでないでないでないでない。。。。    

（（（（損傷等損傷等損傷等損傷等のののの届出届出届出届出））））    

第第第第16161616条条条条    使用者又使用者又使用者又使用者又はははは入館者入館者入館者入館者はははは、、、、センターセンターセンターセンターのののの施設等施設等施設等施設等をををを損傷損傷損傷損傷しししし、、、、又又又又はははは滅失滅失滅失滅失したときはしたときはしたときはしたときは、、、、市長市長市長市長にそのにそのにそのにその旨旨旨旨をををを

届届届届けけけけ出出出出てててて、、、、そのそのそのその指示指示指示指示をををを受受受受けなければならないけなければならないけなければならないけなければならない。。。。    

（（（（使用者等使用者等使用者等使用者等のののの遵守事項遵守事項遵守事項遵守事項））））    

第第第第17171717条条条条    使用者使用者使用者使用者はははは、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項をををを遵守遵守遵守遵守しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

⑴⑴⑴⑴    センターセンターセンターセンターのののの施設等施設等施設等施設等のののの使用使用使用使用のののの開始時又開始時又開始時又開始時又はははは終了時終了時終了時終了時にににに、、、、係員係員係員係員にそのにそのにそのにその旨旨旨旨をををを申申申申しししし出出出出ることることることること。。。。    

⑵⑵⑵⑵    第第第第７７７７条条条条各項各項各項各項及及及及びびびび第第第第８８８８条第条第条第条第５５５５項項項項のののの許可書許可書許可書許可書をををを携帯携帯携帯携帯しししし、、、、係員係員係員係員からからからから請求請求請求請求があったときはがあったときはがあったときはがあったときは、、、、これをこれをこれをこれを提示提示提示提示

することすることすることすること。。。。    

⑶⑶⑶⑶    善良善良善良善良なななな管理者管理者管理者管理者のののの注意注意注意注意をもってをもってをもってをもってセンターセンターセンターセンターのののの施設等施設等施設等施設等をををを使用使用使用使用することすることすることすること。。。。    

⑷⑷⑷⑷    使用許可使用許可使用許可使用許可をををを受受受受けていないけていないけていないけていないセンターセンターセンターセンターのののの施設等施設等施設等施設等をををを使用使用使用使用しないことしないことしないことしないこと。。。。    

⑸⑸⑸⑸    使用許可使用許可使用許可使用許可をををを受受受受けたけたけたけた使用時間内使用時間内使用時間内使用時間内でででで準備及準備及準備及準備及びびびび後片付後片付後片付後片付けをけをけをけを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

⑹⑹⑹⑹    センターセンターセンターセンター内内内内においてにおいてにおいてにおいて、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる行為行為行為行為をしないことをしないことをしないことをしないこと。。。。    

イイイイ    他他他他のののの使用者及使用者及使用者及使用者及びびびび入館者入館者入館者入館者にににに危害危害危害危害をををを及及及及ぼしぼしぼしぼし、、、、又又又又はははは迷惑迷惑迷惑迷惑をかけるをかけるをかけるをかける行為行為行為行為    

ロロロロ    市長市長市長市長のののの承認承認承認承認をををを受受受受けずにけずにけずにけずに、、、、印刷物印刷物印刷物印刷物、、、、ポスターポスターポスターポスター等等等等をををを掲示掲示掲示掲示しししし、、、、又又又又はははは他他他他のののの使用者及使用者及使用者及使用者及びびびび入館者入館者入館者入館者にそれにそれにそれにそれ

らのらのらのらの物物物物をををを配布配布配布配布するするするする行為行為行為行為    

ハハハハ    使用許可使用許可使用許可使用許可をををを受受受受けたけたけたけたセンターのセンターのセンターのセンターの施設以外施設以外施設以外施設以外のののの場所場所場所場所でででで行行行行うアンケートのうアンケートのうアンケートのうアンケートの収集収集収集収集、、、、署名活動署名活動署名活動署名活動そのそのそのその他他他他ここここ

れらにれらにれらにれらに類類類類するするするする行為行為行為行為    

ニニニニ    所定所定所定所定のののの場所以外場所以外場所以外場所以外のののの場所場所場所場所でででで市長市長市長市長のののの承認承認承認承認をををを受受受受けずにけずにけずにけずに、、、、飲食飲食飲食飲食しししし、、、、又又又又はははは火気火気火気火気をををを使用使用使用使用することすることすることすること。。。。    

ホホホホ    所定所定所定所定のののの場所以外場所以外場所以外場所以外のののの場所場所場所場所でででで喫煙喫煙喫煙喫煙することすることすることすること。。。。    

⑺⑺⑺⑺    前各号前各号前各号前各号にににに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、、、、センターセンターセンターセンターのののの管理上必要管理上必要管理上必要管理上必要なななな指示指示指示指示にににに従従従従うことうことうことうこと。。。。    

