千葉市ハーモニー プラザ設置管理条 例及び千葉市コミ ュニティセンタ
ー設置管理条例の 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

熊

谷

俊

人

千葉市条例第６号
千葉市ハーモニー プラザ設置管理条 例及び千葉市コミ ュニティセ
ンター設置管理条 例の一部を改正す る条例
（千葉市ハーモニ ープラザ設置管理 条例の一部改正）
第１条

千葉市ハ ーモニープラザ設 置管理条例（平成 １１年千葉市条例

第３３号）の一部 を次のように改正 する。
第１条中「及び男 女共同参画社会の 形成 」を「並びに 男女共同参画
社会の形成及びコ ミュニティ活動」 に改める。
第２条第１項中第 ３号を削り、第４ 号を第３号とし、 第５号を第４
号とし、同号の次 に次の１号を加え る。
（５）中央区蘇我 コミュニティセン ター ハーモニープ ラザ分館
第２条に次の１項 を加える。
４

第１項第５号 に掲げる施設につ いては、千葉市コ ミュニティセン
ター設置管理条例 （昭和５４年千葉 市条例第５号）に 定めるところ
による。
第３条中第３号を 削り、第４号を第 ３号とし、同号の 次に次の１号

を加える。
（４）コミュニテ ィ活動の振興に関 すること。
第４条中「障害者 相談センター」の 次に「及び中央区 蘇我コミュニ
ティセンターハー モニープラザ分館 」を加える。
第５条第１号中「 第３条各号」を「 第３条第１号から 第３号まで及
び第５号」に改め 、同条第３号中「 第１５条第１項」 を「第１２条第
１項」に改める。
第６条第１項中「 別表第１に掲げる 」を削り、「施設 」の次に「の
うち、障害者福祉 センターの多目的 ホール及び屋外ス ポーツ広場」を
加える。
第９条第１項の表 を次のように改め る。

施設名
障害者福祉センタ ー

休館日
月曜日（その日が国民の祝日に関する法
律に規定する休日に当たるときは、その
日の翌日）

社会福祉研修セン ター

日曜日及び土曜日

男女共同参画セン ター

月曜日（その日が国民の祝日に関する法
律に規定する休日に当たるときは、その
日の翌日）

第９条第２項 中「第２条第１項 第５号」を「第２ 条第１項第３号及
び第４号」に改め る。
第１０条第１項の 表中
「
ことぶき大学校

午前９時から午後 ５時１５分まで

を

社会福祉研修セン ター
」
「
社会福祉研修セン ター

に

午前９時から午後 ５時１５分まで
」

改め、同表男女共 同参画センターの 項中「（別表第１ 男女共同参画セ
ンターの項に掲げ る施設にあっては 、午後５時）」を 削 り、同条第２
項中「第２条第１ 項第５号」を「第 ２条第１項第３号 及び第４号」に
改める。
第１１条から第 １３条までを削る 。
第１４条中「使 用者」を「第６条 第１項の許可を受 けた者（ 次条に
おいて「使用者」 という。）」に改 め、同条を第１１ 条とし、第１５
条を第１２条とし 、同条の次に次の １条を加える。
（指定管理者の指 定の手続等）
第１３条

市長は 、プラザの管理を 適切かつ確実に行 うことができる

と認める法人その 他の団体を、その 申請により、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。

２

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。

３

前２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。
第１６条を削り、 第１７条を第１４ 条とし、 第１８条 を第１５条と

する。
別表第１及び別表 第２を削る。
（千葉市コミュ ニティセンター設 置管理条例の一部 改正）
第２条

千葉市コ ミュニティセ ンタ ー設置管理条例（ 昭和５４年千葉市

条例第５号）の一 部を次のように改 正する。
第１条第１項の表千葉市花見川区畑コミュニティセンターの項中
「千葉市花見川区畑町１３３６番地の２」を「千葉市花見川区畑町
１３３６番地２」 に改め、同表千葉 市花見川区幕張コ ミュニティセン
ターの項中「千葉 市花見川区幕張町 ３丁目７７３０番 地の４」を「千
葉市花見川区幕張 町３丁目７７３０ 番地４」に改め、 同条中 第２項を
第３項とし、第１ 項の次に次の１項 を加える。
２

