
            枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民センターセンターセンターセンター条例条例条例条例    

    

平成平成平成平成18181818年年年年9999月月月月27272727日日日日    

条例条例条例条例第第第第45454545号号号号    

    （（（（設置設置設置設置））））    

第第第第１１１１条条条条    市民市民市民市民のののの学習活動及学習活動及学習活動及学習活動及びびびび芸術等芸術等芸術等芸術等のののの文化活動文化活動文化活動文化活動をををを支援支援支援支援するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、地域地域地域地域におけるコミュニティにおけるコミュニティにおけるコミュニティにおけるコミュニティ活動活動活動活動のののの

活性化活性化活性化活性化をををを促進促進促進促進することによりすることによりすることによりすることにより、、、、市民市民市民市民がががが生涯生涯生涯生涯にわたってにわたってにわたってにわたって学学学学びびびび続続続続けることのできるけることのできるけることのできるけることのできる環境環境環境環境をををを醸成醸成醸成醸成しししし、、、、並並並並びにびにびにびに

これらのこれらのこれらのこれらの活動活動活動活動をををを通通通通じたじたじたじた市民市民市民市民とのとのとのとの協働協働協働協働によるまちづくりをによるまちづくりをによるまちづくりをによるまちづくりを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民枚方市立生涯学習市民センタセンタセンタセンタ

ーーーー（（（（以下以下以下以下「「「「センターセンターセンターセンター」」」」というというというという。）。）。）。）をををを設置設置設置設置するするするする。。。。    

（（（（名称及名称及名称及名称及びびびび位置位置位置位置））））    

第第第第２２２２条条条条    センターのセンターのセンターのセンターの名称及名称及名称及名称及びびびび位置位置位置位置はははは、、、、次次次次のののの表表表表のとおりとするのとおりとするのとおりとするのとおりとする。。。。    
    

名名名名                称称称称    位位位位                置置置置    

枚方市立楠葉生涯学習市民枚方市立楠葉生涯学習市民枚方市立楠葉生涯学習市民枚方市立楠葉生涯学習市民センターセンターセンターセンター    枚方市楠葉並木枚方市楠葉並木枚方市楠葉並木枚方市楠葉並木２２２２丁目丁目丁目丁目29292929番番番番５５５５号号号号    

枚方市立枚方市立枚方市立枚方市立サンプラザサンプラザサンプラザサンプラザ生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民センターセンターセンターセンター    枚方市岡東町枚方市岡東町枚方市岡東町枚方市岡東町12121212番番番番３３３３－－－－508508508508号外号外号外号外    

枚方市立蹉跎生涯学習市民枚方市立蹉跎生涯学習市民枚方市立蹉跎生涯学習市民枚方市立蹉跎生涯学習市民センターセンターセンターセンター    枚方市北中振枚方市北中振枚方市北中振枚方市北中振３３３３丁目丁目丁目丁目27272727番番番番10101010号号号号    

枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術センターセンターセンターセンター    枚方市御殿山町枚方市御殿山町枚方市御殿山町枚方市御殿山町10101010番番番番16161616号号号号    

枚方市立牧野生涯学習市民枚方市立牧野生涯学習市民枚方市立牧野生涯学習市民枚方市立牧野生涯学習市民センターセンターセンターセンター    枚方市宇山町枚方市宇山町枚方市宇山町枚方市宇山町４４４４番番番番５５５５号号号号    

枚方市立津田生涯学習市民枚方市立津田生涯学習市民枚方市立津田生涯学習市民枚方市立津田生涯学習市民センターセンターセンターセンター    枚方市津田北町枚方市津田北町枚方市津田北町枚方市津田北町２２２２丁目丁目丁目丁目25252525番番番番３３３３号号号号    

枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民センターセンターセンターセンター    枚方市長尾元町枚方市長尾元町枚方市長尾元町枚方市長尾元町１１１１丁目丁目丁目丁目35353535番番番番１１１１号号号号    

枚方市立南部生涯学習市民枚方市立南部生涯学習市民枚方市立南部生涯学習市民枚方市立南部生涯学習市民センターセンターセンターセンター    枚方枚方枚方枚方市香里市香里市香里市香里ケケケケ丘丘丘丘１１１１丁目丁目丁目丁目１１１１番地番地番地番地の２の２の２の２    

枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報プラザプラザプラザプラザ    枚方市車塚枚方市車塚枚方市車塚枚方市車塚１１１１丁目丁目丁目丁目１１１１番番番番１１１１号号号号    
    

（（（（事業事業事業事業））））    

第第第第３３３３条条条条    センターセンターセンターセンターはははは、、、、第第第第１１１１条条条条にににに規定規定規定規定するするするする目的目的目的目的をををを達成達成達成達成するためするためするためするため、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事業事業事業事業をををを行行行行うううう。。。。    

⑴⑴⑴⑴    生涯学習活動生涯学習活動生涯学習活動生涯学習活動にににに係係係係るるるる情報情報情報情報のののの収集及収集及収集及収集及びびびび提供提供提供提供をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

⑵⑵⑵⑵    生涯学習活動生涯学習活動生涯学習活動生涯学習活動にににに係係係係るるるる交流交流交流交流のののの促進促進促進促進そのそのそのその他生涯学習活動他生涯学習活動他生涯学習活動他生涯学習活動のののの支援支援支援支援をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

⑶⑶⑶⑶    センターセンターセンターセンターのののの施設及施設及施設及施設及びびびび附属設備附属設備附属設備附属設備（（（（以下以下以下以下「「「「センターセンターセンターセンターのののの施設等施設等施設等施設等」」」」というというというという。）。）。）。）をををを生涯学習活動及生涯学習活動及生涯学習活動及生涯学習活動及びびびび協働協働協働協働にににに

よるまちづくりによるまちづくりによるまちづくりによるまちづくりに係係係係るるるる活動活動活動活動のののの用用用用にににに供供供供することすることすることすること。。。。    

⑷⑷⑷⑷    センターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等をををを社会教育法社会教育法社会教育法社会教育法（（（（昭和昭和昭和昭和24242424年法律第年法律第年法律第年法律第207207207207号号号号））））にににに基基基基づくづくづくづく社会教育社会教育社会教育社会教育事業事業事業事業のののの用用用用にににに供供供供するこするこするこするこ

とととと。。。。    

⑸⑸⑸⑸    前各号前各号前各号前各号にににに掲掲掲掲げるもののほかげるもののほかげるもののほかげるもののほか、、、、第第第第１１１１条条条条のののの目的目的目的目的をををを達成達成達成達成するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな事業事業事業事業    

（（（（休館日等休館日等休館日等休館日等））））    

第第第第４４４４条条条条    センターのセンターのセンターのセンターの休館日休館日休館日休館日はははは、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる日日日日とするとするとするとする。。。。    

⑴⑴⑴⑴    月月月月１１１１日日日日でででで規則規則規則規則でででで定定定定めるめるめるめる日日日日    

⑵⑵⑵⑵    12121212月月月月29292929日日日日からからからから翌年翌年翌年翌年の１の１の１の１月月月月３３３３日日日日までのまでのまでのまでの日日日日    

２２２２    前項前項前項前項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、同項第同項第同項第同項第１１１１号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる日日日日がががが国民国民国民国民のののの祝日祝日祝日祝日にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（（（（昭和昭和昭和昭和23232323年法律第年法律第年法律第年法律第178178178178

号号号号））））にににに規定規定規定規定するするするする休日休日休日休日（（（（以下以下以下以下「「「「休日休日休日休日」」」」というというというという。）。）。）。）にににに当当当当たるたるたるたる場合場合場合場合にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、当該日当該日当該日当該日はははは、、、、休館日休館日休館日休館日としないとしないとしないとしない。。。。    



３３３３    第第第第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、枚方市立枚方市立枚方市立枚方市立サンプラザサンプラザサンプラザサンプラザ生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民センターのセンターのセンターのセンターの施設施設施設施設のうちのうちのうちのうち市民市民市民市民ギャラリギャラリギャラリギャラリ

ーーーー及及及及びふれあいホールびふれあいホールびふれあいホールびふれあいホール（（（（以下以下以下以下「「「「市民市民市民市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー等等等等」」」」というというというという。）。）。）。）のののの休館日休館日休館日休館日はははは、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる日日日日とするとするとするとする。。。。    