２２２２    入館者入館者入館者入館者はははは、、、、前項第前項第前項第前項第３３３３号号号号、、、、第第第第４４４４号号号号、、、、第第第第６６６６号号号号及及及及びびびび第第第第７７７７号号号号にににに規定規定規定規定するするするする事項事項事項事項をををを遵守遵守遵守遵守しなければならなしなければならなしなければならなしなければならな

いいいい。。。。    

（（（（入館入館入館入館のののの制限制限制限制限））））    

第第第第11118888条条条条    市長市長市長市長はははは、、、、次次次次のののの各号各号各号各号のいずれかにのいずれかにのいずれかにのいずれかに該当該当該当該当するするするする者者者者にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、センターセンターセンターセンターへのへのへのへの入館入館入館入館をををを禁禁禁禁じじじじ、、、、又又又又はははは退退退退

館館館館をををを命命命命じることがあるじることがあるじることがあるじることがある。。。。    

⑴⑴⑴⑴    センターセンターセンターセンターのののの施設等施設等施設等施設等をををを損傷損傷損傷損傷しししし、、、、又又又又はそのおそれのあるはそのおそれのあるはそのおそれのあるはそのおそれのある者者者者    



⑵⑵⑵⑵    前条第前条第前条第前条第１１１１項第項第項第項第６６６６号号号号イからホまでにイからホまでにイからホまでにイからホまでに規定規定規定規定するするするする行為行為行為行為をををを行行行行いいいい、、、、又又又又はそのおそれのあるはそのおそれのあるはそのおそれのあるはそのおそれのある者者者者    

⑶⑶⑶⑶    前前前前２２２２号号号号にににに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、、、、センターのセンターのセンターのセンターの管理上支障管理上支障管理上支障管理上支障があるとがあるとがあるとがあると認認認認められるめられるめられるめられる者者者者    

（（（（補則補則補則補則））））    

第第第第19191919条条条条    このこのこのこの規則規則規則規則にににに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、、、、センターのセンターのセンターのセンターの管理運営管理運営管理運営管理運営についてについてについてについて必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは、、、、市長市長市長市長がががが定定定定めめめめ

るるるる。。。。    

    

            附附附附    則則則則    

    （（（（施行期日施行期日施行期日施行期日））））    

第第第第１１１１条条条条    このこのこのこの規則規則規則規則はははは、、、、平成平成平成平成18181818年年年年10101010月月月月１１１１日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。    

    （（（（枚方市立市民枚方市立市民枚方市立市民枚方市立市民センターセンターセンターセンター使用料使用料使用料使用料にににに関関関関するするするする規則規則規則規則等等等等のののの廃止廃止廃止廃止））））    

第第第第２２２２条条条条    次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる規則規則規則規則はははは、、、、廃止廃止廃止廃止するするするする。。。。    

    ⑴⑴⑴⑴    枚方市立市民枚方市立市民枚方市立市民枚方市立市民センターセンターセンターセンター使用料使用料使用料使用料にににに関関関関するするするする規則規則規則規則（（（（昭和昭和昭和昭和58585858年枚方市規則第年枚方市規則第年枚方市規則第年枚方市規則第22222222号号号号））））    

    ⑵⑵⑵⑵    枚方市立公民館枚方市立公民館枚方市立公民館枚方市立公民館陶芸用電気窯使用料陶芸用電気窯使用料陶芸用電気窯使用料陶芸用電気窯使用料にににに関関関関するするするする規則規則規則規則（（（（昭和昭和昭和昭和62626262年枚方市年枚方市年枚方市年枚方市規則規則規則規則第第第第20202020号号号号））））    

    ⑶⑶⑶⑶    市立枚方市民市立枚方市民市立枚方市民市立枚方市民ギャギャギャギャラリーラリーラリーラリー使用料使用料使用料使用料にににに関関関関するするするする規則規則規則規則（（（（平成平成平成平成５５５５年枚方市年枚方市年枚方市年枚方市規則規則規則規則第第第第64646464号号号号））））    

    ⑷⑷⑷⑷    枚方市立市民枚方市立市民枚方市立市民枚方市立市民ふれあいセンターふれあいセンターふれあいセンターふれあいセンター条例施行規則条例施行規則条例施行規則条例施行規則（（（（平成平成平成平成６６６６年枚方市年枚方市年枚方市年枚方市規則規則規則規則第第第第36363636号号号号））））    

    ⑸⑸⑸⑸    枚方市立南部市民枚方市立南部市民枚方市立南部市民枚方市立南部市民センターセンターセンターセンター使用料使用料使用料使用料にににに関関関関するするするする規則規則規則規則（（（（平成平成平成平成15151515年枚方市年枚方市年枚方市年枚方市規則規則規則規則第第第第53535353号号号号））））    