千葉市中央区 蘇我コミュニティ センターに 次の分 館を置く。
名称

位置

千葉市中央区蘇我コミュニティ 千葉市中央区千葉寺町１２０８
センターハーモニ ープラザ分館

番地２

第６条第２項中「 前項」を「前２項 」に改め、同項を 同条第３項と
し、同条第１項の 次に次の１項を加 える。
２

前項本文の 規定にかかわらず 、千葉市中央区蘇 我コミュニティセ
ンターハーモニー プラザ分館の休館 日は、千葉市ハー モニープラザ
設置管理条例（平 成１１年千葉市条 例第３３号）第９ 条第１項 に規
定するプラザの休 館日（同項の表に 掲げる施設の休館 日を除く。 ）
の例による。
第１７条中「 ついては、」を「 ついては」に改め 、「昭和３４年千

葉市条例第２０号 ）」の次に「、千 葉市中央区蘇我コ ミュニティセン
ターハーモニープ ラザ分館の管理に ついては千葉市ハ ーモニープラザ
設置管理条例」を 加える。
附則第１項に 見出しとして「（ 施行期日） 」を付 する。
附則第２項に 見出しとして「（ 千葉市中央コミュ ニティセンター設
置管理条例の廃止 ）」を付する。
附則第３項に 見出しとして「（ 経過措置）」を 付 する。
附則に次の１ 項を加える。
（指定管理者の 指定の手続等の特 例）
４

千葉市中央区 蘇我コミュニティ センター ハーモニ ープラザ分館の
指定管理者の指定 （平成３３年３月 ３１日以前を期間 の終期とする
ものに限る。）の 手続については、 第１５条第１項か ら第４項まで
の規定にかかわら ず、市長は、当該 施設の管理を適切 かつ確実に行
うことができると 認める法人等を、 その申請により、 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。この場 合において、
同条第５項中「前 項」とあるのは「 附則第４項前段」 と 、同条第６
項中「前各項」と あるのは「前項及 び附則第４項」と する。
別表第１千葉 市中央区蘇我コミ ュニティセンター の項を次のように

改める。
千葉市中央区蘇我 ロビー 幼児室 創作室 創作準備室 講習
室 集会室 和室 音楽室 料理実習室 サ
コミュニティセン
ークル室 大広間 多目的ホール ホール
ター
エアロビクス室 図書室 トレーニ ング室
体育館
ハーモニープラザ 分館
創作室 講習室 美術・工芸室 陶芸作業
室 料理実習室 和室 茶室 多目的室 音
楽室 フィットネスルーム ハーモニーホー
ル
別表第２第１項第１号の表中「９１０円」を「９２０円」に、
「６７０円」を「６８０円」に、「５９０円」を「６００円」に、
「６１０円」を「 ６２０円」に、「 １，０１０円」を 「１，０２０円」
に改める。

別表第２第１項第２号の表中「６６０円」を「６７０円」に、
「６５０円」を「６６０円」に、「６４０円」を「６５０円」に、
「６３０円」を「６４０円」に、「６７０円」を「６８０円」に、
「３，１６０円」 を「３，２１０円 」に、
「
エアロビクス室

