千葉市民活動支援 センター設置管理 条例をここに公布 する。
平成２５年９月２ ４日
千葉市長

熊

谷

俊

人

千葉市条例第３５ 号
千葉市民活動支援 センター設置管理 条例
（設置）
第１条

本市は、 市民公益活動（ 本 市において不特定 かつ多数のものの

利益の増進に寄与 することを目的と して行われる活動 をいう。以下同
じ。）の促進を図 るため、次のとお り千葉市民活動支 援センター（以
下「センター」と いう。）を設置す る。
名

称

千葉市民活動支援 センター

位

置

千葉市中央区中央 ２丁目５番１号

（事業）
第２条

センター は、次に掲げる事 業を行う。

（１）市民公益活 動のための施設の 提供に関すること 。
（２）市民公益活 動に関する情報の 収集及び提供に関 すること。
（３）市民公益活 動を行うもの相互 の間及び市民公益 活動を行うものと
関係機関との間の 交流及び連携の促 進に関すること。
（４）市民公益活 動に関する相談に 関すること。
（５）前各号に掲 げるもののほか、 センターの設置目 的を達成するため
に必要な事業
（指定管理者によ る管理）
第３条

センター の管理は、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 施に係る業務
（２）第８条第１ 項に規定する使用 の許可並びに第１ ０条第１項及び第
２項の規定による 使用の制限等に関 する業務
（３）第１３条第 １項に規定する施 設等の変更の承認 及び同条第２項に

規定する原状の回 復に係る指示に関 する業務
（４）センターの 維持管理に関する 業務
（５）前各号に掲 げるもののほか、 市長が別に定める 業務
（休館日）
第５条

センター の休館日は、年末 年始（１２月２９ 日から翌年の１月

３日までの日）と する。ただし、市 長がセンターの管 理運営上必要が
あると認めるとき は、臨時に休館日 を変更し、又は休 館日以外の日に
休館することがで きる。
２

指定管理者は 、あらかじめ市長 の承認を得て、前 項に規定する休館
日に開館すること ができる。
（使用時間）

第６条

センター の使用時間は、午 前９時から午後６ 時までとする。

２

前条第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。

３

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
にセンターを使用 させることができ る。
（使用することが できるもの の範囲 ）

第７条

センター の施設及び設備（ 会議室、談話室及 び規則で定める設

備（以下「会議室 等」という。）を 除く。）を使用す ることができる
ものは、次に掲げ るものとする。
（１）市民公益活 動を行っている も の
（２）市民公益活 動を行おうとする もの
（３）前２号に掲 げるもののほか、 市長が適当と認め る もの
２

会議室等を使 用することができ る ものは、前項第 １号又は第２号に
掲げるもののうち 市長が別に定める ものとする。
（使用の許可）

第８条

会議室等 を使用しようとす るものは、指定管 理者の許可を受け

なければならない 。許可に係る事項 を変更しようとす るときも、同様
とする。
２

指定管理者は 、センターの管理 運営上必要がある と認めるときは、
前項の許可に条件 を付することがで きる。

（使用の不許可）
第９条

指定管理 者は、次の各号の いずれかに該当す るときは、前条第

１項の許可をしな いものとする。
（１）市民公益活 動以外の活動に使 用するものである と認めるとき。
（２）営利を目的 とする使用である と認めるとき。
（３）特定の政党 、政派又は宗教を 支持し、宣伝し、 又は これらに反対
する使用であると 認めるとき。
（４）公の秩序を 乱し、又は善良な 風俗を害するおそ れがあると認める
とき。
（５）会議室等を 破損し、又は滅失 するおそれがある と認めるとき。
（６）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。
（７）前各号に掲 げる場合のほか、 センターの管理運 営上支障があると
認めるとき。
（使用の制限等）
第１０条

指定管 理者は、次の各号 のいずれかに該当 するときは、セン

ターの施設又は設 備の使用を制限し 、若しくは停止し 、第８条第１項
の許可を取り消し 、又はセンターか らの退去を命ずる ことができる。
（１）この条例又 はこの条例に基づ く規則に違反した とき。
（２）偽りその他 不正の手段により 第８条第１項の許 可を受けた事実が
明らかになったと き。
（３）前条第１号 から第６号までに 規定する使用不許 可の事由が発生し
たとき。
（４）センターの 管理の業務に従事 する者の管理運営 上の指示に従わな
いとき。
（５）前各号に掲 げる場合のほか、 センターの管理運 営上支障があると
認めるとき。
２

指定管理者は 、第８条第１項の 許可を 受けたもの （以下「使用者」
という。）が同条 第２項の規定によ り付した条件に違 反したときは、
前項の規定による 処分をすることが できる。

（意見の聴取）
第１１条

指定管 理者は、必要があ ると認めるときは 、第９条第 ６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９条第６ 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。
（使用権の譲渡等 の禁止）

第１２条

使用者 は、使用の権利を 譲渡し、又は転貸 してはならな い。

（施設等の変更の 承認）
第１３条

使用者 は、センターの施 設又は設備の原状 を変更しようとす

るときは、あらか じめ指定管理者の 承認を受けなけれ ばならない。
２

使用者は、前 項の承認を受けて 原状を変更した場 合において、その
使用を終了したと きは、指定管理者 の指示に従い、当 該施設 又は設備
を原状に回復しな ければならない。
（指定管理者の指 定の手続等）

第１４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（以下「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、センターを最 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）センターの 効用を最大限に発 揮するとともに、 効率的な管理がで
きるものであるこ と。
（３）センターの 管理を安定して行 う能力を有するこ と。
（４）センターの 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１５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、センターの管 理を行わなければ ならない。
（委任）
第１６条

この条 例に定めるものの ほか、センターの 管理 運営に関し必

要な事項は、規則 で定める。
附

則

この条例は、平 成２６年４月１日 から施行する。た だし、第１４条 の
規定は、公布の日 から施行する。

