千葉市少年自然の 家設置管理条例の 一部を改正する条 例をここに公布
する。
令和元年６月２７ 日
千葉市長

熊

谷

俊

人

千葉市条例第４２ 号
千葉市少年自然の 家設置管理条例の 一部を改正する条 例
千葉市少年自然の 家設置管理条例（ 平成１６年千葉市 条例第４２号）
の一部を次のよう に改正する。
第１条中「宿泊を 伴う」を削り、「 図る」の次に「と ともに、市民に
自然の中での学習 及び相互交流の場 を提供する」を加 える。
第１４条中「管理 運営」を「管理」 に改め、同条を第 ２１ 条とする。
第１３条を削る。
第１２条を第１８ 条とし、同条の次 に次の２条を加え る。
（指定管理者の指 定の手続等）
第１９条

市長は 、指定管理者の指 定をしようとする 場合は、規則で定

めるところにより 、公募するものと する。
２

前項の規定に より公募した場合 において、応募が ないときは、再度
の公募を要しない 。

３

指定管理者の 指定を受けようと する法人その他の 団体（次項におい
て「法人等」とい う。）は、規則で 定めるところによ り、市長に申請
しなければならな い。

４

市長は、前項 の規定による申請 の内容を次に掲げ る基準により審査
し、少年自然の家 を最も適切に管理 することができる と認める法人等
を、議会の議決を 経て、指定管理者 として指定するも のとする。

（１）市民の平等 な利用を確保する ものであること。
（２）少年自然の 家の効用を最大限 に発揮するととも に、その管理に要
する経費を縮減す るものであること 。
（３）少年自然の 家の管理を安定し て行う能力を有す ること。
（４）少年自然の 家の適正な管理に 支障を及ぼすおそ れがないこと。
（５）前各号に掲 げるもののほか、 市長が定める基準
５

市長は、前項 の規定により指定 管理者を指定した ときは、規則で定

めるところにより 、その旨を告示す るものとする。法 第２４４条の２
第１１項の規定に より指定管理者の 指定を取り消し、 又は管理の業務
の全部若しくは一 部の停止を命じた ときも、同様とす る。
６

前各項に定め るもののほか、指 定管理者の指定の 手続に関し必要な
事項は、規則で定 める。
（管理の基準）

第２０条

指定管 理者は、法令、条 例、条例に基づく 規則その他 市長の

定めるところに従 い、少年自然の家 の管理を行わなけ ればならない。
第１１条の見出し 中「使用料」を「 利用料金」に 改め 、同条中「特に」
を「指定管理者は、規則で定める場合その他特に」に、「使用料」を
「利用料金」に改 め、同条を第１６ 条とし、同条の次 に次の１条を加え
る。
（利用料金の不返 還）
第１７条

既に支 払われた利用料金 は、返還しない。 ただし、規則で定

める場合その他指 定管理者が特に必 要があると認める 場合は、その全
部又は一部を返還 することができる 。
第１０条の見出し を「（利用料金） 」に改め、同条第 １項中「別表に
定める使用料を納 付しなければ」を 「指定管理者に対 し、その使用に係
る利用料金（法第 ２４４条の２第８ 項に規定する利用 料金をいう。以下
同じ。）を支払わ なければ」に改め 、同条第２項中「 使用料」を「利用
料金」に、「少年 自然の家の使用を 終了するときに納 付する」 を「使用
を開始する日の７日前までに納める」に改め、同項ただし書中「ただ
し、」の次に「指 定管理者が」を加 え、同項を同条第 ３項とし、同条第
１項の次に次の１ 項を加え、同条を 第１５条とする。
２

利用料金は、 別表に定める額の 範囲内において、 指定管理者が市長
の承認を得て定め るものとする。
第９条中「市長」 を「指定管理者」 に改め、同条第４ 号中「管理運営」

を「管理」に改め 、同条を第１４条 とする。
第８条中「市長」 を「指定管理者」 に、「第６条第１ 項」を「第１０
条第１項」に、「 又はその許可を取 り消す」を「第１ ０条第１項の許可
を取り消し、又は 少年自然の家から の退去を命ずる」 に改め、同条第２

号中「第６条第１ 項」を「第１０条 第１項」に 改め、 同条第３号中「第
６条第２項」を「 第１０条第２項」 に改め、同条第４ 号中「第３号」を
「第４号」に改め 、同条第５号中「 管理運営」を「管 理」に改め、同号
を同条第６号とし 、同条第４号の次 に次の１号を加え る。
（５）少年自然の 家の管理の業務に 従事する者の管理 上の指示に従わな
いとき。
第８条を第１２条 とし、同条の次に 次の１条を加える 。
（意見の聴取）
第１３条

指定管 理者は、必要があ ると認めるときは 、第１１条第４号

に該当する事由の 有無について、所 轄の警察署長の意 見を聴くよう市
長に求めるものと する。
２

市長は、前項 の規定による求め があったときは、 第１１条第４号に
該当する事由の有 無について、所轄 の警察署長の意見 を聴くものとす
る。
第７条中「市長」 を「指定管理者」 に改め、同条第３ 号中「前２号に

