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○伊達市交流館条例 

平成25年12月12日条例第34号 

伊達市交流館条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２の規定に基づき、伊達市交流

館の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市民の地域交流を促進し、市民の生活文化の向上と市民福祉の増進及び地域の主体的な地

域づくり活動を支援するため、伊達市交流館（以下「交流館」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 交流館の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（職員） 

第４条 交流館には、館長及び必要な職員を置くことができる。 

（利用時間及び休館日） 

第５条 交流館の利用時間及び休館日は、規則で定める。 

（使用の許可） 

第６条 交流館を使用しようとする者（以下「使用者」という。）は、あらかじめ市長の許可を受

けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 使用者は、交流館を使用する際に、これに特別の設備をしようとする場合は、第１項の許可に

併せて、市長の許可を受けなければならない。 

３ 市長は、前２項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。 

（許可の取消し等） 

第７条 市長は、交流館の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、

若しくは使用の中止を命じ、又は使用の条件を変更することができる。 

(１) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。 

(２) 許可された使用の目的又は条件に違反したとき。 

(３) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。 

(４) 交流館の管理上必要があると認めたとき。 

(５) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。 

（使用の制限） 
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第８条 市長は、交流館の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。 

(１) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。 

(２) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあると認めるとき。 

(３) 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

規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の利益になると

認められるとき。 

(４) 交流館の管理上支障があると認めるとき。 

（使用料） 

第９条 使用者は、使用の許可を受けた時は、別表第２に定める使用料を前納しなければならない。 

２ 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。 

３ 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、返

還することができる。 

（目的外使用等の禁止） 

第10条 使用者は、施設又は設備を使用の許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を他に譲渡

し、若しくは転貸してはならない。 

（原状回復の義務） 

第11条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用の許可を取り消されたとき若

しくはその使用を停止させられたときは、直ちに使用場所等を原状に回復しなければならない。 

（損害賠償） 

第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に

回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、

この限りでない。 

（指定管理者による管理） 

第13条 市長は、交流館を効果的に運営するために必要があると認めるときは、地方自治法第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、交流館の管理を行わせ

ることができる。この場合において、第６条、第７条及び第８条中「市長」とあるのは「指定管

理者」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定により管理を指定管理者に行わせる場合の手続等については、伊達市公の施設の指

定管理者の指定の手続等に関する条例（平成18年条例第55号）によるものとする。 

（指定管理者の業務） 
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第14条 前条第１項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合における当該指定管理

者の業務は、次のとおりとする。 

(１) 交流館の使用の許可に関すること。 

(２) 交流館の施設及び設備の維持管理に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。 

（利用料金） 

第15条 市長は、指定管理者に交流館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を当該指定

管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は、指定管理者に利用

料金を支払わなければならない。 

２ 利用料金の額は、第９条の規定にする使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長

の承認を得て定めるものとする。 

３ 指定管理者は、市長が定める減免の基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。 

（委任） 

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（伊達市公民館条例及び伊達市公民館施設の利用に関する条例の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(１) 伊達市公民館条例（平成18年伊達市条例第177号） 

(２) 伊達市公民館施設の利用に関する条例（平成18年伊達市条例第178号） 

（伊達市公民館施設の利用に関する条例の廃止に伴う経過措置） 

３ この条例の施行前に前項の規定による廃止前の伊達市公民館施設の利用に関する条例の規定に

よってした処分、手続その他の行為であって、この条例の規定に相当の規定があるものは、これ

らの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

４ この条例における使用料に関する規定は、この条例の施行の日以後の交流館の使用に係る使用

料について適用し、同日前の公民館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。 

（伊達市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） 

５ 伊達市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（平成18年伊達市条例第

33号）の一部を次のように改正する。 
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別表中 

  

「     

梁川町公民館長 年額 180,000  

梁川町公民館主事 年額 120,000  

保原町公民館長 月額 50,500  

霊山町公民館長 年額 188,000  

月舘町公民館長 年額 58,000  

月舘町公民館副館長 年額 21,000  

   」を 

  

「     

交流館長（伊達地区） 年額 180,000  

交流館長（梁川地区） 年額 180,000  

交流館副館長（梁川地区） 年額 120,000  

交流館長（保原地区） 月額 50,500  

交流館長（霊山地区） 年額 188,000  

交流館長（月舘地区） 年額 58,000  

交流館副館長（月舘地区） 年額 21,000  

   」に 

改める。 

別表第１（第３条関係） 

  