    ⑹⑹⑹⑹    枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報プラザプラザプラザプラザ条例条例条例条例施行規則施行規則施行規則施行規則（（（（平成平成平成平成17171717年枚方市年枚方市年枚方市年枚方市規則規則規則規則第第第第10101010号号号号））））    

    （（（（経過措置経過措置経過措置経過措置））））    

第第第第３３３３条条条条    このこのこのこの規則規則規則規則のののの施行施行施行施行のののの際現際現際現際現にににに条例附則条例附則条例附則条例附則第第第第２２２２条条条条のののの旧条例旧条例旧条例旧条例にににに基基基基づくづくづくづく規則規則規則規則（（（（枚方市教育委員会規則枚方市教育委員会規則枚方市教育委員会規則枚方市教育委員会規則をををを

含含含含むむむむ。。。。以下以下以下以下「「「「旧規則旧規則旧規則旧規則」」」」というというというという。）。）。）。）のののの規定規定規定規定によりによりによりにより利用者登録利用者登録利用者登録利用者登録をををを受受受受けているけているけているけている団体団体団体団体についてについてについてについてはははは、、、、当該利当該利当該利当該利

用者登録用者登録用者登録用者登録にににに係係係係るるるる利用者登録番号利用者登録番号利用者登録番号利用者登録番号をををを第第第第５５５５条条条条のののの使用者使用者使用者使用者ＩＤＩＤＩＤＩＤ番号番号番号番号とみなすとみなすとみなすとみなす。。。。    

２２２２    第第第第４４４４条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第２２２２号号号号にににに規定規定規定規定するものにするものにするものにするものに係係係係るるるる第第第第３３３３条第条第条第条第２２２２項項項項のののの規定規定規定規定はははは、、、、平成平成平成平成19191919年年年年４４４４月以後月以後月以後月以後におけるにおけるにおけるにおける

センターセンターセンターセンターのののの施設等施設等施設等施設等のののの使用使用使用使用にににに係係係係るるるる許可許可許可許可のののの申請申請申請申請についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。ただしただしただしただし、、、、旧旧旧旧規則規則規則規則のののの規定規定規定規定によりによりによりにより利用利用利用利用

者登録者登録者登録者登録をををを受受受受けているものについてはけているものについてはけているものについてはけているものについては、、、、このこのこのこの限限限限りでないりでないりでないりでない。。。。    

３３３３    使用日使用日使用日使用日のののの初日初日初日初日のののの属属属属するするするする月月月月がががが平成平成平成平成19191919年年年年４４４４月月月月から７から７から７から７月月月月までまでまでまでのふれあいホールののふれあいホールののふれあいホールののふれあいホールの使用使用使用使用のののの許可許可許可許可のののの申請期申請期申請期申請期

間間間間はははは、、、、第第第第６６６６条第条第条第条第２２２２項項項項のののの表表表表のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、平成平成平成平成18181818年年年年12121212月月月月１１１１日日日日からからからから同月同月同月同月29292929日日日日までとするまでとするまでとするまでとする。。。。    

４４４４    このこのこのこの規則規則規則規則のののの施行施行施行施行のののの日日日日からからからから平成平成平成平成19191919年年年年３３３３月月月月31313131日日日日のののの間間間間におけるにおけるにおけるにおける枚方市立南枚方市立南枚方市立南枚方市立南部生涯学習市民部生涯学習市民部生涯学習市民部生涯学習市民センターセンターセンターセンター附附附附

属設備使用料属設備使用料属設備使用料属設備使用料はははは、、、、別表第別表第別表第別表第１の１の１の１の１１１１のののの表表表表のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、附則第附則第附則第附則第２２２２条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる廃止前廃止前廃止前廃止前のののの枚方枚方枚方枚方

市立南部市民市立南部市民市立南部市民市立南部市民センターセンターセンターセンター使用料使用料使用料使用料にににに関関関関するするするする規則別表規則別表規則別表規則別表のののの規定規定規定規定のののの例例例例によるによるによるによる。。。。    

５５５５    このこのこのこの規則規則規則規則のののの施行施行施行施行のののの日日日日からからからから平成平成平成平成19191919年年年年３３３３月月月月31313131日日日日までのまでのまでのまでの間間間間におけるにおけるにおけるにおける枚方市立南部生涯学習市民枚方市立南部生涯学習市民枚方市立南部生涯学習市民枚方市立南部生涯学習市民センセンセンセン

ターのターのターのターの使用使用使用使用についてはについてはについてはについては、、、、旧規則旧規則旧規則旧規則のののの規定規定規定規定のののの例例例例によりによりによりにより、、、、使用許可使用許可使用許可使用許可のののの変更変更変更変更をすることができるをすることができるをすることができるをすることができる。。。。    

６６６６    このこのこのこの規則規則規則規則のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、市長市長市長市長はははは、、、、当分当分当分当分のののの間間間間、、、、旧旧旧旧規則規則規則規則にににに規定規定規定規定するするするする様式様式様式様式をををを、、、、所要所要所要所要のののの調整調整調整調整をしをしをしをし

