千葉市行政財産 使用料条例等 の一 部を改正する条例 をここに公布する 。
平成３１年３ 月８日
千葉市長
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千葉市条例第４号
千葉市行政財産使 用料条例等の一部 を改正する条例
（千葉市行政財産 使用料条例の一部 改正）
第１条

千葉市行 政財産使用料条例 （昭和３９年千葉 市条例第３３号）

の一部を次のよう に改正する。
第２条第１項第２ 号及び第３ 項中「 １００分の１０８ 」を「１００
分の１１０」に改 める。
（千葉市保健所使 用料及び手数料条 例の一部改正）
第２条

千葉市保 健所使用料及び手 数料条例（昭和６ ３年千葉市条例 第

１９号）の一部を 次のように改正す る。
第２条第３項中「 ３，２４０円」を 「３，３００円」 に改める。
（千葉市休日救急 診療所条例の一部 改正）
第３条

千葉市休 日救急診療所条例 （平成４年千葉市 条例第５３号）の

一部を次のように 改正する。
第６条第３項中「 １００分の１０ ８ 」を「１００分の １１０」に改
め、同条第４項中 「３，２４０円」 を「３，３００円 」に改める。
（千葉市大宮学園 設置管理条例の一 部改正）
第４条

千葉市大宮学園設置管理条例（昭和４３年千葉市条例第１０

号）の一部を次の ように改正する。
第１１条第２項中 「３，２４０円」 を「３，３００円 」に改める。
（千葉市桜木園設 置管理条例の一部 改正）
第５条

千葉市桜 木園設置管理条例 （昭和４６年千葉 市条例第５３号）

の一部を次のよう に改正する。
第１０条第２項中 「３，２４０円」 を「３，３００円 」に改める。
（千葉市療育セン ター設置管理条例 の一部改正）
第６条

千葉市療育センター設置管理条例（昭和５６年千葉市条例第

１４号）の一部を 次のように改正す る。
第１２条第２項中 「１００分の１０ ５」を「１００分 の１ １０」に

改め、同条第３項 中「３，２４０円 」を「３，３００ 円」に改める。
（千葉市土気あす みが丘プラザ設置 管理条例の一部改 正）
第７条

千葉市土 気あすみが丘プラ ザ設置管理条例（ 平成５年千葉市条

例第６号）の一部 を次のように改正 する。
別表第２第１項の 表中「９３０円」 を「９４０円」に 改める。
別表第２第２項第 ２号の表中「４， ５１０円」を「４ ，５９０円」
に、「９，０５０円」を「９，２１０円」に、「２，２５０円」を
「２，２９０円」 に、「２，２２０ 円」を「２，２６ ０円」に、「４，
４７０円」を「４ ，５５０円」に、 「１，１１０円」 を「１，１３０
円」に、「２，２ ３０円」を「２， ２７０円」に改め る。
（千葉市路外駐 車場条例の一部改 正）
第８条

千葉市路 外駐車場条例（昭 和５８年千葉市条 例第１０号）の一

部を次のように改 正する。
別表第１項の 表中「２，０４０ 円」を「２，０７ ０円」に、「２０ ，
５７０円」を「２ ０，９５０円」に 改める。
別表第２項の 表中「７ １０円」 を「７２０円」に 改める。
（千葉市民会館設 置管理条例の一部 改正）
第９条

千葉市民 会館設置管理条例 （昭和４８年千葉 市条例第７号）の

一部を次のように 改正する。
別表第１中「１０１，０８０円」を「１０２，９５０円」に、
「１３１，４１０円」を「１３３，８４０円」に、「３２，９９０
円」を「３３，６ ００円」に、「４ ４，４５０円」を 「４５，２７０
円」に、「７，０１０円」を「７，１３０円」に、「１３，１７０
円」を「１３，４ １０円」に、「２ ，６７０円」を「 ２，７１０円」
に改める。
（千葉市民ギャラ リー・いなげ設置 管理条例の一部改 正）
第１０条

千葉市 民ギャラリー・い なげ設置管理条例 （昭和６３年千葉

市条例第４０号） の一部を次のよう に改正する。
別表第１号の表中「１，６００円」を「１，６２０円」に、「１，
０８０円」を「１ ，１００円」に改 める。
別表第２号の表中 「８００円」を「 ８１０円」に改め る。