⑴⑴⑴⑴    木曜日木曜日木曜日木曜日    

⑵⑵⑵⑵    12121212月月月月29292929日日日日からからからから翌年翌年翌年翌年の１の１の１の１月月月月３３３３日日日日までのまでのまでのまでの日日日日    

４４４４    センターのセンターのセンターのセンターの開館時間開館時間開館時間開館時間はははは、、、、午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後９９９９時時時時（（（（日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日休日休日休日にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、午後午後午後午後５５５５時時時時））））までとすまでとすまでとすまでとす

るるるる。。。。ただしただしただしただし、、、、市民市民市民市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー等等等等にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、午前午前午前午前10101010時時時時からからからから午後午後午後午後６６６６時時時時（（（（水曜日水曜日水曜日水曜日にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、午後午後午後午後５５５５時時時時））））

までとするまでとするまでとするまでとする。。。。    

５５５５    前各項前各項前各項前各項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、市長市長市長市長はははは、、、、特別特別特別特別のののの理由理由理由理由があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、センターのセンターのセンターのセンターの休館日及休館日及休館日及休館日及びびびび開開開開

館時間館時間館時間館時間をををを臨時臨時臨時臨時にににに変更変更変更変更することができるすることができるすることができるすることができる。。。。    

（（（（使用使用使用使用のののの許可等許可等許可等許可等））））    

第第第第５５５５条条条条    センターのセンターのセンターのセンターの施施施施設等設等設等設等をををを使用使用使用使用しようとするものはしようとするものはしようとするものはしようとするものは、、、、規則規則規則規則でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ市長市長市長市長にににに

申請申請申請申請してしてしてして許可許可許可許可をををを受受受受けなければならないけなければならないけなければならないけなければならない。。。。このこのこのこの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、市長市長市長市長はははは、、、、センターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等のののの使用使用使用使用についについについについ

てててて、、、、使用使用使用使用しようとするもののしようとするもののしようとするもののしようとするものの区分区分区分区分にににに応応応応じてじてじてじて申請申請申請申請のののの時期時期時期時期をををを定定定定めることができるめることができるめることができるめることができる。。。。    

２２２２    前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる許可許可許可許可にはにはにはには、、、、センターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等のののの管理運営上必要管理運営上必要管理運営上必要管理運営上必要なななな条件条件条件条件をををを付付付付することができるすることができるすることができるすることができる。。。。    

（（（（使用使用使用使用のののの許可許可許可許可のののの基準基準基準基準））））    

第第第第６６６６条条条条    市長市長市長市長はははは、、、、次次次次のののの各号各号各号各号のいずれかにのいずれかにのいずれかにのいずれかに該当該当該当該当するするするする場合場合場合場合はははは、、、、センターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等のののの使用使用使用使用をををを許可許可許可許可しないものとしないものとしないものとしないものと

するするするする。。。。    

⑴⑴⑴⑴    公公公公のののの秩序又秩序又秩序又秩序又はははは善良善良善良善良なななな風俗風俗風俗風俗をををを害害害害するおそれがあるとするおそれがあるとするおそれがあるとするおそれがあると認認認認めるときめるときめるときめるとき。。。。    

⑵⑵⑵⑵    センターセンターセンターセンターのののの施設等施設等施設等施設等をををを損傷損傷損傷損傷しししし、、、、又又又又はははは滅失滅失滅失滅失するおそれがあるとするおそれがあるとするおそれがあるとするおそれがあると認認認認めるときめるときめるときめるとき。。。。    

⑶⑶⑶⑶    祭事等祭事等祭事等祭事等のののの宗教行事又宗教行事又宗教行事又宗教行事又はははは布教活動布教活動布教活動布教活動にににに該当該当該当該当するとするとするとすると認認認認めるときめるときめるときめるとき。。。。    

⑷⑷⑷⑷    専専専専らららら営利営利営利営利をををを図図図図るるるる活動活動活動活動にににに該当該当該当該当するとするとするとすると認認認認めるときめるときめるときめるとき。。。。    

⑸⑸⑸⑸    入会入会入会入会、、、、寄付等寄付等寄付等寄付等のののの勧誘勧誘勧誘勧誘そのそのそのその他他他他これにこれにこれにこれに類類類類するするするする行為行為行為行為（（（（市長市長市長市長がががが特特特特にににに認認認認めるものをめるものをめるものをめるものを除除除除くくくく。）。）。）。）をををを伴伴伴伴うううう活動活動活動活動にににに該該該該

当当当当するとするとするとすると認認認認めるときめるときめるときめるとき。。。。    

⑹⑹⑹⑹    暴力団員暴力団員暴力団員暴力団員によるによるによるによる不当不当不当不当なななな行為行為行為行為のののの防止等防止等防止等防止等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律((((平成平成平成平成３３３３年法律第年法律第年法律第年法律第77777777号号号号))))第第第第２２２２条第条第条第条第２２２２号号号号にににに規定規定規定規定すすすす

るるるる暴力団暴力団暴力団暴力団のののの利益利益利益利益になりになりになりになり、、、、又又又又はそのはそのはそのはその利益利益利益利益になるおそれがあるとになるおそれがあるとになるおそれがあるとになるおそれがあると認認認認めるときめるときめるときめるとき。。。。    

⑺⑺⑺⑺    管理運営上支障管理運営上支障管理運営上支障管理運営上支障があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときめるときめるときめるとき。。。。    

⑻⑻⑻⑻    前前前前各号各号各号各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる場合場合場合場合のほのほのほのほかかかか、、、、市長市長市長市長がががが不適当不適当不適当不適当とととと認認認認めるときめるときめるときめるとき。。。。    

    （（（（物品物品物品物品のののの販売等販売等販売等販売等のののの許可許可許可許可））））    

第第第第７７７７条条条条    センターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等のののの使用使用使用使用のののの許可許可許可許可をををを受受受受けたものけたものけたものけたもの（（（（以下以下以下以下「「「「使用者使用者使用者使用者」」」」というというというという。）。）。）。）はははは、、、、センターにおいセンターにおいセンターにおいセンターにおい

てててて次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる行為行為行為行為をしようとするときはをしようとするときはをしようとするときはをしようとするときは、、、、市長市長市長市長のののの許可許可許可許可をををを受受受受けなければならないけなければならないけなければならないけなければならない。。。。    

    ⑴⑴⑴⑴    物品物品物品物品のののの販売販売販売販売そのそのそのその他他他他これにこれにこれにこれに類類類類するするするする行為行為行為行為    

    ⑵⑵⑵⑵    広告物広告物広告物広告物のののの掲示及掲示及掲示及掲示及びびびび配布配布配布配布    

    ⑶⑶⑶⑶    前前前前２２２２号号号号にににに掲掲掲掲げるもののほかげるもののほかげるもののほかげるもののほか、、、、市長市長市長市長がががが管理運営上必要管理運営上必要管理運営上必要管理運営上必要とととと認認認認めるめるめるめる行為行為行為行為    

（（（（使用使用使用使用のののの期間期間期間期間））））    

第第第第８８８８条条条条    センターセンターセンターセンターのののの施設等施設等施設等施設等（（（（市民市民市民市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー等等等等のののの施設及施設及施設及施設及びびびび附属設備附属設備附属設備附属設備をををを除除除除くくくく。）。）。）。）はははは、、、、同一同一同一同一のものがのものがのものがのものが引引引引きききき続続続続

き３き３き３き３日日日日をををを超超超超えてえてえてえて使用使用使用使用することができないすることができないすることができないすることができない。。。。ただしただしただしただし、、、、市長市長市長市長がががが特別特別特別特別のののの理由理由理由理由があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、このこのこのこの限限限限



りでないりでないりでないりでない。。。。    

２２２２    市民市民市民市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー等等等等のののの施設及施設及施設及施設及びびびび附属設備附属設備附属設備附属設備のののの使用使用使用使用のののの許可許可許可許可はははは、、、、金曜日金曜日金曜日金曜日からからからから翌週翌週翌週翌週のののの水曜日水曜日水曜日水曜日までの６までの６までの６までの６日日日日をををを単位単位単位単位

としてとしてとしてとして行行行行うものとするうものとするうものとするうものとする。。。。ただしただしただしただし、、、、市長市長市長市長がががが特別特別特別特別のののの理由理由理由理由があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、このこのこのこの限限限限りでないりでないりでないりでない。。。。    