名称 位置 

伊達中央交流館 伊達市北後22番地１ 

伊達東地区交流館 伊達市伏黒字一本石41番地２ 

梁川中央交流館 伊達市梁川町字南本町35番地 

東大枝地区交流館 伊達市梁川町東大枝字北町132番地１ 

五十沢地区交流館 伊達市梁川町五十沢字宮下４番地１ 
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富野地区交流館 伊達市梁川町舟生字堂前55番地 

山舟生地区交流館 伊達市梁川町山舟生字坊前18番地 

白根地区交流館 伊達市梁川町白根字北向15番地 

堰本地区交流館 伊達市梁川町新田字寺山４番地５ 

粟野地区交流館 伊達市梁川町二野袋字昭和３番地２ 

保原中央交流館 伊達市保原町字宮下111番地４ 

大田地区交流館 伊達市保原町大泉字前原内106番地１ 

上保原地区交流館 伊達市保原町上保原字上ノ原24番地１ 

柱沢地区交流館 伊達市保原町所沢字東畑100番地 

富成地区交流館 伊達市保原町富沢字羽山８番地 

霊山中央交流館 伊達市霊山町掛田字西裏17番地 

霊山地区交流館 伊達市霊山町大石字西舘73番地 

石戸地区交流館 伊達市霊山町石田字宮下12番地８ 

小国地区交流館 伊達市霊山町上小国字腰巻７番地 

月舘中央交流館 伊達市月舘町月舘字ウルシ坊19番地１ 

布川地区交流館 伊達市月舘町布川字宮ノ前３番地４ 

御代田地区交流館 伊達市月舘町御代田字古跡54番地 

下手渡地区交流館 伊達市月舘町下手渡字町37番地 

別表第２（第９条関係） 

  

名称 区分 

使用料 

備考 午前９時から午

後１時まで 

午後１時から午

後５時まで 

午後５時から午

後９時30分まで 

伊達中央交流

館 

多目的ホール １時間につき630円 １時間につき

840円 

使用時間が１時

間に満たない端

数があるとき

は、１時間とし

て計算する。 

研修室 １時間につき630円 １時間につき

840円 

和室 １時間につき630円 １時間につき

840円 



6/7  

調理室 １時間につき630円 １時間につき

840円 

保原中央交流

館 

第一和室 １時間につき630円 １時間につき

840円 

大会議室 １時間につき630円 １時間につき

840円 

調理実習室 １時間につき630円 １時間につき

840円 

音楽室 １時間につき420円 １時間につき

630円 

実習室 １時間につき420円 １時間につき

630円 

上記以外の各室

（１室につき） 

１時間につき210円 １時間につき

310円 

大田、上保原、

柱沢、富成地

区交流館 

大ホール・和室

研修室（全室使

用） 

１時間につき420円 １時間につき

630円 

大ホール・和室

研修室（半室使

用） 

１時間につき210円 １時間につき

310円 

調理実習室 １時間につき310円 １時間につき

520円 

研修室 １時間につき100円 １時間につき

150円 

小和室 １時間につき100円 １時間につき

150円 

浴室 １浴槽１日につき520円 

伊達東地区交

流館 

第一和室（大） １回につき520円  

第二和室（小） １回につき310円 
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ホール １回につき840円 

講義室 １回につき310円 

上記以外の各室

（１室につき） 

１回につき310円 

霊山中央交流

館 

大ホール 6,560円 7,870円 9,180円 

上記以外の各室

（１室につき） 

1,310円 1,960円 2,620円 

小国、石戸、

霊山地区交流

館 

多目的ホール 3,150円 3,150円 4,200円 

上記以外の各室

（１室につき） 

1,570円 1,570円 2,100円 

月舘中央、布

川地区、御代

田地区、下手

渡地区交流館 

研修室 300円 460円 770円 

図書室 300円 460円 770円 

日本間 460円 770円 1,030円 

談話室 460円 770円 1,030円 

調理実習室 610円 920円 1,230円 

梁川中央交流

館 

大研修室 20,000円 25,000円 各室とも利用時

間が昼間利用で

４時間以内（夜

間利用の場合３

時間以内）であ

るときの使用料

は、それぞれの

額の２分の１の

額とする。 

生活改善実習室 8,000円 10,000円 

上記以外の各室

（１室につき） 

4,000円 5,000円 

東大枝、五十

沢、富野、山

舟生、堰本、

白根、粟野地

区交流館 

大研修室 10,000円 12,000円 

上記以外の各室

（１室につき） 

3,000円 4,000円 

 