別表第３号の表中 「１，０８０円」 を「１，１００円 」に改める。
（千葉市文化ホー ル設置管理条例の 一部改正）
第１１条

千葉市文化ホール設置管理条例（平成３年千葉市条例第５

号）の一部を次の ように改正する。
別表第２第１項の 表中「５７，０２ ０円」を「５８， ０７０円」に、
「６８，４００円」を「６９，６６０円」に、「３，０６０円」を
「３，１１０円」 に、「９，０３０ 円」を「９，１９ ０円」に改める。
別表第２第２項の 表中「４８，３４ ０円」を「４９， ２３０円」に、
「５７，６００円 」を「５８，６６ ０円」に、「１９ ，５４０円」を
「１９，９００円 」に、「２３，６ ５０円」を「２４ ，０８０円」に、
「２，６７０円」を「２，７１０円」に、「２４，６８０円」を
「２５，１３０円」に、「９，０５０円」を「９，２１０円」に、
「６，６８０円」 を「６，８００円 」に、「９，２５ ０円」を「９，
４２０円」に改め る。
（千葉市スポーツ 広場設置管理条例 の一部改正）
第１２条

千葉市 スポーツ広場設置 管理条例（昭和６ ２年千葉市条例第

２２号）の一部を 次のように改正す る。
別表第２庭球場使 用料の表中「６ ２ ０円」を「６３０ 円」に改める。
（千葉ポートアリ ーナ設置管理条例 の一部改正）
第１３条

千葉ポートアリーナ設置管理条例（平成３年千葉市条例第

２２号）の一部を 次のように改正す る。
別表第１施設 利用料金（１）専 用使用の表中 「８ ０，９４０円」を
「８２，４３０円」に、「３２４，０００円」を「３３０，０００
円」に、「６４８，０００円」を「６６０，０００円」に、「１，
２９６，０００円 」を「１，３２０ ，０００円」に、 「２０，６７０
円」を「２１，０ ５０円」に、「８ １，０６０円」を 「８２，５６０
円」に、「１６１ ，９６０円」を「 １６４，９５０円 」に、「１０，
７６０円」を「１ ０，９５０円」に 、「１２，８５０ 円」を「１３，
０８０円」に改め る。
別表第１施設利用料金（２）個人使用の表中「１，６１０円」を
「１，６３０円」 に改める。

別表第２附属 設備利用料金の表 中「５，４００円 」を「５，５００
円」に、「２，６８０円」を「２，７２０円」に、「３２，４００
円」を「３３，０ ００円」に、「１ ０，８００円」を 「１１，０００
円」に、「２，１ ６０円」を「２， ２００円」に、「 ６，４８０円」
を「６，６００円 」に、「５４，０ ００円」を「５５ ，０００円」に
改める。
別表第３行為許可利用料金の表中「２１，６００円」を「２２，
０００円」に、「 ３，２４０円」を 「３，３００円」 に改める。
（千葉アイススケ ート場設置管理条 例の一部改正）
第１４条

千葉ア イススケート場設 置管理条例（平成 １６年千葉市条例

第３４号）の一部 を次のように改正 する。
別表第１項の表中 「１，４４０円」 を「１，４６０円 」に、「２３，
６５０円」を「２ ４，０８０円」に 、「９５，６５０ 円」を「９７，
４２０円」に、「１，３３０円」を「１，３５０円」に、「２０，
５７０円」を「２ ０，９５０円」に 、「８２０円」を 「８３０円」に
改める。
別表第２項の表中 「１２，８５０円 」を「１３，０８ ０円」に改め
る。
別表第３項の表中 「２，１６０円」 を「２，２００円 」に改める。
別表第４項の表中「２１，６００円」を「２２，０００円」に、
「３，２４０円」 を「３，３００円 」に改める。
（千葉市民ゴルフ 場設置管理条例の 一部改正）
第１５条

千葉市民ゴルフ場設置管理条例（平成１９年千葉市条例第

４６号）の一部を 次のように改正す る。
別表第１項の表中 「４，１１０円」 を「４，１８０円 」に、「２，
０５０円」を「２ ，０８０円」に、 「６，１７０円」 を「６， ２８０
円」に、「３，０ ８０円」を「３， １３０円」に、「 ２，４６０円」
を「２，５００円」に、「１，２３０円」を「１，２５０円」に、
「３，７００円」 を「３，７６０円 」に、「１，８５ ０円」を「１，
８８０円」に改め る。
別表第２項の表中「２１，６００円」を「２２，０００円」に、

「３，２４０円」 を「３，３００円 」に改める。
（千葉市廃棄物の 適正処理及び再利 用等に関する条例 の一部改正）
第１６条

千葉市 廃棄物の適正処理 及び再利用等に関 する条例（平成５

年千葉市条例第１ ７号）の一部を次 のように改正する 。
第４６条第１項及び第４８条第１項中「１００分の１０８」を
「１００分の１１ ０」に改める。
（千葉市勤労市民 プラザ設置管理条 例の一部改正）
第１７条