（（（（使用料使用料使用料使用料のののの納付納付納付納付））））    

第第第第９９９９条条条条    使用者使用者使用者使用者はははは、、、、別表別表別表別表にににに定定定定めるめるめるめる施設使用料及施設使用料及施設使用料及施設使用料及び１び１び１び１附属設備附属設備附属設備附属設備につきにつきにつきにつき20,00020,00020,00020,000円円円円をををを超超超超えないえないえないえない範囲内範囲内範囲内範囲内においてにおいてにおいてにおいて

規則規則規則規則でででで定定定定めるめるめるめる附属設備使用料附属設備使用料附属設備使用料附属設備使用料（（（（以下以下以下以下これらをこれらをこれらをこれらを「「「「使用料使用料使用料使用料」」」」というというというという。）。）。）。）をををを納付納付納付納付しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

２２２２    使用料使用料使用料使用料はははは、、、、センターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等のののの使用使用使用使用のののの許可許可許可許可をををを受受受受けたけたけたけた際際際際にににに納付納付納付納付しなければならなしなければならなしなければならなしなければならないいいい。。。。ただしただしただしただし、、、、規則規則規則規則でででで

定定定定めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、使用使用使用使用のののの許可許可許可許可をををを受受受受けたけたけたけたセンターセンターセンターセンターのののの施設等施設等施設等施設等のののの使用使用使用使用のののの開始開始開始開始までにまでにまでにまでに納付納付納付納付することができるすることができるすることができるすることができる。。。。    

（（（（使用料使用料使用料使用料のののの還付還付還付還付））））    

第第第第10101010条条条条    既納既納既納既納のののの使用料使用料使用料使用料はははは、、、、還付還付還付還付しないしないしないしない。。。。ただしただしただしただし、、、、市長市長市長市長はははは、、、、規則規則規則規則でででで定定定定めるめるめるめる特別特別特別特別のののの理由理由理由理由があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときめるときめるときめるとき

はははは、、、、そのそのそのその全部又全部又全部又全部又はははは一部一部一部一部をををを還付還付還付還付することができるすることができるすることができるすることができる。。。。    

（（（（使用料使用料使用料使用料のののの減免減免減免減免））））    

第第第第11111111条条条条    市長市長市長市長はははは、、、、規則規則規則規則でででで定定定定めるめるめるめる特別特別特別特別のののの理由理由理由理由があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、使用料使用料使用料使用料をををを減額減額減額減額しししし、、、、又又又又はははは免除免除免除免除することすることすることすること

ができるができるができるができる。。。。    

    （（（（使用使用使用使用のののの許可許可許可許可のののの取消取消取消取消しししし等等等等））））    

第第第第12121212条条条条    市長市長市長市長はははは、、、、次次次次のののの各号各号各号各号のいずれかにのいずれかにのいずれかにのいずれかに該当該当該当該当するするするする場合場合場合場合はははは、、、、センターセンターセンターセンターのののの施設等施設等施設等施設等のののの使用使用使用使用のののの許可許可許可許可をををを取取取取りりりり消消消消しししし、、、、

又又又又はははは使用使用使用使用のののの停止停止停止停止をををを命命命命ずることができるずることができるずることができるずることができる。。。。    

⑴⑴⑴⑴    使用者使用者使用者使用者がががが偽偽偽偽りそのりそのりそのりその他不正他不正他不正他不正なななな手段手段手段手段によりによりによりにより、、、、使用使用使用使用のののの許可許可許可許可をををを受受受受けたときけたときけたときけたとき。。。。    

⑵⑵⑵⑵    使用者使用者使用者使用者がこのがこのがこのがこの条例条例条例条例、、、、このこのこのこの条例条例条例条例にににに基基基基づくづくづくづく規則又規則又規則又規則又はははは使用使用使用使用のののの許可許可許可許可にににに係係係係るるるる条件条件条件条件にににに違反違反違反違反したときしたときしたときしたとき。。。。    

⑶⑶⑶⑶    第第第第６６６６条各号条各号条各号条各号のいずれかにのいずれかにのいずれかにのいずれかに該当該当該当該当することとなったときすることとなったときすることとなったときすることとなったとき。。。。    

⑷⑷⑷⑷    災害災害災害災害そのそのそのその他緊急他緊急他緊急他緊急やむをやむをやむをやむを得得得得ないないないない理由理由理由理由によりによりによりにより、、、、市長市長市長市長がががが特特特特にににに必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると認認認認めたときめたときめたときめたとき。。。。    

２２２２    市市市市はははは、、、、前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる使用使用使用使用のののの許可許可許可許可のののの取消取消取消取消しししし又又又又はははは使用使用使用使用のののの停止停止停止停止のののの措置措置措置措置がががが行行行行われたわれたわれたわれた場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、使用使用使用使用    

    者者者者にににに損害損害損害損害がががが生生生生ずることがあってもずることがあってもずることがあってもずることがあっても、、、、そのそのそのその賠償賠償賠償賠償のののの責責責責めをめをめをめを負負負負わないわないわないわない。。。。ただしただしただしただし、、、、市市市市のののの責責責責めにめにめにめに帰帰帰帰すべきすべきすべきすべき特別特別特別特別のののの    

事由事由事由事由があるとがあるとがあるとがあると認認認認められるめられるめられるめられる場合場合場合場合はははは、、、、このこのこのこの限限限限りでないりでないりでないりでない。。。。    

（（（（使用権使用権使用権使用権のののの譲渡等譲渡等譲渡等譲渡等のののの禁止禁止禁止禁止））））    

第第第第13131313条条条条    使用者使用者使用者使用者はははは、、、、センターセンターセンターセンターのののの施設等施設等施設等施設等のののの使用権使用権使用権使用権をををを譲渡譲渡譲渡譲渡しししし、、、、又又又又ははははセンターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等をををを目的外目的外目的外目的外にににに使用使用使用使用しししし、、、、若若若若

しくはしくはしくはしくは他他他他のものにのものにのものにのものに使用使用使用使用させてはならないさせてはならないさせてはならないさせてはならない。。。。    

（（（（施設等施設等施設等施設等のののの変更等変更等変更等変更等のののの禁止禁止禁止禁止））））    

第第第第14141414条条条条    使用者使用者使用者使用者はははは、、、、センターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等にににに変更変更変更変更をををを加加加加ええええ、、、、又又又又はははは特別特別特別特別のののの設備設備設備設備をををを設設設設けてはならないけてはならないけてはならないけてはならない。。。。ただしただしただしただし、、、、ああああ

らかじめらかじめらかじめらかじめ市長市長市長市長のののの許可許可許可許可をををを受受受受けたときはけたときはけたときはけたときは、、、、このこのこのこの限限限限りでないりでないりでないりでない。。。。    

    （（（（原状回復原状回復原状回復原状回復のののの義務義務義務義務））））    

第第第第15151515条条条条    使用者使用者使用者使用者はははは、、、、使用使用使用使用をををを終了終了終了終了したときはしたときはしたときはしたときは、、、、直直直直ちにセンターのちにセンターのちにセンターのちにセンターの施設等施設等施設等施設等をををを原状原状原状原状にににに復復復復さなければならないさなければならないさなければならないさなければならない。。。。

第第第第12121212条条条条第第第第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより使用使用使用使用のののの許可許可許可許可をををを取取取取りりりり消消消消されされされされ、、、、又又又又はははは使用使用使用使用のののの停止停止停止停止をををを命命命命ぜられたときもぜられたときもぜられたときもぜられたときも、、、、同様同様同様同様とすとすとすとす

るるるる。。。。    

（（（（損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償））））    

第第第第16161616条条条条    使用者使用者使用者使用者はははは、、、、センターのセンターのセンターのセンターの施設等施設等施設等施設等にににに損害損害損害損害をををを生生生生じさせたときはじさせたときはじさせたときはじさせたときは、、、、市長市長市長市長のののの指示指示指示指示にににに従従従従いいいい、、、、これをこれをこれをこれを原形原形原形原形にににに復復復復



しししし、、、、又又又又はそのはそのはそのはその損害損害損害損害をををを賠償賠償賠償賠償しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

