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明石市生涯学習センター条例 

平成13年12月26日 

条例第24号 

改正 平成18年３月29日条例第15号 

（設置） 

第１条 市民の生涯にわたる学習活動を支援し、もって生涯学習の振興に寄与するため、本市に生涯 

学習センター（以下「センター」という。）を設置する。 

（位置及び名称） 

第２条 センターの位置及び名称は、次のとおりとする。 

(１) 位置 明石市東仲ノ町６番１号 

名称 明石市生涯学習センター 

(２) 位置 明石市明石公園１番27号 

名称 明石市生涯学習センター分室 

（事業） 

第３条 センターは、次に掲げる事業を行う。 

(１) 生涯学習に関する施策の企画、調査研究及び調整に関すること。 

(２) 生涯学習に係る講座、講演会等の開催に関すること。 

(３) 生涯学習に係る調査及び研究並びに情報の収集及び提供に関すること。 

(４) 生涯学習を推進する人材の育成に関すること。 

(５) 生涯学習の相談に関すること。 

(６) 視聴覚学習の推進に関すること。 

(７) 生涯学習活動のための施設の提供に関すること。 

(８) 前各号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するために必要な事業 

（使用の許可等） 

第４条 センターを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、 

その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、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るとき。 

(２) 施設又は附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。 

(３) 専ら営利を目的とした事業に使用するものと認めるとき。 

(４) 管理上支障があると認めるとき。 

(５) その他使用を不適当と認めるとき。 

３ 市長は、使用を許可する場合において管理上必要な条件を付すことができる。 

（使用料） 

第５条 前条第１項の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表に定める額の使用 

料を納付しなければならない。 

２ 使用者は、舞台設備、音響設備、照明設備その他の附属設備を使用するときは、別表に定める額 

の範囲内で規則で定める額の使用料を納付しなければならない。 

３ 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、後納すること 

ができる。 

（使用料の減免） 

第６条 公用その他市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することが 

できる。 

（使用料の還付） 

第７条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部 

又は一部を還付することができる。 

（使用権譲渡等の禁止） 

第８条 使用者は、センターの使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
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（使用許可の取消し等） 

第９条 市長は、 次の各号のいずれかに該当するときは、 使用の許可を取り消し、 又は使用を制限し、 

若しくは停止し、若しくは退去を命ずることができる。 

(１) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用の許可の条件に違反して使用したとき。 

(２) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。 

(３) 第４条第２項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。 

(４) その他市長において特に必要があると認めるとき。 

２ 前項の規定により使用者に損害が生じても市は、これに対して賠償の責任を負わない。 

（特別の設備の承認） 

第10条 使用者は、センターの施設の使用のため特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長 

の承認を受けなければならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備をさせることができる。 

（原状回復義務） 

第11条 使用者は、センターの使用を終わったとき、又は第９条第１項の規定による使用の許可の取 

消し又は停止を受けたときは、直ちに、職員の指示に従い、施設等を原状に回復しなければならな 

い。 

２ 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、原状に回復するために必要な費用を使用者に 

請求することができる。 

（使用者の管理義務等） 

第12条 使用者は、使用期間中センターを善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

２ 使用者は、センターの使用中に施設又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、これを原状に 

回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

（職員の立入り） 

第13条 使用者は、職員が職務執行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。 

（委任） 

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。（平成14年２月規則第３号で、同14年４月18日から 

施行。ただし、第４条、第15条及び附則第２項から第４項までの規定は、同14年４月１日から施行） 

（明石市立公民館条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(１) 明石市立公民館条例（昭和39年条例第９号） 

(２) 明石市立視聴覚センター条例（昭和55年条例第10号） 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年条例第24号）の一部を 

次のように改正する。 

別表公民館運営審議会委員の項を削る。 

（明石市社会教育委員の定数及び任期等に関する条例の一部改正） 

４ 明石市社会教育委員の定数及び任期等に関する条例（昭和24年条例第49号）の一部を次のように 

改正する。 

第２条中「とし、公民館運営審議会委員をもつて充てることができる」を「とする」に改める。 

附 則（平成18年３月29日条例第15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 この条例の施行前にこの条例による改正前の明石市生涯学習センター条例の規定によりされた処 

分、手続その他の行為は、この条例による改正後の明石市生涯学習センター条例の規定によりされ 

た処分、手続その他の行為とみなす。 

別表（第５条関係）
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１ 施設の使用料 

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日 使用区分 

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10時 

まで 

午前９時 

から 

午後５時 

まで 

午後１時 

から 

午後10時 

まで 

午前９時 

から 

午後10時 

まで 

学習室１（全 

面） 

4,600円 6,300円 6,300円 10,900円 12,600円 17,200円 

学習室１Ａ 1,800円 2,500円 2,500円 4,300円 5,000円 6,800円 

学習室１Ｂ 2,900円 3,900円 3,900円 6,800円 7,800円 10,700円 

学習室２（全 

面） 

3,800円 5,100円 5,100円 8,900円 10,200円 14,000円 

学習室２Ａ 2,400円 3,100円 3,100円 5,500円 6,200円 8,600円 

学習室２Ｂ 1,500円 2,100円 2,100円 3,600円 4,200円 5,700円 

学習室３ 2,300円 3,100円 3,100円 5,400円 6,200円 8,500円 

学習室４ 900円 1,200円 1,200円 2,100円 2,400円 3,300円 

学習室５（パソ 

コン室） 

7,900円 10,600円 10,600円 18,500円 21,200円 29,100円 

調理実習室 3,900円 5,200円 5,200円 9,100円 10,400円 14,300円 

工芸室 2,100円 2,700円 2,700円 4,800円 5,400円 7,500円 

和室 3,000円 4,100円 4,100円 7,100円 8,200円 11,200円 

茶室 1,000円 1,300円 1,300円 2,300円 2,600円 3,600円 

ホール 15,000円 20,000円 20,000円 35,000円 40,000円 55,000円 

音楽練習室１ 1,300円 1,700円 1,700円 3,000円 3,400円 4,700円 

音楽練習室２ 3,400円 4,500円 4,500円 7,900円 9,000円 12,400円 

備考

(１) ホールを準備のため使用するときは、当該使用区分に係る使用料の５割の額を徴収する。 

(２) ホールを練習のため使用するときは、当該使用区分に係る使用料の７割の額を徴収する。 

２ 附属設備の使用料 

１種類１回につき10,000円 

３ 分室の施設の使用料 

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日 使用区分 

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９時 

まで 

午前９時 

から 

午後５時 

まで 

午後１時 

から 

午後９時 

まで 

午前９時 

から 

午後９時 

まで 

大会議室 900円 1,200円 900円 2,100円 2,100円 3,000円 

会議室、研修 

室、和室、実習 

室、視聴覚室 

（１室につき） 

450円 600円 450円 1,050円 1,050円 1,500円