千葉市 勤労市民プラザ設 置管理条例（平成 ３年千葉市条例第

１４号）の一部を 次のように改正す る。
別表第２第１ 項第１号の表中「 ２９，１２０円」 を「２９，６５０
円」に、「２３， ２９０円」を「２ ３，７２０円」に 、「６，５６０
円」を「６，６８ ０円」に、「５， ２４０円」を「５ ，３３０円」に、
「３，９６０円」 を「４，０３０円 」に、「３，１６ ０円」を「３，
２１０円」に、「 １１，８５０円」 を「１２，０６０ 円」に、「９，
４８０円」を「９ ，６５０円」に改 める。
別表第２第１項第 ２号の表中「６， １７０円」を「６ ，２８０円」
に、「４，９３０ 円」を「５，０２ ０円」に改める。
別表第２第１項第 ３号の表中「６２ ０円」を「６３０ 円」に改める。
別表第２第１項第４号イの表中「１８，０８０円」を「１８，
４１０円」に、「 １４，４６０円」 を「１４，７２０ 円」に、「９，
０２０円」を「９ ，１８０円」に、 「７，２１０円」 を「７，３４０
円」に改める。
別表第２第２項第 １号の表中「２６ ，４４０円」を「 ２６，９２０
円」に、「２１，１４０円」を「２１，５３０円」に、「１３，
２１０円」を「１ ３，４５０円」に 、「１０，５７０ 円」を「１０，
７６０円」に、「 １８，５４０円」 を「１８，８８０ 円」に、「１４，
８２０円」を「１５，０９０円」に、「３，９６０円」を「４，
０３０円」に、「３，１５０円」を「３，２００円」に、「６，
５６０円」を「６ ，６８０円」に、 「５，２３０円」 を「５，３２０
円」に、「５，２ ６０円」を「５， ３５０円」に、「 ４，２００円」
を「４，２７０円 」に、「１０，５ ５０円」を「１０ ，７４０円」に、

「８，４３０円」を「８，５８０円」に、「１２，９６０円」を
「１３，２００円 」に、「１０，３ ６０円」を「１０ ，５５０円」に
改める。
別表第２第２項第２号イの表中「１８，０８０円」を「１８，
４１０円」に、「 １４，４６０円」 を「１４，７２０ 円」に、「９，
０２０円」を「９ ，１８０円」に、 「７，２１０円」 を「７，３４０
円」に、「４，２ ８０円」を「４， ３５０円」に、「 ３，４２０円」
を「３，４８０円 」に改める。
（千葉ポートタワ ー設置管理条例の 一部改正）
第１８条

千葉ポートタワー設置管理条例（昭和６１年千葉市条例第

１７号）の一部を 次のように改正す る。
別表第１項の表中 「６３０円」を「 ６４０円」に改め る。
（千葉市農業者健 康増進施設設置管 理条例の一部改正 ）
第１９条

千葉市 農業者健康増進施 設設置管理条例（ 昭和５９年千葉市

条例第５０号）の 一部を次のように 改正する。
別表多目的ホール使用料（１）専用使用の表中「８５０円」を
「８６０円」に、「１，１８０円」を「１，２００円」に、「１，
３８０円」を「１ ，４００円」に、 「６３０円」を「 ６４０円」に、
「１，０８０円」 を「１，１００円 」に、「１，７１ ０円」を「１，
７４０円」に、「２，４６０円」を「２，５００円」に、「２，
７９０円」を「２ ，８４０円」に改 める。
（千葉市ふるさと 農園設置管理条例 の一部改正）
第２０条

千葉市ふるさと農園設置管理条例（平成２年千葉市条例第

２２号）の一部を 次のように改正す る。
別表第１項の表中 「７５０円」を「 ７６０円」に改め る。
別表第２項の表中 「３，２４０円」 を「３，３００円 」に改める。
（千葉市都市農業 交流センター設置 管理条例 の一部改 正）
第２１条

千葉市 都市農業交流セン ター設置管理条例 （平成１８年千葉

市条例第５５号） の一部を次のよう に改正する。
別表第３第１項の 表中「６１０円」 を「６２０円」に 改める。
別表第３第２項の 表中「１０，２８ ０円」を「１０， ４７０円」に、