掲げる場合のほか 、少年自然の家の 設置の目的に反す る使用をし、又は
その」を「少年自 然の家の施設を破 損し、又は滅失す る 」に改め、同条
第４号中「前３号 」を「前各号」に 、「管理運営」を 「管理」に改め 、
同号を同条第５号とし、同条第３号の次に次の１号を加え、同条を第
１１条とする。
（４）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 るとき。
第６条第１項中「 市長」を「指定管 理者」に改め、 同 条第２項中「市
長」を「指定管理者」に、「管理運営」を「管理」に改め、同条を第
１０条とする。
第５条第２号を次 のように改める。
（２）中学生以下 の者及びその引率 者の団体又は中学 生以下の者を含む
家族
第５条第３号中 「前２号」を「前 ３号」に改め、同 号を 同条第４号と
し、同条第２号の 次に次の１号を加 え、同条を第９条 とする。
（３）高校生以上 の者で構成される 団体

第４条の見出し中 「等」を削り、同 条第１項中「時間 」の次に「（以
下この条において 「入退所時間」と いう。）」を加え 、同項に次のただ
し書を加える。
ただし、市長が少 年自然の家の管理 上必要があると認 めるときは、
臨時に使用時間を 変更することがで きる。
第４条第２項及び 第３項を次のよう に改め、同条第４ 項を削る。
２

前条第１項た だし書の規定は、 入退所時間の変更 について準用する 。

３

指定管理者は 、あらかじめ市長 の承認を得て、入 退所時間以外の時
間に入退所させる ことができる。
第４条を第６条 とし、同条の次に 次の２条を加える 。
（使用期間）

第７条

少年自然 の家を引き続いて 使用できる期間（ 以下この条におい

て「使用期間」と いう。）は、４泊 ５日以内とする。
２

第５条第１項 ただし書の規定は 、使用期間の変更 について準用する 。
（使用時間）

第８条

少年自然 の家の宿泊の用に 供する施設の使用 時間は、使用を開

始する日の午前１ １時から使用を終 了する日の午前９ 時までとする。
２

日帰りで使用 する場合の少年自 然の家の使用時間 は、午前９時から
午後４時までとす る。

３

第５条第１項 ただし書の規定は 、使用時間の変更 について準用する 。

４

指定管理者は 、あらかじめ市長 の承認を得て、使 用時間以外の時間
に使用させること ができる。
第３条中「管理運 営」を「管理」に 改め、同条に次の １項を加え、同

条を第５条とする 。
２

指定管理者は 、あらかじめ市長 の承認を得て、前 項に規定する休所
日に開所すること ができる。
第２条の次に次の ２条を加える。
（指定管理者によ る管理）

第３条

少年自然 の家の管理は、地 方自治法（昭和２ ２年法律第６７号 。

以下「法」という。）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者
（以下「指定管理 者」という。）に 行わせる。

（業務の範囲）
第４条

指定管理 者が行う業務の範 囲は、次のとおり とする。

（１）第２条各号 に掲げる事業の実 施に関する業務
（２）第１０条第 １項に規定する使 用の許可及び第１ ２条の規定による
使用の制限等に関 する業務
（３）少年自然の 家の維持管理に関 する業務
（４）前各号に掲 げるもののほか、 市長が別に定める 業務
別表を次のように 改める。
別表
（１）中学生以下 の者を含む団体又 は家族が宿泊 で使 用する場合（中学
生以下の者の健全 な育成を図ること を主たる目的とし て宿泊で使用
する場合に限る。 ）
区分

金額（１人１泊に つき）

市内在住の中学生 以下の者

３００円

市内在住の高校生 以上の者

８３０円

市外在住の中学生 以下の者

６００円

市外在住の高校生 以上の者

１，６７０円

（２）（１）に掲 げる場合以外に宿 泊で使用する場合
区分

金額（１人１泊に つき）

市内在住の中学生 以下の者

３００円

市内在住の高校生 以上の者

２，４４０円

市外在住の中学生 以下の者

６００円

市外在住の高校生 以上の者

４，８８０円

（３）中学生以下 の者を含む団体又 は家族が日帰りで 使用 する場合（中
学生以下の者の健 全な育成を図るこ とを主たる目的と して日帰りで
使用する場合に限 る。）
区分

金額（１人１日に つき）

市内在住の中学生 以下の者

１００円

市内在住の高校生 以上の者

２７０円

市外在住の中学生 以下の者

２００円

市外在住の高校生 以上の者

５５０円

（４）（３）に掲 げる場合以外に日 帰りで使用する場 合
区分

金額（１人１日に つき）

市内在住の中学生 以下の者

１００円

市内在住の高校生 以上の者

７９０円

市外在住の中学生 以下の者

２００円

市外在住の高校生 以上の者

１，５８０円

備考

（１）及び （３）の場合にお いて、市内在住の 中学生以下の者

を引率する市外在 住の高校生以上の 者は、市内在住の 高校生以上 の
者とみなす。
附
１

則

この条例は、 令和２年４月１日 から施行する。た だし、第１４条を
第２１条とし、第 １２条を第１８条 とし、同条の次に ２条を加える改
正規定（第１９条 に係る部分に限る 。）は、公布の日 から施行する。

２

この条例の施 行の日（以下「施 行日」という。） 前に市長がしたこ
の条例による改正 前の第６条第１項 の許可で、この条 例の施行の際現
に効力を有するも のは、施行日にお いてこの条例によ る改正後の第３
条に規定する指定 管理者がしたこの 条例による改正後 の第１０条第１
項の許可とみなす 。

３

この条例によ る改正後の 第１５ 条の規定は、施行 日以後の使用に係
る利用料金につい て適用し、施行日 前の使用に係る使 用料 については、
なお従前の例によ る。