（（（（免責事項免責事項免責事項免責事項））））    

第第第第17171717条条条条    センターセンターセンターセンターにおいてにおいてにおいてにおいて、、、、市市市市のののの責責責責めにめにめにめに帰帰帰帰さないさないさないさない理由理由理由理由によりによりによりにより使用者使用者使用者使用者のののの展示物若展示物若展示物若展示物若しくはしくはしくはしくは設備設備設備設備がががが損傷損傷損傷損傷しししし、、、、又又又又

はははは滅失滅失滅失滅失したしたしたした場合場合場合場合においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、市市市市はははは、、、、そのそのそのその損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの責責責責めをめをめをめを負負負負わないものとするわないものとするわないものとするわないものとする。。。。    

（（（（委任委任委任委任））））    

第第第第18181818条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例にににに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、、、、このこのこのこの条例条例条例条例のののの施行施行施行施行にににに関関関関しししし必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは、、、、規則規則規則規則でででで定定定定めるめるめるめる。。。。    

    

            附附附附    則則則則    

    （（（（施行期日施行期日施行期日施行期日））））    

第第第第１１１１条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、平成平成平成平成18181818年年年年10101010月月月月１１１１日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。    

（（（（枚方市立公民館条例等枚方市立公民館条例等枚方市立公民館条例等枚方市立公民館条例等のののの廃止廃止廃止廃止））））    

第第第第２２２２条条条条    次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる条例条例条例条例（（（（以下以下以下以下これらをこれらをこれらをこれらを「「「「旧条例旧条例旧条例旧条例」」」」というというというという。）。）。）。）はははは、、、、廃止廃止廃止廃止するするするする。。。。    

    ⑴⑴⑴⑴    枚方市立公民館条例枚方市立公民館条例枚方市立公民館条例枚方市立公民館条例（（（（昭和昭和昭和昭和28282828年枚方市条例第年枚方市条例第年枚方市条例第年枚方市条例第56565656号号号号））））    

    ⑵⑵⑵⑵    枚方市立市民枚方市立市民枚方市立市民枚方市立市民センターセンターセンターセンター条例条例条例条例（（（（昭和昭和昭和昭和58585858年枚方市条例第年枚方市条例第年枚方市条例第年枚方市条例第11111111号号号号））））    

    ⑶⑶⑶⑶    市立枚方市民市立枚方市民市立枚方市民市立枚方市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー条例条例条例条例（（（（平成平成平成平成５５５５年枚方市条例第年枚方市条例第年枚方市条例第年枚方市条例第21212121号号号号））））    

    ⑷⑷⑷⑷    枚方市立市民枚方市立市民枚方市立市民枚方市立市民ふれあいセンターふれあいセンターふれあいセンターふれあいセンター条例条例条例条例（（（（平成平成平成平成５５５５年枚方市条例第年枚方市条例第年枚方市条例第年枚方市条例第33333333号号号号））））    

    ⑸⑸⑸⑸    枚方市立南部市民枚方市立南部市民枚方市立南部市民枚方市立南部市民センターセンターセンターセンター条例条例条例条例（（（（平成平成平成平成14141414年枚方市条例第年枚方市条例第年枚方市条例第年枚方市条例第26262626号号号号））））    

    ⑹⑹⑹⑹    枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報プラザプラザプラザプラザ条例条例条例条例（（（（平成平成平成平成16161616年枚方市条例第年枚方市条例第年枚方市条例第年枚方市条例第５５５５号号号号））））    

    （（（（経過措置経過措置経過措置経過措置））））    

第第第第３３３３条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例のののの施行施行施行施行のののの日前日前日前日前にににに旧条例旧条例旧条例旧条例のののの規定規定規定規定によりによりによりにより施設及施設及施設及施設及びびびび附属設備附属設備附属設備附属設備のののの使用使用使用使用にににに係係係係るるるる許可許可許可許可（（（（同日以後同日以後同日以後同日以後にににに

おけるおけるおけるおける使用使用使用使用にににに係係係係るものにるものにるものにるものに限限限限るるるる。）。）。）。）をををを受受受受けたものはけたものはけたものはけたものは、、、、このこのこのこの条例条例条例条例のののの規定規定規定規定によりセンターのによりセンターのによりセンターのによりセンターの施設等施設等施設等施設等のののの使用使用使用使用にににに

係係係係るるるる許可許可許可許可をををを受受受受けたものとみなすけたものとみなすけたものとみなすけたものとみなす。。。。    

第第第第４４４４条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、このこのこのこの条例条例条例条例のののの施行施行施行施行のののの日日日日からからからから平成平成平成平成19191919年年年年３３３３月月月月31313131日日日日までのまでのまでのまでの間間間間におけるセにおけるセにおけるセにおけるセ

ンターのンターのンターのンターの施設等施設等施設等施設等（（（（市民市民市民市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー等等等等をををを除除除除くくくく。）。）。）。）のののの使用使用使用使用についてはについてはについてはについては、、、、使用料使用料使用料使用料はははは徴収徴収徴収徴収しないしないしないしない。。。。ただしただしただしただし、、、、枚枚枚枚

方市立南部生涯学習市民方市立南部生涯学習市民方市立南部生涯学習市民方市立南部生涯学習市民センセンセンセンターターターター及及及及びびびび枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報プラザをプラザをプラザをプラザを使用使用使用使用するするするする場合並場合並場合並場合並びにびにびにびに附則第附則第附則第附則第２２２２

条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる廃止前廃止前廃止前廃止前のののの枚方市立市民枚方市立市民枚方市立市民枚方市立市民センターセンターセンターセンター条例第条例第条例第条例第５５５５条第条第条第条第３３３３号号号号にににに掲掲掲掲げるものがげるものがげるものがげるものが枚方市立枚方市立枚方市立枚方市立サンプラサンプラサンプラサンプラ

ザザザザ生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民センターセンターセンターセンター（（（（市民市民市民市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー等等等等をををを除除除除くくくく。）。）。）。）をををを使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、このこのこのこの限限限限りでないりでないりでないりでない。。。。    

２２２２    前項前項前項前項ただしただしただしただし書書書書にににに規定規定規定規定するするするする場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける使用料使用料使用料使用料のののの額額額額そのそのそのその他使用料他使用料他使用料他使用料にににに係係係係るるるる事項事項事項事項はははは、、、、旧条例及旧条例及旧条例及旧条例及びびびび旧条例旧条例旧条例旧条例にににに

基基基基づくづくづくづく規則規則規則規則のののの例例例例によるによるによるによる。。。。    

３３３３    このこのこのこの条例条例条例条例のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、このこのこのこの条例条例条例条例のののの施行施行施行施行のののの日日日日からからからから平成平成平成平成19191919年年年年４４４４月月月月４４４４日日日日までのまでのまでのまでの間間間間においてにおいてにおいてにおいて市民市民市民市民ギギギギ

ャラリーャラリーャラリーャラリー等等等等をををを使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける使用料使用料使用料使用料のののの額額額額そのそのそのその他使用料他使用料他使用料他使用料にににに係係係係るるるる事項事項事項事項はははは、、、、旧条例及旧条例及旧条例及旧条例及びびびび旧条例旧条例旧条例旧条例にににに基基基基づづづづ

くくくく規則規則規則規則のののの例例例例によるによるによるによる。。。。    

第第第第５５５５条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、このこのこのこの条例条例条例条例のののの施行施行施行施行のののの日日日日からからからから平成平成平成平成18181818年年年年12121212月月月月31313131日日日日までまでまでまで（（（（市民市民市民市民ギャラリギャラリギャラリギャラリ

ーーーー等等等等にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、平成平成平成平成19191919年年年年４４４４月月月月４４４４日日日日までまでまでまで））））のののの間間間間におけるセンターのにおけるセンターのにおけるセンターのにおけるセンターの施設等施設等施設等施設等のののの休館日及休館日及休館日及休館日及びびびび開館時間開館時間開館時間開館時間につにつにつにつ

いてはいてはいてはいては、、、、旧条例及旧条例及旧条例及旧条例及びびびび旧条例旧条例旧条例旧条例にににに基基基基づくづくづくづく規則規則規則規則のののの例例例例によるによるによるによる。。。。    

（（（（枚方市報酬及枚方市報酬及枚方市報酬及枚方市報酬及びびびび費用弁償条例費用弁償条例費用弁償条例費用弁償条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正））））    