「２０，５７０円」を「２０，９５０円」に、「２，０５０円」を
「２，０８０円」 に改める。
（千葉市生涯学習 センター設置管理 条例の一部改正）
第２２条

千葉市 生涯学習センター 設置管理条例（平 成１２年千葉市条

例第６６号）の一 部を次のように改 正する。
別表第２中「５２，２５０円」を「５３，２１０円」に、「８，
９２０円」を「９，０８０円」に、「２５，４６０円」を「２５，
９３０円」に、「 １２，３３０円」 を「１２，５５０ 円」に、「１０，
８９０円」を「１１，０９０円」に、「５，６３０円」を「５，
７３０円」に、「 ２４，６００円」 を「２５，０５０ 円」に、「９，
０５０円」を「９，２１０円」に、「２１，７１０円」を「２２，
１１０円」に、「 ２２，８００円」 を「２３，２２０ 円」に、「１３，
５６０円」を「１ ３，８１０円」に 、「１０，０００ 円」を「１０，
１８０円」に、「３，２００円」を「３，２５０円」に、「１，
２７０円」を「１ ，２９０円」に、 「９８０円」を「 ９９０円」に、
「１３，２５０円 」を「１３，４９ ０円」に改める。
（千葉市科学館設 置管理条例の一部 改正）
第２３条

千葉市科学館設置管理条例（平成１８年千葉市条例第４４

号）の一部を次の ように改正する。
別表第１項の表及 び第２項の表中「 ６１０円」を「６ ２０円」に改
める。
別表第３項の表中 「２，１６０円」 を「２，２００円 」に改める。
（千葉市都市公園 条例の一部改正）
第２４条

千葉市 都市公園条例（昭 和３４年千葉市条 例第２０号）の一

部を次のように改 正する。
第１６条第１項中 「１００分の１０ ８」を「１００分 の１１０」に
改める。
別表第６備考４第５号中「１００分の１０８」を「１００分の
１１０」に改める 。
別表第８第１項の表中「１，２８０円」を「１，３００円」に、
「１，７１０円」 を「１，７４０円 」に、「２，９９ ０円」を「３，

０４０円」に改め る。
別表第９第１項第１号アの表中「１，９２０円」を「１，９５０
円」に、「３，８ ６０円」を「３， ９３０円」に、「 ４，８５０円」
を「４，９３０円」に、「１，２００円」を「１，２２０円」に、
「１，１５０円」 を「１，１７０円 」に、「１，８５ ０円」を「１，
８８０円」に、「２，３１０円」を「２，３５０円」に、「５６０
円」を「５７０円」に、「６８０円」を「６９０円」に、「１，
３８０円」を「１ ，４００円」に、 「２，０７０円」 を「２，１００
円」に、「１９， ３２０円」を「１ ９，６７０円」に 、「４，８２０
円」を「４，９０ ０円」に改める。
別表第９第１項第１号イの表中「３８，８２０円」を「３９，
５３０円」に、「 １９，３２０円」 を「１９，６７０ 円」に、「４，
８４０円」を「４，９２０円」に、「１６，９７０円」を「１７，
２８０円」に、「８，４８０円」を「８，６３０円」に、「２，
１００円」を「２ ，１３０円」に、 「１２１，４９０ 円」を「１２３，
７３０円」に、「 ６０，７２０円」 を「６１，８４０ 円」に、「１５，
１８０円」を「１ ５，４６０円」に 改める。
別表第９第１項第 ２号の表中「１， ４２０円」を「１ ，４４０円」
に、「２，８４０円」を「２，８９０円」に、「６８０円」を
「６９０円」に、 「１，３６０円」 を「１，３８０円 」に、「９２０
円」を「９３０円 」に改める。
別表第９第１項第 ３号の表中「１， ０８０円」を「１ ，１００円」
に、「２，１６０ 円」を「２，２０ ０円」に改める。
別表第９第１項第 ４号の表中「３， ４４０円」を「３ ，５００円」
に、「３，２９０ 円」を「３，３５ ０円」に、「１７ ，２８０円」を
「１７，６００円 」に改める。
別表第９第２項第 １号の表中「６， ４８０円」を「６ ，６００円」
に、「３，２４０円」を「３，３００円」に、「１，６１０円」を
「１，６５０円」 に、「２，３１０ 円」を「２，３５ ０円」に、「１，
１５０円」を「１，１７０円」に、「２２，５２０円」を「２２，
９３０円」に、「 １１，２６０円」 を「１１，４６０ 円」に改める。