たたたた上上上上、、、、このこのこのこの規則規則規則規則のののの様式様式様式様式としてとしてとしてとして使用使用使用使用するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

    （（（（枚方市専門委員設置規則枚方市専門委員設置規則枚方市専門委員設置規則枚方市専門委員設置規則のののの一部一部一部一部改正改正改正改正））））    

第第第第４４４４条条条条    枚方市専門委員設置規則枚方市専門委員設置規則枚方市専門委員設置規則枚方市専門委員設置規則（（（（昭和昭和昭和昭和58585858年枚方市規則第年枚方市規則第年枚方市規則第年枚方市規則第65656565号号号号））））のののの一部一部一部一部をををを次次次次のようにのようにのようにのように改正改正改正改正するするするする。。。。    

    別表枚方市教育委員会美術施設運営委員別表枚方市教育委員会美術施設運営委員別表枚方市教育委員会美術施設運営委員別表枚方市教育委員会美術施設運営委員のののの項項項項をををを次次次次のようにのようにのようにのように改改改改めるめるめるめる。。。。    
    



枚方市美術施設運営枚方市美術施設運営枚方市美術施設運営枚方市美術施設運営

委員委員委員委員    
７７７７人以内人以内人以内人以内    

枚方市立枚方市立枚方市立枚方市立サンプラザサンプラザサンプラザサンプラザ生涯生涯生涯生涯

学習市民学習市民学習市民学習市民センターセンターセンターセンターのののの事業事業事業事業

（（（（市民市民市民市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー及及及及びふびふびふびふ

れあいホールにれあいホールにれあいホールにれあいホールに係係係係るものるものるものるもの

にににに限限限限るるるる。）。）。）。）及及及及びびびび枚方市立枚方市立枚方市立枚方市立

御殿山生涯学習美術御殿山生涯学習美術御殿山生涯学習美術御殿山生涯学習美術センセンセンセン

ターのターのターのターの事業事業事業事業にににに関関関関するこするこするこするこ

とととと。。。。    

市民生活部市民生活部市民生活部市民生活部生涯学習推進生涯学習推進生涯学習推進生涯学習推進

室室室室文化観光課文化観光課文化観光課文化観光課    

    

    別表備考中別表備考中別表備考中別表備考中「「「「枚方市教育委員会美術施設運営委員枚方市教育委員会美術施設運営委員枚方市教育委員会美術施設運営委員枚方市教育委員会美術施設運営委員、」、」、」、」をををを削削削削るるるる。。。。    

２２２２    このこのこのこの規則規則規則規則のののの施行施行施行施行のののの際際際際現現現現にににに改正前改正前改正前改正前のののの枚方市専門委員設置規枚方市専門委員設置規枚方市専門委員設置規枚方市専門委員設置規則則則則のののの規定規定規定規定によりによりによりにより枚方市教育委員会美術枚方市教育委員会美術枚方市教育委員会美術枚方市教育委員会美術

施設運営委員施設運営委員施設運営委員施設運営委員にににに任命任命任命任命されているされているされているされている者者者者はははは、、、、改正後改正後改正後改正後のののの枚方市専門委員設置規則枚方市専門委員設置規則枚方市専門委員設置規則枚方市専門委員設置規則のののの規定規定規定規定によりによりによりにより枚方市美術枚方市美術枚方市美術枚方市美術

施設運営委員施設運営委員施設運営委員施設運営委員にににに任命任命任命任命されたされたされたされた者者者者とみなすとみなすとみなすとみなす。。。。    

附附附附    則則則則〔〔〔〔平成平成平成平成 19191919 年年年年 10101010 月月月月 31313131 日規則第日規則第日規則第日規則第 59595959 号号号号〕〕〕〕    

このこのこのこの規則規則規則規則はははは、、、、公布公布公布公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。    

附附附附    則則則則〔〔〔〔平成平成平成平成 20202020 年年年年 11111111 月月月月 25252525 日規則第日規則第日規則第日規則第 43434343 号号号号〕〕〕〕    

このこのこのこの規則規則規則規則はははは、、、、公布公布公布公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。    

附附附附    則則則則〔〔〔〔平成平成平成平成 22222222 年年年年 9999 月月月月 1111 日規則第日規則第日規則第日規則第 37373737 号号号号〕〕〕〕    

このこのこのこの規則規則規則規則はははは、、、、公布公布公布公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。    

附附附附    則則則則〔〔〔〔平成平成平成平成25252525年年年年3333月月月月29292929日規則第日規則第日規則第日規則第15151515号号号号〕〕〕〕    

１１１１    このこのこのこの規則規則規則規則はははは、、、、平成平成平成平成25252525年年年年６６６６月月月月24242424日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。    