第第第第６６６６条条条条    枚方市報酬及枚方市報酬及枚方市報酬及枚方市報酬及びびびび費用弁償条例費用弁償条例費用弁償条例費用弁償条例（（（（昭和昭和昭和昭和23232323年枚方市条例第年枚方市条例第年枚方市条例第年枚方市条例第105105105105号号号号））））のののの一部一部一部一部をををを次次次次のようにのようにのようにのように改正改正改正改正するするするする。。。。    

        別表第別表第別表第別表第１１１１公民館運営審議会委員公民館運営審議会委員公民館運営審議会委員公民館運営審議会委員のののの項項項項をををを削削削削るるるる。。。。    

    

附附附附    則則則則〔〔〔〔平成平成平成平成23232323年年年年12121212月月月月9999日条例日条例日条例日条例第第第第28282828号抄号抄号抄号抄〕〕〕〕    

    （（（（施行期日施行期日施行期日施行期日））））    

第第第第１１１１条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、平成平成平成平成24242424年年年年4444月月月月1111日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。    

    

        附附附附    則則則則〔〔〔〔平成平成平成平成24242424年年年年12121212月月月月10101010日条例第日条例第日条例第日条例第45454545号抄号抄号抄号抄〕〕〕〕    

（（（（施行期日施行期日施行期日施行期日））））    

第第第第1111条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、平成平成平成平成22225555年年年年4444月月月月1111日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。    



別表別表別表別表（（（（第第第第９９９９条関係条関係条関係条関係））））    

１１１１    枚方市立楠葉生涯学習市民枚方市立楠葉生涯学習市民枚方市立楠葉生涯学習市民枚方市立楠葉生涯学習市民センターセンターセンターセンター    

        その１その１その１その１    第第第第１１１１集会室等集会室等集会室等集会室等のののの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午午午午        後後後後    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後００００

時時時時30303030分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後１１１１時時時時からからからから午後午後午後午後５５５５

時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後５５５５時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後９９９９時時時時までまでまでまで    

第第第第 １１１１ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    1,0001,0001,0001,000円円円円    1,2001,2001,2001,200円円円円    1,001,001,001,000000円円円円    

第第第第 ２２２２ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    500500500500        500500500500        500500500500        

第第第第 ３３３３ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    600600600600        700700700700        600600600600        

第第第第 ４４４４ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    500500500500        500500500500        500500500500        

第第第第 １１１１ 和和和和 室室室室    600600600600        ――――        600600600600        

第第第第 ２２２２ 和和和和 室室室室    600600600600        600600600600        600600600600        

保 育保 育保 育保 育 室室室室    900900900900        1,0001,0001,0001,000        900900900900        

録 音録 音録 音録 音 室室室室    100100100100        100100100100        100100100100        

美 術美 術美 術美 術 室室室室    1,0001,0001,0001,000        1,2001,2001,2001,200        1,0001,0001,0001,000        

大 集 会大 集 会大 集 会大 集 会 室室室室    2,1002,1002,1002,100        2,4002,4002,4002,400        2,1002,1002,1002,100        

    

備考備考備考備考    

１１１１    市内市内市内市内にににに、、、、在住在住在住在住しししし、、、、在職在職在職在職しししし、、、、若若若若しくはしくはしくはしくは在学在学在学在学するするするする者又者又者又者又はははは所在所在所在所在するするするする団体団体団体団体（（（（規則規則規則規則でででで定定定定めるものにめるものにめるものにめるものに限限限限

るるるる。）。）。）。）以外以外以外以外のものがのものがのものがのものが使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料はははは、、、、このこのこのこの表表表表にににに定定定定めるめるめるめる額額額額のののの10101010割増割増割増割増しのしのしのしの額額額額とととと

するするするする。。。。    

２２２２    同一日同一日同一日同一日においてにおいてにおいてにおいて連続連続連続連続したしたしたした複数複数複数複数のののの使用区分使用区分使用区分使用区分にわたりにわたりにわたりにわたり使用使用使用使用のののの許可許可許可許可をををを受受受受けたときはけたときはけたときはけたときは、、、、継続継続継続継続してしてしてして使使使使

用用用用することができるすることができるすることができるすることができる。。。。    

        その２その２その２その２    料理室料理室料理室料理室のののの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午午午午        後後後後    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後１１１１

時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後１１１１時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後５５５５時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後５５５５時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後９９９９時時時時までまでまでまで    

料 理料 理料 理料 理 室室室室    900900900900円円円円    800800800800円円円円    800800800800円円円円    

    

備考備考備考備考    その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

        その３その３その３その３    第第第第５５５５集会室集会室集会室集会室、、、、視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室及及及及びびびび音楽室音楽室音楽室音楽室のののの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    



⑴⑴⑴⑴    日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日以外休日以外休日以外休日以外のののの使用使用使用使用    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午 前前前前    午 後午 後午 後午 後 ＡＡＡＡ    午 後午 後午 後午 後 ＢＢＢＢ    夜夜夜夜 間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから

正午正午正午正午までまでまでまで    

午後午後午後午後００００時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後３３３３時時時時

までまでまでまで    

午後午後午後午後３３３３時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後６６６６時時時時

までまでまでまで    

午後午後午後午後６６６６時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後９９９９時時時時

までまでまでまで    

第第第第 ５５５５ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    800800800800円円円円    700700700700円円円円    700700700700円円円円    700700700700円円円円    

視 聴 覚視 聴 覚視 聴 覚視 聴 覚 室室室室    1,2001,2001,2001,200        1,1001,1001,1001,100        1,1001,1001,1001,100        1,1001,1001,1001,100        

音 楽音 楽音 楽音 楽 室室室室    1,0001,0001,0001,000        900900900900        900900900900        900900900900        
    

    

備考備考備考備考    その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

⑵⑵⑵⑵    日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日休日休日休日のののの使用使用使用使用    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午 後午 後午 後午 後 ＡＡＡＡ    午 後午 後午 後午 後 ＢＢＢＢ    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午前午前午前午前11111111

時時時時30303030分分分分までまでまでまで    

午前午前午前午前11111111時時時時45454545分分分分からからからから午午午午

後後後後２２２２時時時時15151515分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後２２２２時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後５５５５時時時時までまでまでまで    

第第第第 ５５５５ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    700700700700円円円円    700700700700円円円円    700700700700円円円円    

視 聴 覚視 聴 覚視 聴 覚視 聴 覚 室室室室    1,0001,0001,0001,000        1,0001,0001,0001,000        1,0001,0001,0001,000        

音 楽音 楽音 楽音 楽 室室室室    800800800800        800800800800        800800800800        

                

備考備考備考備考    その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

    

    ２２２２    枚方市立枚方市立枚方市立枚方市立サンプラザサンプラザサンプラザサンプラザ生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民生涯学習市民センターセンターセンターセンター    

その１その１その１その１    第第第第２２２２集会室等集会室等集会室等集会室等のののの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午午午午        後後後後    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後００００

時時時時30303030分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後１１１１時時時時からからからから午後午後午後午後５５５５

時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後５５５５時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後９９９９時時時時までまでまでまで    

第第第第 ２２２２ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    500500500500円円円円    500500500500円円円円    500500500500円円円円    

第第第第 ３３３３ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    1,0001,0001,0001,000        1,2001,2001,2001,200        1,0001,0001,0001,000        

第第第第 ４４４４ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    500500500500        500500500500        500500500500        

視 聴 覚視 聴 覚視 聴 覚視 聴 覚 室室室室    1,8001,8001,8001,800        2,1002,1002,1002,100        1,8001,8001,8001,800        

和和和和        室室室室        １１１１    400400400400        500500500500        400400400400        



和和和和        室室室室        ２２２２    300300300300        400400400400        300300300300        

    

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

その２その２その２その２    第第第第１１１１集会室集会室集会室集会室のののの施設施設施設施設使用料使用料使用料使用料    

⑴⑴⑴⑴    日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日以外休日以外休日以外休日以外のののの使用使用使用使用    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午    前前前前    午 後午 後午 後午 後 ＡＡＡＡ    午 後午 後午 後午 後 ＢＢＢＢ    夜夜夜夜 間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから

正午正午正午正午までまでまでまで    

午後午後午後午後００００時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後３３３３時時時時

までまでまでまで    

午後午後午後午後３３３３時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後６６６６時時時時

までまでまでまで    

午後午後午後午後６６６６時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後９９９９時時時時

までまでまでまで    

第第第第 １１１１ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    400400400400円円円円    400400400400円円円円    400400400400円円円円    400400400400円円円円    
    