別表第９第２項第 ２号の表中「１， ２７０円」を「１ ，２９０円」
に、「６１０円」 を「６２０円」に 改める。
別表第９第２項第 ３号の表中「２， １６０円」を「２ ，２００円」
に、「２，０５０ 円」を「２，０８ ０円」に改める。
別表第９第３項第 ２号アの表中「６ ２０円」を「６３ ０円」に改め
る。
別表第９第４項第１号アの表中「７，７５０円」を「７，８９０
円」に、「１５，５３０円」を「１５，８１０円」に、「２３，
２８０円」を「２３，７１０円」に、「２，５７０円」を「２，
６１０円」に、「３，２４０円」を「３，３００円」に、「６，
６３０円」を「６，７５０円」に、「９，８７０円」を「１０，
０５０円」に、「 １，１１０円」を 「１，１３０円」 に改める。
別表第９第４項第 １号イの表中「１ １６，６４０円」 を「１１８，
８００円」に、「 １２，９６０円」 を「１３，２００ 円」に、「５０，
９１０円」を「５１，８５０円」に、「５，６４０円」を「５，
７４０円」に改め る。
別表第９第５項第１号アの表中「６，７８０円」を「６，９００
円」に、「４０，８００円」を「４１，５５０円」に、「１７０，
０９０円」を「１ ７３，２３０円」 に、「１０，１８ ０円」を「１０，
３６０円」に、「５１，０００円」を「５１，９４０円」に、
「２３８，１３０円」を「２４２，５３０円」に、「１６，９８０
円」を「１７，２ ９０円」に、「９ １，８４０円」を 「９３，５４０
円」に、「４０８ ，２４０円」を「 ４１５，８００円 」に、「２７，
１９０円」を「２７，６９０円」に、「１６３，２７０円」を
「１６６，２９０ 円」に、「６８０ ，４００円」を「 ６９３，０００
円」に、「４，２３０円」を「４，３００円」に、「２２，９５０
円」を「２３，３７０円」に、「１０２，０５０円」を「１０３，
９３０円」に改め る。
別表第９第５項第１号イの表中「３，３９０円」を「３，４５０
円」に、「２０， ３９０円」を「２ ０，７６０円」に 、「５，０９０
円」を「５，１８０円」に、「２５，４９０円」を「２５，９６０

円」に、「８，４８０円」を「８，６３０円」に、「４５，９１０
円」を「４６，７ ６０円」に、「１ ３，５８０円」を 「１３，８３０
円」に、「８１， ６２０円」を「８ ３，１３０円」に 、「２，１００
円」を「２，１３０円」に、「１１，４７０円」を「１１，６８０
円」に改める。
別表第９第５項第１号オの表中「１，８００円」を「１，８３０
円」に改める。
別表第９第５項第２号アの表中「４，５１０円」を「４，５９０
円」に、「２，２ ５０円」を「２， ２９０円」に、「 ９，０５０円」
を「９，２１０円 」に、「１，１２ ０円」を「１，１ ４０円」に改め
る。
別表第９第６項の表中「１，２８０円」を「１，３００円」に、
「１，７１０円」 を「１，７４０円 」に、「２，９９ ０円」を「３，
０４０円」に改め る。
別表第９第７項第 １号の表中「６， ２７０円」を「６ ，３８０円」
に、「３，０８０円」を「３，１３０円」に、「２，０００円」を
「２，０３０円」 に、「２６，７３ ０円」を「２７， ２２０円」に改
め、同表備考中「 １，２４０円」を 「１，２６０円」 に改める。
別表第９第７項第 ２号の表中「５， ２３０円」を「５ ，３２０円」
に、「１０，４８ ０円」を「１０， ６７０円」に、「 １，６７０円」
を「１，７００円 」に、「２，０８ ０円」を「２，１ １０円」に改め
る。
別表第９第８項第 ２号の表中「１， ３８０円」を「１ ，４００円」
に、「１，８５０円」を「１，８８０円」に、「３，２３０円」を
「３，２８０円」 に、「５５０円」 を「５６０円」に 改める。
別表第９第９項の表中「９，７２０円」を「９，９００円」に、
「１２，９６０円 」を「１３，２０ ０円」に、「２２ ，６８０円」を
「２３，１００円」に、「３，２４０円」を「３，３００円」に、
「１，６００円」 を「１，６２０円 」に、「２，１６ ０円」を「２，
２００円」に、「３，７６０円」を「３，８２０円」に、「６，
４８０円」を「６ ，６００円」に、 「１，０８０円」 を「１，１００