を

４４０円
」

「
エアロビクス室

４４０円

ハ ー モ ニ 創作室

４４０円

ー プ ラ ザ 講習室１

２５０円

分館

講習室２

２１０円

講習室３

４４０円

講習室４

４４０円

美術・工

４７０円

芸室
陶芸作業

５９０円

室
料理実習

に
４４０円

室
和室１

１７０円

和室２

１５０円

茶室１

３０円

茶室２

２０円

多目的室

４８０円

音楽室

３５０円

ハーモニ

１，８３０円

ーホール
」
改める。

別表第２第１ 項第４号の表中「 ８００円」を「８ １０円」に、「１ ，
１３０円」を「１ ，１５０円」に改 める。
別表第２第１ 項第５号の表中「 １，８４０円」を 「１，８７０円」
に改める。
別表第２第１項第６号の表中「５７０円」を「５８０円」に、
「６４０円」を「 ６５０円」に、「 １，６８０円」を 「１，７１０円」
に改める。
別表第２第１ 項第７号の表中「 ５４０円」を「５ ５０円」に、「１ ，
２６０円」を「１ ，２８０円」に改 める。
別表第２第１ 項第８号の表中「 １，１００円」を 「１，１２０円」
に改める。
別表第２第１ 項第９号の表中「 ６２０円」を「６ ３０円」に、「１ ，
３３０円」を「１ ，３５０円」に改 める。
別表第２第１ 項第１０号の表中 「１，５８０円」 を「１，６００円 」
に改める。
別表第２第１ 項第１１号の表中 「１，２８０円」 を「１，３００円 」
に、「６１０円」 を「６２０円」に 改める。
別表第２第１項第１２号の表中「５５０円」を「５６０円」に、
「７００円」を「７１０円」に、「７２０円」を「７３０円」に、
「６５０円」を「 ６６０円」に、「 ８８０円」を「８ ９０円」に 改め
る。
別表第２第２ 項中「剣道場利用 料金」を「剣道場 ・フィットネスル
ーム利用料金」に 改め、同項第２号 アの表中「４，５ １０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，
２６０円」に、「４，４７０円」を「４，５５０円」に、「１，
１１０円」を「１，１３０円」に、「２，２３０円」を「２，
２７０円」に改め る。
別表第２第２項第 ２号イ中「剣道場 」を「剣道場・フ ィットネスル
ーム」に改め、同 号イの表中「２， １６０円」を「２ ，２００円」に、
「４，３６０円」 を「４，４４０円 」に、「１，０８ ０円」を 「１，

１００円」に、「 ２，１８０円」を 「２，２２０円」 に改める。
別表第２第５項の 表に次のように加 える。
陶芸窯
附
１

１回につき

３， ３００円

則

この条例は、 平成３２年４月１ 日から施行する。 ただし、第２条中
千葉市コミュニテ ィセンター設置管 理条例第１条第１ 項の表及び別表
第２第１項第１号の表の改正規定、同項第２号の表の改正規定
（「６６０円」を 「６７０円」に、 「６５０円」を「 ６６０円」に、
「６４０円」を「６５０円」に、「６３０円」を「６４０円」に、
「６７０円」を「 ６８０円」に、「 ３，１６０円」を 「３，２１０円」
に改める部分に限 る。）並びに同項 第４号の表、同項 第５号の表、同
項第６号の表、同 項第７号の表、同 項第８号の表、同 項第９号の表、
同項第１０号の表 、同項第１１号の 表、同項第１２号 の表並びに別表
第２第２項第２号 アの表及び同号イ の表の改正規定並 びに次項の規定
は、公布の日から 施行する。

２

第１条の規定 による改正後の千 葉市ハーモニープ ラザ設置管理条例
第１３条第１項の 規定による指定管 理者の指定の手続 及び第２条の規
定による改正後の 千葉市コミュニテ ィセンター設置管 理条例附則第４
項前段の規定によ る指定管理者の指 定の手続は、 この 条例の施行の日
前においても行う ことができる。

３

第２条の規定 による改正 後の千 葉市コミュニティ センター設置管理
条例別表第２の規 定（千葉市中央区 蘇我コミュニティ センターハーモ
ニープラザ分館に 係るものを除く。 ）は、平成３１年 １０月１日以後
の使用に係る利用 料金について適用 し、同日前の使用 に係る利用料金
については、なお 従前の例による。