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

⑵⑵⑵⑵    日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日休日休日休日のののの使用使用使用使用    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午 前前前前    午 後午 後午 後午 後 ＡＡＡＡ    午 後午 後午 後午 後 ＢＢＢＢ    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午前午前午前午前11111111

時時時時30303030分分分分までまでまでまで    

午前午前午前午前11111111時時時時45454545分分分分からからからから午午午午

後後後後２２２２時時時時15151515分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後２２２２時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後５５５５時時時時までまでまでまで    

第第第第 １１１１ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    300300300300円円円円    300300300300円円円円    300300300300円円円円    

    

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

その３その３その３その３    市民市民市民市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー等等等等のののの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    
    

施施施施        設設設設        名名名名    単位単位単位単位    金金金金            額額額額    

市 民市 民市 民市 民 ギ ャ ラ リギ ャ ラ リギ ャ ラ リギ ャ ラ リ ーーーー    

エ プ ロエ プ ロエ プ ロエ プ ロ ンンンン    

６６６６日日日日    

17,00017,00017,00017,000円円円円    

第第第第 １１１１ 展 示展 示展 示展 示 室室室室    33,00033,00033,00033,000        

第第第第 ２２２２ 展 示展 示展 示展 示 室室室室    53,00053,00053,00053,000        

ふ れ あ い ホ ーふ れ あ い ホ ーふ れ あ い ホ ーふ れ あ い ホ ー ルルルル    
第第第第 １１１１ 展 示展 示展 示展 示 室室室室    20,00020,00020,00020,000        

第第第第 ２２２２ 展 示展 示展 示展 示 室室室室    20,00020,00020,00020,000        
    

３３３３    枚方市立蹉跎生涯学習市民枚方市立蹉跎生涯学習市民枚方市立蹉跎生涯学習市民枚方市立蹉跎生涯学習市民センターセンターセンターセンター    

        その１その１その１その１    第第第第１１１１集会室等集会室等集会室等集会室等のののの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午午午午        後後後後    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後００００

時時時時30303030分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後１１１１時時時時からからからから午後午後午後午後５５５５

時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後５５５５時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後９９９９時時時時までまでまでまで    



第第第第 １１１１ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    600600600600円円円円    700700700700円円円円    600600600600円円円円    

第第第第 ３３３３ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    800800800800        1,0001,0001,0001,000        800800800800        

第第第第 ５５５５ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    700700700700        800800800800        700700700700        

和和和和 室室室室    700700700700        800800800800        700700700700        

保 育保 育保 育保 育 室室室室    800800800800        1,0001,0001,0001,000        800800800800        

録 音録 音録 音録 音 室室室室    100100100100        200200200200        100100100100        

じ ど うじ ど うじ ど うじ ど う 室室室室    600600600600        ――――        600600600600        

プ レ イル ープ レ イル ープ レ イル ープ レ イル ー ムムムム    1,3001,3001,3001,300        1,5001,5001,5001,500        1,3001,3001,3001,300        

ホ ーホ ーホ ーホ ー ルルルル    2,4002,4002,4002,400        2,7002,7002,7002,700        2,4002,4002,4002,400        

        

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

その２その２その２その２    料理室料理室料理室料理室のののの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午午午午        後後後後    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後１１１１

時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後１１１１時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後５５５５時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後５５５５時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後９９９９時時時時までまでまでまで    

料 理料 理料 理料 理 室室室室    1,1001,1001,1001,100円円円円    900900900900円円円円    900900900900円円円円    

    

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

その３その３その３その３    第第第第２２２２集会室集会室集会室集会室、、、、第第第第４４４４集会室及集会室及集会室及集会室及びびびび音楽室音楽室音楽室音楽室のののの施設施設施設施設使用料使用料使用料使用料    

⑴⑴⑴⑴    日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日以外休日以外休日以外休日以外のののの使用使用使用使用    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午 後午 後午 後午 後 ＡＡＡＡ    午 後午 後午 後午 後 ＢＢＢＢ    夜夜夜夜 間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから

正午正午正午正午までまでまでまで    

午後午後午後午後００００時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後３３３３時時時時

までまでまでまで    

午後午後午後午後３３３３時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後６６６６時時時時

までまでまでまで    

午後午後午後午後６６６６時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後９９９９時時時時

までまでまでまで    

第第第第 ２２２２ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    800800800800円円円円    700700700700円円円円    700700700700円円円円    700700700700円円円円    

第第第第 ４４４４ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    700700700700        700700700700        700700700700        700700700700        

音 楽音 楽音 楽音 楽 室室室室    700700700700        600600600600        600600600600        600600600600        
                

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

⑵⑵⑵⑵    日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日休日休日休日のののの使用使用使用使用    
    
    
    
    



施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午 後午 後午 後午 後 ＡＡＡＡ    午 後午 後午 後午 後 ＢＢＢＢ    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午前午前午前午前11111111

時時時時30303030分分分分までまでまでまで    

午前午前午前午前11111111時時時時45454545分分分分からからからから午午午午

後後後後２２２２時時時時15151515分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後２２２２時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後５５５５時時時時までまでまでまで    

第第第第 ２２２２ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    600600600600円円円円    600600600600円円円円    600600600600円円円円    

第第第第 ４４４４ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    600600600600        600600600600        600600600600        

音 楽音 楽音 楽音 楽 室室室室    600600600600        600600600600        600600600600        

                

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

    

４４４４    枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術枚方市立御殿山生涯学習美術センターセンターセンターセンター    

    その１その１その１その１    集会室集会室集会室集会室１１１１等等等等のののの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午午午午        後後後後    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後００００

時時時時30303030分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後１１１１時時時時からからからから午後午後午後午後５５５５

時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後５５５５時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後９９９９時時時時までまでまでまで    

集 会 室集 会 室集 会 室集 会 室 １１１１    600600600600円円円円    700700700700円円円円    600600600600円円円円    

和和和和 室室室室    500500500500        600600600600        500500500500        

ホ ーホ ーホ ーホ ー ルルルル    1,5001,5001,5001,500        1,7001,7001,7001,700        1,5001,5001,5001,500        

創 作 室創 作 室創 作 室創 作 室 １１１１    1,1001,1001,1001,100        1,3001,3001,3001,300        1,1001,1001,1001,100        

創 作 室創 作 室創 作 室創 作 室 ２２２２    900900900900        1,0001,0001,0001,000        900900900900        

創 作 室創 作 室創 作 室創 作 室 ３３３３    1,0001,0001,0001,000        1,1001,1001,1001,100        1,0001,0001,0001,000        

創 作 室創 作 室創 作 室創 作 室 ４４４４    1,0001,0001,0001,000        1,1001,1001,1001,100        1,0001,0001,0001,000        

        

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

その２その２その２その２    集会室集会室集会室集会室２の２の２の２の施設施設施設施設使用料使用料使用料使用料    

⑴⑴⑴⑴    日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日以外休日以外休日以外休日以外のののの使用使用使用使用    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午 後午 後午 後午 後 ＡＡＡＡ    午 後午 後午 後午 後 ＢＢＢＢ    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時かかかからららら

正午正午正午正午までまでまでまで    

午後午後午後午後００００時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後３３３３時時時時

までまでまでまで    

午後午後午後午後３３３３時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後６６６６時時時時

までまでまでまで    

午後午後午後午後６６６６時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後９９９９時時時時

までまでまでまで    

集 会 室集 会 室集 会 室集 会 室 ２２２２    300300300300円円円円    300300300300円円円円    300300300300円円円円    300300300300円円円円    



    

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

⑵⑵⑵⑵    日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日休日休日休日のののの使用使用使用使用    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午 後午 後午 後午 後 ＡＡＡＡ    午 後午 後午 後午 後 ＢＢＢＢ    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午前午前午前午前11111111

時時時時30303030分分分分までまでまでまで    

午前午前午前午前11111111時時時時45454545分分分分からからからから午午午午

後後後後２２２２時時時時15151515分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後２２２２時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後５５５５時時時時までまでまでまで    

集 会 室集 会 室集 会 室集 会 室 ２２２２    300300300300円円円円    300300300300円円円円    300300300300円円円円    