円」に、「９２０ 円」を「９３０円 」に、「１，２３ ０円」を「１，
２５０円」に、「 ２，１５０円」を 「２，１８０円」 に改める。
別表第９第１０項 の表中「２，８９ ０円」を「２，９ ４０円」に、
「３，８５０円」 を「３，９２０円 」に、「６，７４ ０円」を「６，
８６０円」に、「 ９５０円」を「９ ６０円」に、「２ ，２００円」を
「２，２４０円」 に、「２，９３０ 円」を「２，９８ ０円」に、「５，
１３０円」を「５ ，２２０円」に、 「７３０円」を「 ７４０円」に改
める。
別表第９第１１項 の表中「３，２４ ０円」を「３，３ ００円」に、
「４，３２０円」 を「４，４００円 」に、「７，５６ ０円」を「７，
７００円」に、「 １，０８０円」を 「１，１００円」 に改める。
別表第９第１２項の表中「９２０円」を「９３０円」に、「１，
２３０円」を「１ ，２５０円」に、 「２，１５０円」 を「２，１８０
円」に改める。
別表第９第１３項第１号の表中「２，２５０円」を「２，２９０
円」に、「４，５ ００円」を「４， ５８０円」に、「 １，１２０円」
を「１，１４０円 」に改める。
別表第９第１４項第１号の表中「１，２７０円」を「１，２９０
円」に、「２，５ ４０円」を「２， ５８０円」に、「 ３，２４０円」
を「３，３００円」に、「８００円」を「８１０円」に、「６１０
円」を「６２０円」に、「１，２２０円」を「１，２４０円」に、
「１，５４０円」を「１，５６０円」に、「９２０円」を「９３０
円」に、「１，０ ８０円」を「１， １００円」に改め る。
（青葉の森スポー ツプラザ管理条例 の一部改正）
第２５条

青葉の 森スポーツプラザ 管理条例（昭和６ ２年千葉市条例 第

１９号）の一部を 次のように改正す る。
別表第１項第１号 の表中「３，２４ ０円」を「３，３ ００円」に、
「６，４８０円」 を「６，６００円 」に、「８，０９ ０円」を「８，
２３０円」に、「 ６４，８００円」 を「６６，０００ 円」に、「１，
５４０円」を「１ ，５６０円」に、 「３，０８０円」 を「３，１３０
円」に、「３，８５０円」を「３，９２０円」に、「３２，４００

円」を「３３，０ ００円」に、「９ ９０円」を「１， ０００円」に、
「１，９８０円」 を「２，０１０円 」に、「２，４６ ０円」を「２，
５００円」に、「 ２０，８２０円」 を「２１，２００ 円」に、「９，
７２０円」を「９，９００円」に、「１９，４４０円」を「１９，
８００円」に、「２４，２９０円」を「２４，７３０円」に、
「１９４，４００ 円」を「１９８， ０００円」に改め る。
別表第１項第２号 の表中「１，０８ ０円」を「１，１ ００円」に、
「２，１６０円」 を「２，２００円 」に改める。
別表第２項第１号 の表中「４，０２ ０円」を「４，０ ９０円」に、
「８，０４０円」 を「８，１８０円 」に、「９，７２ ０円」を「９，
９００円」に、「 ８１，０００円」 を「８２，５００ 円」に、「１，
９２０円」を「１ ，９５０円」に、 「３，８４０円」 を「３，９１０
円」に、「４，６２０円」を「４，７００円」に、「４０，２６０
円」を「４１，０ ００円」に、「１ ，２３０円」を「 １，２５０円」
に、「２，４６０円」を「２，５００円」に、「３，０８０円」を
「３，１３０円」 に、「２５，７６ ０円」を「２６， ２３０円」に、
「１２，１２０円 」を「１２，３４ ０円」に、「２４ ，２４０円」を
「２４，６８０円 」に、「２９，１ ６０円」を「２９ ，７００円」に、
「２４３，０００ 円」を「２４７， ５００円」に改め る。
別表第２項第３号 の表中「１，０８ ０円」を「１，１ ００円」に、
「２，１６０円」 を「２，２００円 」に改める。
別表第３項第１号 の表中「６２０円 」を「６３０円」 に改める。
別表第３項第２号 の表中「１，０８ ０円」を「１，１ ００円」に改
める。
別表第４項第１号 の表中「１，２７ ０円」を「１，２ ９０円」に、
「２，５４０円」 を「２，５８０円 」に、「３，２４ ０円」を「３，
３００円」に、「 ６１０円」を「６ ２０円」に、「１ ，２２０円」を
「１，２４０円」に、「１，５４０円」を「１，５６０円」に、
「９２０円」を「９３０円」に、「１，０８０円」を「１，１００
円」に改める。