２２２２    このこのこのこの規則規則規則規則によによによによるるるる改正後改正後改正後改正後のののの枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民センターセンターセンターセンター条例施行規則条例施行規則条例施行規則条例施行規則（（（（次項次項次項次項においてにおいてにおいてにおいて「「「「新規新規新規新規

則則則則」」」」というというというという。）。）。）。）第第第第８８８８条第条第条第条第３３３３項項項項からからからから第第第第６６６６項項項項までまでまでまで、、、、第第第第10101010条第条第条第条第２２２２項項項項、、、、第第第第11111111条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第３３３３号及号及号及号及びびびび第第第第17171717条第条第条第条第

１１１１項第項第項第項第２２２２号号号号のののの規定規定規定規定はははは、、、、平成平成平成平成25252525年年年年７７７７月月月月１１１１日以後日以後日以後日以後におけるにおけるにおけるにおける使用使用使用使用についてについてについてについて適用適用適用適用しししし、、、、同日前同日前同日前同日前におけるにおけるにおけるにおける使用使用使用使用

についてはについてはについてはについては、、、、なおなおなおなお従前従前従前従前のののの例例例例によるによるによるによる。。。。    

３３３３    このこのこのこの規則規則規則規則によるによるによるによる改正前改正前改正前改正前のののの枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民センターセンターセンターセンター条例施行規則条例施行規則条例施行規則条例施行規則のののの様式様式様式様式によりによりによりにより作成作成作成作成したしたしたした用用用用

紙紙紙紙はははは、、、、当分当分当分当分のののの間間間間、、、、所要所要所要所要のののの調整調整調整調整をしたをしたをしたをした上上上上、、、、新規則新規則新規則新規則のののの様式様式様式様式によりによりによりにより作成作成作成作成したしたしたした用紙用紙用紙用紙としてとしてとしてとして使用使用使用使用することがすることがすることがすることが

できるできるできるできる。。。。    



別表別表別表別表第第第第１１１１（（（（第第第第９９９９条関係条関係条関係条関係））））    

    １１１１    枚方市立南部枚方市立南部枚方市立南部枚方市立南部生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民センターセンターセンターセンター附属附属附属附属設備使用料設備使用料設備使用料設備使用料    
    

区区区区    分分分分    附属設備名附属設備名附属設備名附属設備名    単単単単    位位位位    金金金金    額額額額    

イベントホールイベントホールイベントホールイベントホール照明設備照明設備照明設備照明設備    

照明照明照明照明セットセットセットセットＡＡＡＡ    

１１１１式午前式午前式午前式午前    

1,5001,5001,5001,500円円円円        １１１１式午後式午後式午後式午後    

    １１１１式夜間式夜間式夜間式夜間    

    １１１１式全日式全日式全日式全日    4,0004,0004,0004,000        

    

照明照明照明照明セットセットセットセットＢＢＢＢ    

１１１１式午前式午前式午前式午前    

5,5005,5005,5005,500            １１１１式午後式午後式午後式午後    

    １１１１式夜間式夜間式夜間式夜間    

    １１１１式全日式全日式全日式全日    15,00015,00015,00015,000        

イベントホールイベントホールイベントホールイベントホール音響設備音響設備音響設備音響設備    

音響音響音響音響セットセットセットセットＡＡＡＡ    

１１１１式午前式午前式午前式午前    

1,5001,5001,5001,500            １１１１式午後式午後式午後式午後    

    １１１１式夜間式夜間式夜間式夜間    

    １１１１式全日式全日式全日式全日    4,0004,0004,0004,000        

    

音響音響音響音響セットセットセットセットＢＢＢＢ    

１１１１式午前式午前式午前式午前    

5,5005,5005,5005,500            １１１１式午後式午後式午後式午後    

    １１１１式夜間式夜間式夜間式夜間    

    １１１１式全日式全日式全日式全日    15,00015,00015,00015,000        

照明特殊器材照明特殊器材照明特殊器材照明特殊器材    エフェクタースポットエフェクタースポットエフェクタースポットエフェクタースポット    

１１１１台台台台１１１１回回回回    300300300300        

    カッタースポットカッタースポットカッタースポットカッタースポット    

    カッタースポットカッタースポットカッタースポットカッタースポット（（（（高機能高機能高機能高機能））））    

    ストロボマシーンストロボマシーンストロボマシーンストロボマシーン    

    スモークマシーンスモークマシーンスモークマシーンスモークマシーン    

音響特殊器材音響特殊器材音響特殊器材音響特殊器材    コンデンサーマイクコンデンサーマイクコンデンサーマイクコンデンサーマイク    １１１１台台台台１１１１回回回回    300300300300        