    

    備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

その３その３その３その３    創作室創作室創作室創作室のののの個人共用使用料個人共用使用料個人共用使用料個人共用使用料    
    

区区区区        分分分分    単単単単        位位位位    金金金金        額額額額    

市内市内市内市内にににに在住在住在住在住しししし、、、、在職在職在職在職しししし、、、、又又又又はははは在学在学在学在学するするするする者者者者がががが

使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合    １１１１日日日日    
300300300300円円円円    

上記以外上記以外上記以外上記以外のののの場合場合場合場合    600600600600        

    

５５５５    枚方市立牧野生涯学習市民枚方市立牧野生涯学習市民枚方市立牧野生涯学習市民枚方市立牧野生涯学習市民センターセンターセンターセンター    

        その１その１その１その１    第第第第２２２２集会室等集会室等集会室等集会室等のののの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午午午午        後後後後    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後００００

時時時時30303030分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後１１１１時時時時からからからから午後午後午後午後５５５５

時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後５５５５時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後９９９９時時時時までまでまでまで    

第第第第 ２２２２ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    900900900900円円円円    1,0001,0001,0001,000円円円円    900900900900円円円円    

第第第第 ３３３３ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    900900900900        1,1001,1001,1001,100        909090900000        

第第第第 ４４４４ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    600600600600        700700700700        600600600600        

第第第第 １１１１ 和和和和 室室室室    700700700700        800800800800        700700700700        

第第第第 ２２２２ 和和和和 室室室室    600600600600        700700700700        600600600600        

保 育保 育保 育保 育 室室室室    800800800800        900900900900        800800800800        

録 音録 音録 音録 音 室室室室    200200200200        200200200200        200200200200        

じ ど うじ ど うじ ど うじ ど う 室室室室    800800800800        900900900900        800800800800        

ホ ーホ ーホ ーホ ー ルルルル    2,6002,6002,6002,600        3,0003,0003,0003,000        2,6002,6002,6002,600        

    

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。 



その２その２その２その２    料理室料理室料理室料理室のののの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午午午午        後後後後    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後１１１１

時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後１１１１時時時時30303030分分分分かかかからららら午午午午

後後後後５５５５時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後５５５５時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後９９９９時時時時までまでまでまで    

料 理料 理料 理料 理 室室室室    1,0001,0001,0001,000円円円円    900900900900円円円円    900900900900円円円円    

    

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

その３その３その３その３    第第第第１１１１集会室集会室集会室集会室、、、、プレイルームプレイルームプレイルームプレイルーム及及及及びびびび音楽室音楽室音楽室音楽室のののの施設施設施設施設使用料使用料使用料使用料    

⑴⑴⑴⑴    日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日以外休日以外休日以外休日以外のののの使用使用使用使用    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午 後午 後午 後午 後 ＡＡＡＡ    午 後午 後午 後午 後 ＢＢＢＢ    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから

正午正午正午正午までまでまでまで    

午後午後午後午後００００時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後３３３３時時時時

までまでまでまで    

午後午後午後午後３３３３時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後６６６６時時時時

までまでまでまで    

午後午後午後午後６６６６時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後９９９９時時時時

までまでまでまで    

第第第第 １１１１ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    700700700700円円円円    700700700700円円円円    700700700700円円円円    700700700700円円円円    

プレイループレイループレイループレイルームムムム        －－－－        700700700700        700700700700        700700700700        

音 楽音 楽音 楽音 楽 室室室室    1,0001,0001,0001,000        900900900900        900900900900        900900900900        
                

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

⑵⑵⑵⑵    日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日休日休日休日のののの使用使用使用使用    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午 後午 後午 後午 後 ＡＡＡＡ    午 後午 後午 後午 後 ＢＢＢＢ    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午前午前午前午前11111111

時時時時30303030分分分分までまでまでまで    

午前午前午前午前11111111時時時時45454545分分分分からからからから午午午午

後後後後２２２２時時時時15151515分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後２２２２時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後５５５５時時時時までまでまでまで    

第第第第 １１１１ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    600600600600円円円円    600600600600円円円円    600600600600円円円円    

プレイループレイループレイループレイルームムムム        －－－－        700700700700        700700700700        

音 楽音 楽音 楽音 楽 室室室室    800800800800        800800800800        800800800800        

                

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

    

    

６６６６    枚方市立津田生涯学習市民枚方市立津田生涯学習市民枚方市立津田生涯学習市民枚方市立津田生涯学習市民センターセンターセンターセンター    

        その１その１その１その１    第第第第１１１１集会室等集会室等集会室等集会室等のののの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    
    



施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午午午午        後後後後    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後００００

時時時時30303030分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後１１１１時時時時からからからから午後午後午後午後５５５５

時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後５５５５時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後９９９９時時時時までまでまでまで    

第第第第 １１１１ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    1,0001,0001,0001,000円円円円    1,1001,1001,1001,100円円円円    1,0001,0001,0001,000円円円円    

第第第第 ３３３３ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    1,0001,0001,0001,000        1,1001,1001,1001,100        1,0001,0001,0001,000        

和和和和 室室室室    800800800800        900900900900        800800800800        

保 育保 育保 育保 育 室室室室    1,1001,1001,1001,100        1,3001,3001,3001,300        1,1001,1001,1001,100        

録 音録 音録 音録 音 室室室室    300300300300        400400400400        300300300300        

ホ ーホ ーホ ーホ ー ルルルル    2,1002,1002,1002,100        2,4002,4002,4002,400        2,1002,1002,1002,100        

    

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

その２その２その２その２    料理室料理室料理室料理室のののの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午午午午        後後後後    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後１１１１

時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後１１１１時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後５５５５時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後５５５５時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後９９９９時時時時までまでまでまで    

料 理料 理料 理料 理 室室室室    1,2001,2001,2001,200円円円円    1,1001,1001,1001,100円円円円    1,1001,1001,1001,100円円円円    

    

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

その３その３その３その３    第第第第２２２２集会室集会室集会室集会室、、、、フリールームフリールームフリールームフリールーム及及及及びびびび音楽室音楽室音楽室音楽室のののの施設施設施設施設使用料使用料使用料使用料    

⑴⑴⑴⑴    日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日以外休日以外休日以外休日以外のののの使用使用使用使用    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午 後午 後午 後午 後 ＡＡＡＡ    午 後午 後午 後午 後 ＢＢＢＢ    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから

正午正午正午正午までまでまでまで    

午後午後午後午後００００時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後３３３３時時時時

までまでまでまで    

午後午後午後午後３３３３時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後６６６６時時時時

までまでまでまで    

午後午後午後午後６６６６時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後９９９９時時時時

までまでまでまで    

第第第第 ２２２２ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    600600600600円円円円    500500500500円円円円    500500500500円円円円    500500500500円円円円    

フリールーフリールーフリールーフリールームムムム    1,3001,3001,3001,300        1,2001,2001,2001,200        1,2001,2001,2001,200        1,2001,2001,2001,200        

音 楽音 楽音 楽音 楽 室室室室    700700700700        600600600600        600600600600        600600600600        
                

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    
    

⑵⑵⑵⑵    日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日休日休日休日のののの使用使用使用使用    
    



施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午 後午 後午 後午 後 ＡＡＡＡ    午 後午 後午 後午 後 ＢＢＢＢ    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午前午前午前午前11111111

時時時時30303030分分分分までまでまでまで    

午前午前午前午前11111111時時時時45454545分分分分からからからから午午午午

後後後後２２２２時時時時15151515分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後２２２２時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後５５５５時時時時までまでまでまで    

第第第第 ２２２２ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    500500500500円円円円    500500500500円円円円    500500500500円円円円    

フリールームフリールームフリールームフリールーム    1,1001,1001,1001,100        1,1001,1001,1001,100        1,1001,1001,1001,100        

音 楽音 楽音 楽音 楽 室室室室    600600600600        600600600600        600600600600        

                

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

    

７７７７    枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民枚方市立菅原生涯学習市民センターセンターセンターセンター    

その１その１その１その１    第第第第１１１１集会室等集会室等集会室等集会室等のののの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午午午午        後後後後    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後００００    

時時時時33330000分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後１１１１時時時時からからからから午後午後午後午後５５５５    

時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後５５５５時時時時30303030分分分分からからからから午午午午    