（千葉マリンスタ ジアム設置管理条 例の一部改正）
第２６条

千葉マ リンスタジアム設 置管理条例（平成 元年千葉市条例第

３９号）の一部を 次のように改正す る。
別表第１項第１号 アの表中「９，７ ２０円」を「９， ９００円」に、
「４，７３０円」 を「４，８１０円 」に、「３，０８ ０円」を「３，
１３０円」に改め る。
別表第１項第１号イの表中「１９，４４０円」を「１９，８００
円」に、「３８，８８０円」を「３９，６００円」に、「９７，
２００円」を「９９，０００円」に、「９，５６０円」を「９，
７３０円」に、「 １９，３３０円」 を「１９，６８０ 円」に、「４８，
４４０円」を「４９，３３０円」に、「６，３７０円」を「６，
４８０円」に、「 １２，８５０円」 を「１３，０８０ 円」に、「３２，
４００円」を「３ ３，０００円」に 改める。
別表第１項第２号アの表中「６４８，０００円」を「６６０，
０００円」に、「８１０，０００円」を「８２５，０００円」に、
「１９，４４０円 」を「１９，８０ ０円」に改める。
別表第１項第２号イの表中「５４０，０００円」を「５５０，
０００円」に、「１，０８０，０００円」を「１，１００，０００
円」に、「４８６ ，０００円」を「 ４９５，０００円 」に、「９７２，
０００円」を「９ ９０，０００円」 に改める。
別表第２項の表中 「５，４００円」 を「５，５００円 」に、「２，
６８０円」を「２ ，７２０円」に、 「１，６００円」 を「１，６２０
円」に、「４３，２００円」を「４４，０００円」に、「２１，
６００円」を「２ ２，０００円」に 、「１０，８００ 円」を「１１，
０００円」に、「８，６４０円」を「８，８００円」に、「１，
０８０円」を「１ ，１００円」に、 「６，４８０円」 を「６，６００
円」に、「３，２ ４０円」を「３， ３００円」に、「 ２，１６０円」
を「２，２００円」に、「１６２，０００円」を「１６５，０００
円」に、「１９，４４０円」を「１９，８００円」に、「３２，
４００円」を「３３，０００円」に、「１０８，０００円」を
「１１０，０００ 円」に改める。

（千葉市道路占用 料条例の一部改正 ）
第２７条

千葉市 道路占用料条例（ 昭和３０年千葉市 条例第３３号）の

一部を次のように 改正する。
第２条第２項 中「１００分の１ ０８」を「１００ 分の１１０」に改
める。
（千葉市法定外水 路条例の一部改正 ）
第２８条

千葉市 法定外水路条例（ 平成１７年千葉市 条例第１８号）の

一部を次のように 改正する。
別表第１項の表備 考４第５号中「１ ００分の１０８」 を「１００分
の１１０」に改め る。
（千葉市河川管理 条例の一部改正）
第２９条

千葉市 河川管理条例（平 成１２年千葉市条 例第２９号）の一

部を次のように改 正する。
別表第２項の表備 考４第５号中「１ ００分の１０８」 を「１００分
の１１０」に改め る。
附

則

（施行期日）
１

この条例は、 公布の日から施行 する。ただし、第 ２条 から第６条ま
で及び第１６条の 規定は、平成３１ 年１０月１日から 施行する。
（使用料の経過 措置）

２

第１条の規定 による改正後の千 葉市行政財産使用 料条例第２条第１
項第２号及び第３ 項、第３条の規定 による改正後の 千 葉市休日救急診
療所条例第６条第 ３項、第６条の規 定による改正後の 千葉市療育セン
ター設置管理条例 第１２条第２項、 第１２条の規定に よる改正後の千
葉市スポーツ広場 設置管理条例別表 第２、第１９条の 規定による改正
後の千葉市農業者 健康増進施設設置 管理条例別表、第 ２４条の規定に
よる改正後の千葉 市都市公園条例第 １６条第１項及び 別表第８並びに
第２５条の規定に よる改正後の青葉 の森スポーツプラ ザ管理条例別表
の規定は、平成３ １年１０月１日（ 以下「適用日」と いう。）以後の
使用又は診療に係 る使用料について 適用し、適用日前 の使用 又は診療
に係る使用料につ いては、なお従前 の例による。