舞台関係設備舞台関係設備舞台関係設備舞台関係設備    グランドピアノグランドピアノグランドピアノグランドピアノ    

１１１１台台台台１１１１回回回回    

2,0002,0002,0002,000        

    ギターアンプギターアンプギターアンプギターアンプ    500500500500        

    ビデオプロジェクタービデオプロジェクタービデオプロジェクタービデオプロジェクター    1,0001,0001,0001,000        

    ドラムセットドラムセットドラムセットドラムセット    １１１１式式式式１１１１回回回回    1,0001,0001,0001,000        

陶芸用設備陶芸用設備陶芸用設備陶芸用設備    電気窯電気窯電気窯電気窯    
素焼素焼素焼素焼１１１１回回回回    3,2003,2003,2003,200        

本焼本焼本焼本焼１１１１回回回回    5,4005,4005,4005,400        

備考備考備考備考    

１１１１    このこのこのこの表表表表においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「午前午前午前午前」、「」、「」、「」、「午後午後午後午後」、「」、「」、「」、「夜間夜間夜間夜間」」」」とはとはとはとは、、、、条例別表条例別表条例別表条例別表８の８の８の８の表表表表そのそのそのその５５５５のののの表表表表にににに規規規規

定定定定するするするする時間時間時間時間をいうをいうをいうをいう。。。。    

２２２２    このこのこのこの表表表表においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「照明照明照明照明セットセットセットセットＡＡＡＡ」」」」及及及及びびびび「「「「照明照明照明照明セットセットセットセットＢＢＢＢ」」」」とはとはとはとは、、、、次次次次のののの各号各号各号各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる器具器具器具器具

一式一式一式一式をいうをいうをいうをいう。。。。    

⑴⑴⑴⑴    照明照明照明照明セットセットセットセットＡＡＡＡ    シーリングスポットライトシーリングスポットライトシーリングスポットライトシーリングスポットライト及及及及びサスペンションライトびサスペンションライトびサスペンションライトびサスペンションライト    

⑵⑵⑵⑵    照明照明照明照明セットセットセットセットＢＢＢＢ    調光卓調光卓調光卓調光卓、、、、スポットライトスポットライトスポットライトスポットライト、、、、アッパーホリゾントライトアッパーホリゾントライトアッパーホリゾントライトアッパーホリゾントライト、、、、ロアーホリゾロアーホリゾロアーホリゾロアーホリゾ



ントライトントライトントライトントライト、、、、バーライトバーライトバーライトバーライト、、、、ピンスポットピンスポットピンスポットピンスポット及及及及びびびび接続接続接続接続ケーブルケーブルケーブルケーブル一式一式一式一式    

３３３３    このこのこのこの表表表表においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「音響音響音響音響セットセットセットセットＡＡＡＡ」」」」及及及及びびびび「「「「音響音響音響音響セットセットセットセットＢＢＢＢ」」」」とはとはとはとは、、、、次次次次のののの各号各号各号各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる器具器具器具器具

一式一式一式一式をいうをいうをいうをいう。。。。    

⑴⑴⑴⑴    音響音響音響音響セットセットセットセットＡＡＡＡ    ダイナミックマイクダイナミックマイクダイナミックマイクダイナミックマイク、、、、ワイヤレスマイクワイヤレスマイクワイヤレスマイクワイヤレスマイク及及及及びびびび拡声装置一式拡声装置一式拡声装置一式拡声装置一式    

⑵⑵⑵⑵    音響音響音響音響セットセットセットセットＢＢＢＢ    ダイナミックマイクダイナミックマイクダイナミックマイクダイナミックマイク、、、、ワイヤレスマイクワイヤレスマイクワイヤレスマイクワイヤレスマイク、、、、マイクスタンドマイクスタンドマイクスタンドマイクスタンド、、、、仮設仮設仮設仮設メイメイメイメイ

ンスピーカーンスピーカーンスピーカーンスピーカー、、、、モニタースピーカーモニタースピーカーモニタースピーカーモニタースピーカー、、、、デジタルマルチプロセッサーデジタルマルチプロセッサーデジタルマルチプロセッサーデジタルマルチプロセッサー、、、、デジタルマルチイデジタルマルチイデジタルマルチイデジタルマルチイ

コライザーコライザーコライザーコライザー、、、、ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ・・・・ＬＤＬＤＬＤＬＤコンパチブルプレーヤーコンパチブルプレーヤーコンパチブルプレーヤーコンパチブルプレーヤー、、、、８８８８ｃｈｃｈｃｈｃｈパラボックスパラボックスパラボックスパラボックス、、、、パッチケーパッチケーパッチケーパッチケー

ブルブルブルブル、、、、マイクケーブルマイクケーブルマイクケーブルマイクケーブル及及及及びびびび拡声装置一式拡声装置一式拡声装置一式拡声装置一式    

４４４４    スモークマシーンのスモークマシーンのスモークマシーンのスモークマシーンの附属設備使用料附属設備使用料附属設備使用料附属設備使用料にはにはにはには、、、、スモークスモークスモークスモーク用液用液用液用液のののの料金料金料金料金をををを含含含含まないまないまないまない。。。。    

５５５５    このこのこのこの表表表表のののの陶芸用設備陶芸用設備陶芸用設備陶芸用設備のののの項項項項においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「１１１１回回回回」」」」とはとはとはとは窯詰窯詰窯詰窯詰めからめからめからめから窯出窯出窯出窯出しまでをしまでをしまでをしまでを、「、「、「、「素焼素焼素焼素焼」」」」とととと

はははは焼成中焼成中焼成中焼成中のののの最高温度最高温度最高温度最高温度がががが摂氏摂氏摂氏摂氏1,0001,0001,0001,000度未満度未満度未満度未満のものをのものをのものをのものを、「、「、「、「本焼本焼本焼本焼」」」」とはとはとはとは焼成中焼成中焼成中焼成中のののの最高温度最高温度最高温度最高温度がががが摂氏摂氏摂氏摂氏

1,0001,0001,0001,000度以上度以上度以上度以上のものをいうのものをいうのものをいうのものをいう。。。。    

６６６６    期間期間期間期間のののの計算計算計算計算についてはについてはについてはについては、、、、単位期間単位期間単位期間単位期間にににに満満満満たないたないたないたない端数端数端数端数はははは、、、、当該単位期間当該単位期間当該単位期間当該単位期間とするとするとするとする。。。。    

    

    ２２２２    枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術センターセンターセンターセンター及及及及びびびび枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民センターセンターセンターセンター電気窯使用料電気窯使用料電気窯使用料電気窯使用料    
    

区区区区        分分分分    単位単位単位単位    
金金金金    額額額額    

素焼素焼素焼素焼    本焼本焼本焼本焼    

枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術センターセンターセンターセンター    
第第第第１１１１電気窯電気窯電気窯電気窯    

１１１１回回回回    

2,7002,7002,7002,700円円円円    4,6004,6004,6004,600円円円円    

第第第第２２２２電気窯電気窯電気窯電気窯    1,8001,8001,8001,800        2,9002,9002,9002,900        

枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民センターセンターセンターセンター    3,2003,2003,2003,200        5,4005,4005,4005,400        
            

備考備考備考備考    １の１の１の１の表備考表備考表備考表備考５の５の５の５の規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

    

    



別表第別表第別表第別表第２２２２（（（（第第第第15151515条関係条関係条関係条関係））））    

    ⑴⑴⑴⑴    枚方市立楠葉生涯学習市民枚方市立楠葉生涯学習市民枚方市立楠葉生涯学習市民枚方市立楠葉生涯学習市民センターセンターセンターセンター    
    

施 設施 設施 設施 設 名名名名    定定定定 員員員員    

第第第第１１１１集会室集会室集会室集会室    50505050人人人人    

第第第第２２２２集会室集会室集会室集会室    20202020        

第第第第３３３３集会室集会室集会室集会室    30303030        

第第第第４４４４集会室集会室集会室集会室    20202020        

第第第第５５５５集会室集会室集会室集会室    50505050        

第第第第１１１１和室和室和室和室    30303030        

第第第第２２２２和室和室和室和室    20202020        

保育室保育室保育室保育室    20202020        

録音室録音室録音室録音室    ３３３３        

美術室美術室美術室美術室    30303030        

大集会室大集会室大集会室大集会室    100100100100        

料理室料理室料理室料理室    25252525        

視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室    70707070        

音楽室音楽室音楽室音楽室    50505050        

    

    ⑵⑵⑵⑵    枚方市立枚方市立枚方市立枚方市立サンプラザサンプラザサンプラザサンプラザ生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民センターセンターセンターセンター    
    

施 設施 設施 設施 設 名名名名    定定定定 員員員員    

第第第第１１１１集会室集会室集会室集会室    22220000人人人人    

第第第第２２２２集会室集会室集会室集会室    15151515        

第第第第３３３３集会室集会室集会室集会室    50505050        

第第第第４４４４集会室集会室集会室集会室    20202020        

視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室    80808080        

和室和室和室和室１１１１    20202020        

和室和室和室和室２２２２    15151515        

    

    ⑶⑶⑶⑶    枚方市立蹉跎生涯学習市民枚方市立蹉跎生涯学習市民枚方市立蹉跎生涯学習市民枚方市立蹉跎生涯学習市民センターセンターセンターセンター    
    

施 設施 設施 設施 設 名名名名    定定定定 員員員員    

第第第第１１１１集会室集会室集会室集会室    25252525人人人人    

第第第第２２２２集会室集会室集会室集会室    50505050        

第第第第３３３３集会室集会室集会室集会室    50505050        

第第第第４４４４集会室集会室集会室集会室    50505050        

第第第第５５５５集会室集会室集会室集会室    30303030        

和室和室和室和室    30303030        

保育室保育室保育室保育室    20202020        

録音室録音室録音室録音室    ３３３３        
    



        