（診断書の交付に 係る手数料の経過 措置）
３

第２条の規定 による改正後の千 葉市保健所使用料 及び手数料条例第
２条第３項、第３ 条の規定による改 正後の千葉市休日 救急診療所条例
第６条第４項、第 ４条の規定による 改正後の千葉市大 宮学園設置管理
条例第１１条第２ 項、第５条の規定 による改正後の千 葉市桜木園設置
管理条例第１０条 第２項及び第６条 の規定による改正 後の千葉市療育
センター設置管理 条例第１２条第３ 項の規定は、適用 日以後の診断書、
証明書その他の文 書の交付に係る手 数料について適用 し、適用日前の
診断書、証明書そ の他の文書の交付 に係る手数料につ いては、なお従
前の例による。
（利用料金の経過 措置）

４

第７条の規定 による改正後の千 葉市土気あすみが 丘プラザ設置管理
条例別表第２、第 ８条の規定による 改正後の千葉市路 外駐車場条例別
表、第９条の規定 による改正後の千 葉市民会館設置管 理条例別表第１、
第１１条の規定に よる改正後の千葉 市文化ホール設置 管理条例別表第
２、第１３条の規 定による改正後の 千葉ポートアリー ナ設置管 理条例
別表第１から別表 第３まで、第１４ 条の規定による改 正後の千葉アイ
ススケート場設置 管理条例別表、第 １５条の規定によ る改正後の千葉
市民ゴルフ場設置 管理条例別表、第 １７条の規定によ る改正後の千葉
市勤労市民プラザ 設置管理条例別表 第２、第２０条の 規定による改正
後の千葉市ふるさ と農園設置管理条 例別表、第２１条 の規定による改
正後の千葉市都市 農業交流センター 設置管理条例別表 第３、第 ２２条
の規定による改正 後の千葉市生涯学 習センター設置管 理条例別表第２、
第２４条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第９及び第
２６条の規定によ る改正後の千葉マ リンスタジアム設 置管理条例別表
の規定は、適用日 以後の使用に係 る 利用料金について 適用し、適用日
前の使用に係る利 用料金については 、なお従前の例に よる。
（市民ギャラリー ・いなげの利用料 金の経過措置）

５

第１０条の規 定による改正後の 千葉市民ギャラリ ー・いなげ設置管
理条例別表第１号 及び第２号の規定 は、 適用日以後の 使用に係 る利用
料金について適用 し、適用日前の使 用に係る利用料金 については、な

お従前の例による 。
６

第１０条の規 定による改正後の 千葉市民ギャラリ ー・いなげ設置管
理条例別表第３号 の規定は、適用日 以後の観覧に係る 利用料金につい
て適用し、適用日 前の観覧に係る利 用料金については 、なお従前の例
による。
（一般廃棄物処 理手数料の経過措 置）

７

第１６条の規 定による改正後の 千葉市廃棄物の適 正処理及び再利用
等に関する条例第 ４６条第１項の規 定は、適用日以後 の一般廃棄物の
収集、運搬及び処 分に係る手数料に ついて適用し、適 用日前の一般廃
棄物の収集、運搬 及び処分に係る手 数料については、 なお従前の例に
よる。
（産業廃棄物処 分費用の経過措置 ）

８

第１６条の規 定による改正後の 千葉市廃棄物の適 正処理及び再利用
等に関する条例第 ４８条 第１項の規 定は、適用日以後 の産業廃棄物の
処分に係る処分費 用について適用し 、適用日前の産業 廃棄物の処分に
係る処分費用につ いては、なお従前 の例による。
（千葉ポートタ ワーの利用料金の 経過措置）

９

第１８条の規 定による改正後の 千葉ポートタワー 設置管理条例別表
の規定は、適用日 以後の入館に係る 利用料金について 適用し、適用日
前の入館に係る利 用料金については 、なお従前の例に よる。
（科学館の利用 料金の経過措置）

10

第２３条の規定による改正後の千葉市科学館設置管理条例別表の規
定は、適用日以後 の観覧及び利用に 係る利用料金につ いて適用し、適
用日前の観覧及び 利用に係る利用料 金については、な お従前の例によ
る。
（占用料の経過 措置）

11

第 ２ ４ 条 の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第６備考４
第５号、第２７条 の規定による改正 後の千葉市道路占 用料条例 第２条
第２項、第２８条 の規定による改正 後の千葉市法定外 水路条例別表 第
１項の表備考４第 ５号及び第２９条 の規定による改正 後の千葉市河川
管理条例別表第２ 項の表備考４第５ 号の規定は、適用 日以後の占用に

係る占用料につい て適用し、適用日 前の占用に係る占 用料については 、
なお従前の例によ る。