じどうじどうじどうじどう室室室室    35353535        

プレイルームプレイルームプレイルームプレイルーム    70707070        

ホールホールホールホール    120120120120        

料理室料理室料理室料理室    25252525        

音楽室音楽室音楽室音楽室    40404040        

    

⑷⑷⑷⑷    枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術センターセンターセンターセンター    
    

施 設施 設施 設施 設 名名名名    定定定定 員員員員    

集会室集会室集会室集会室１１１１    30303030人人人人    

集会室集会室集会室集会室２２２２    15151515        

和室和室和室和室    20202020        

ホールホールホールホール    80808080        

創作室創作室創作室創作室１１１１    20202020        

創作室創作室創作室創作室２２２２    20202020        

創作室創作室創作室創作室３３３３    25252525        

創作室創作室創作室創作室４４４４    25252525        

        

⑸⑸⑸⑸    枚方市立牧野生涯学習市民枚方市立牧野生涯学習市民枚方市立牧野生涯学習市民枚方市立牧野生涯学習市民センターセンターセンターセンター    
    

施 設施 設施 設施 設 名名名名    定定定定 員員員員    

第第第第１１１１集会室集会室集会室集会室    40404040人人人人    

第第第第２２２２集会室集会室集会室集会室    40404040        

第第第第３３３３集会室集会室集会室集会室    50505050        

第第第第４４４４集会室集会室集会室集会室    30303030        

第第第第１１１１和室和室和室和室    30303030        

第第第第２２２２和室和室和室和室    30303030        

保育室保育室保育室保育室    20202020        

録音室録音室録音室録音室    ５５５５        

じどうじどうじどうじどう室室室室    40404040        

プレイルームプレイルームプレイルームプレイルーム    50505050        

ホールホールホールホール    200200200200        

料理室料理室料理室料理室    25252525        

音楽室音楽室音楽室音楽室    50505050        

    

    ⑹⑹⑹⑹    枚方市立津田生涯学習市枚方市立津田生涯学習市枚方市立津田生涯学習市枚方市立津田生涯学習市民民民民センターセンターセンターセンター    
    

施 設施 設施 設施 設 名名名名    定定定定 員員員員    

第第第第１１１１集会室集会室集会室集会室    50505050人人人人    

第第第第２２２２集会室集会室集会室集会室    25252525        

    



        

第第第第３３３３集会室集会室集会室集会室    40404040        

和室和室和室和室    30303030        

保育室保育室保育室保育室    30303030        

録音室録音室録音室録音室    ５５５５        

ホールホールホールホール    120120120120        

料理室料理室料理室料理室    30303030        

フリールームフリールームフリールームフリールーム    70707070        

音楽室音楽室音楽室音楽室    50505050        

    

    ⑺⑺⑺⑺    枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民センターセンターセンターセンター    
    

施 設施 設施 設施 設 名名名名    定定定定 員員員員    

第第第第１１１１集会室集会室集会室集会室    15151515人人人人    

第第第第２２２２集会室集会室集会室集会室    18181818        

和室和室和室和室    30303030        

交流室交流室交流室交流室    40404040        

保育室保育室保育室保育室    20202020        

美術室美術室美術室美術室    30303030        

映像工房映像工房映像工房映像工房１１１１    ５５５５        

映像工房映像工房映像工房映像工房２２２２    ５５５５        

作陶室作陶室作陶室作陶室    25252525        

ホールホールホールホール    150150150150        

料理室料理室料理室料理室    30303030        

フリールフリールフリールフリールームームームーム    50505050        

音楽室音楽室音楽室音楽室    40404040        

        

⑻⑻⑻⑻    枚方市立南部生涯学習市民枚方市立南部生涯学習市民枚方市立南部生涯学習市民枚方市立南部生涯学習市民センターセンターセンターセンター    
    

施 設施 設施 設施 設 名名名名    定定定定 員員員員    

集会室集会室集会室集会室１１１１    30303030人人人人    

集会室集会室集会室集会室２２２２    35353535        

イベントホールイベントホールイベントホールイベントホール    180180180180        

作陶室作陶室作陶室作陶室    20202020        

美術室美術室美術室美術室    20202020        

録音室録音室録音室録音室    ３３３３        

フリールーム１フリールーム１フリールーム１フリールーム１    25252525        

フリールーム２フリールーム２フリールーム２フリールーム２    30303030        

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工房工房工房工房    25252525        

講義室講義室講義室講義室    25252525        

料理室料理室料理室料理室    25252525        
    



        

音楽室音楽室音楽室音楽室    40404040        

多目的室多目的室多目的室多目的室    50505050        

スタジオスタジオスタジオスタジオ    ５５５５        

        

⑼⑼⑼⑼    枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報プラザプラザプラザプラザ    
    

施 設施 設施 設施 設 名名名名    定定定定 員員員員    

交流交流交流交流ルームルームルームルーム    50505050人人人人    

学習学習学習学習ルームルームルームルーム    30303030        
 