後後後後９９９９時時時時までまでまでまで    

第第第第 １１１１ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    400400400400円円円円    400400400400円円円円    400400400400円円円円    

和和和和 室室室室    800800800800        900900900900        800800800800        

交 流交 流交 流交 流 室室室室    700700700700        800800800800        700700700700        

保 育保 育保 育保 育 室室室室    1,0001,0001,0001,000        1,1001,1001,1001,100        1,0001,0001,0001,000        

美 術美 術美 術美 術 室室室室    700700700700        800800800800        700700700700        

映 像 工 房映 像 工 房映 像 工 房映 像 工 房 １１１１    100100100100        200200200200        100100100100        

映 像 工 房映 像 工 房映 像 工 房映 像 工 房 ２２２２    100100100100        200200200200        100100100100        

作 陶作 陶作 陶作 陶 室室室室    700700700700        900900900900        700700700700        

ホ ーホ ーホ ーホ ー ルルルル    2,3002,3002,3002,300        2,7002,7002,7002,700        2,3002,3002,3002,300        

    

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

その２その２その２その２    料理室料理室料理室料理室のののの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午午午午        後後後後    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後１１１１

時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後１１１１時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後５５５５時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後５５５５時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後９９９９時時時時までまでまでまで    



料 理料 理料 理料 理 室室室室    900900900900円円円円    800800800800円円円円    800800800800円円円円    

    

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

その３その３その３その３    第第第第２２２２集会室集会室集会室集会室、、、、フリールームフリールームフリールームフリールーム及及及及びびびび音楽室音楽室音楽室音楽室のののの施設施設施設施設使用料使用料使用料使用料    

⑴⑴⑴⑴    日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日以外休日以外休日以外休日以外のののの使用使用使用使用    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午 後午 後午 後午 後 ＡＡＡＡ    午 後午 後午 後午 後 ＢＢＢＢ    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから

正午正午正午正午までまでまでまで    

午後午後午後午後００００時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後３３３３時時時時

までまでまでまで    

午後午後午後午後３３３３時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後６６６６時時時時

までまでまでまで    

午後午後午後午後６６６６時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後９９９９時時時時

までまでまでまで    

第第第第 ２２２２ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    300300300300円円円円    300300300300円円円円    300300300300円円円円    300300300300円円円円    

フリールーフリールーフリールーフリールームムムム    1,0001,0001,0001,000        900900900900        900900900900        900900900900        

音 楽音 楽音 楽音 楽 室室室室    700700700700        600600600600        600600600600        600600600600        
                

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

⑵⑵⑵⑵    日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日休日休日休日のののの使用使用使用使用    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午 後午 後午 後午 後 ＡＡＡＡ    午 後午 後午 後午 後 ＢＢＢＢ    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午前午前午前午前11111111

時時時時30303030分分分分までまでまでまで    

午前午前午前午前11111111時時時時45454545分分分分からからからから午午午午

後後後後２２２２時時時時15151515分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後２２２２時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後５５５５時時時時までまでまでまで    

第第第第 ２２２２ 集 会集 会集 会集 会 室室室室    300300300300円円円円    300300300300円円円円    300300300300円円円円    

フリールーフリールーフリールーフリールームムムム    800800800800        800800800800        800800800800        

音 楽音 楽音 楽音 楽 室室室室    600600600600        600600600600        600600600600        

                

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

    

８８８８    枚方市立南部生涯学習市民枚方市立南部生涯学習市民枚方市立南部生涯学習市民枚方市立南部生涯学習市民センターセンターセンターセンター    

その１その１その１その１    集会室集会室集会室集会室１１１１等等等等のののの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午午午午        後後後後    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後００００

時時時時30303030分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後１１１１時時時時からからからから午後午後午後午後５５５５

時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後５５５５時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後９９９９時時時時までまでまでまで    

集 会 室集 会 室集 会 室集 会 室 １１１１    700700700700円円円円    800800800800円円円円    700700700700円円円円    

作 陶作 陶作 陶作 陶 室室室室    900900900900        1,1001,1001,1001,100        900900900900        



美 術美 術美 術美 術 室室室室    700700700700        800800800800        700700700700        

録 音録 音録 音録 音 室室室室    100100100100        200200200200        100100100100        

フリールームフリールームフリールームフリールーム１１１１    600600600600        700700700700        600600600600        

フリールームフリールームフリールームフリールーム２２２２    800800800800        900900900900        800800800800        

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル工工工工房房房房    800800800800        900900900900        800800800800        

講 義講 義講 義講 義 室室室室    500500500500        600600600600        500500500500        

            

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

その２その２その２その２    料理室料理室料理室料理室のののの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午午午午        後後後後    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後１１１１

時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後１１１１時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後５５５５時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後５５５５時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後９９９９時時時時までまでまでまで    

料 理料 理料 理料 理 室室室室    1,1001,1001,1001,100円円円円    1,0001,0001,0001,000円円円円    1,0001,0001,0001,000円円円円    

    

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

その３その３その３その３    集会室集会室集会室集会室２２２２、、、、多目的室及多目的室及多目的室及多目的室及びびびび音楽室音楽室音楽室音楽室のののの施設施設施設施設使用料使用料使用料使用料    

⑴⑴⑴⑴    日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日以外休日以外休日以外休日以外のののの使用使用使用使用    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午 後午 後午 後午 後 ＡＡＡＡ    午 後午 後午 後午 後 ＢＢＢＢ    夜夜夜夜        間間間間    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから

正午正午正午正午までまでまでまで    

午後午後午後午後００００時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後３３３３時時時時

までまでまでまで    

午後午後午後午後３３３３時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後６６６６時時時時

までまでまでまで    

午後午後午後午後６６６６時時時時 15151515分分分分

からからからから午後午後午後午後９９９９時時時時

までまでまでまで    

集 会 室集 会 室集 会 室集 会 室 ２２２２    600600600600円円円円    600600600600円円円円    600600600600円円円円    600600600600円円円円    

多 目 的多 目 的多 目 的多 目 的 室室室室    900900900900        800800800800        800800800800        800800800800        

音 楽音 楽音 楽音 楽 室室室室    500500500500            500500500500        500500500500        500500500500        
                

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

⑵⑵⑵⑵    日曜日及日曜日及日曜日及日曜日及びびびび休日休日休日休日のののの使用使用使用使用    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午 後午 後午 後午 後 ＡＡＡＡ    午 後午 後午 後午 後 ＢＢＢＢ    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午前午前午前午前11111111

時時時時30303030分分分分までまでまでまで    

午前午前午前午前11111111時時時時45454545分分分分からからからから午午午午

後後後後２２２２時時時時15151515分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後２２２２時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後５５５５時時時時までまでまでまで    



集 会 室集 会 室集 会 室集 会 室 ２２２２     500500500500円円円円    500500500500円円円円    500500500500円円円円    

多 目 的多 目 的多 目 的多 目 的 室室室室    700700700700        700700700700        700700700700        

音 楽音 楽音 楽音 楽 室室室室    400400400400        400400400400        400400400400        

                

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

そそそその４の４の４の４    スタジオのスタジオのスタジオのスタジオの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    
    

施 設施 設施 設施 設 名名名名    

金金金金                            額額額額    

第第第第１１１１区分区分区分区分    第第第第２２２２区分区分区分区分    第第第第３３３３区分区分区分区分    第第第第４４４４区分区分区分区分    第第第第５５５５区分区分区分区分    第第第第６６６６区分区分区分区分    

午 前午 前午 前午 前 ９９９９ 時時時時

か らか らか らか ら 午 前午 前午 前午 前

10101010 時時時時 45454545 分分分分

までまでまでまで    

午 前午 前午 前午 前 11111111 時時時時

か らか らか らか ら 午 後午 後午 後午 後

００００ 時時時時 45454545 分分分分

までまでまでまで    

午 後午 後午 後午 後 １１１１ 時時時時

か らか らか らか ら 午 後午 後午 後午 後

２２２２ 時時時時 45454545 分分分分

までまでまでまで    

午 後午 後午 後午 後 ３３３３ 時時時時

か らか らか らか ら 午 後午 後午 後午 後

４４４４ 時時時時 45454545 分分分分

までまでまでまで    

午 後午 後午 後午 後 ５５５５ 時時時時

か らか らか らか ら 午 後午 後午 後午 後

６６６６ 時時時時 45454545 分分分分

までまでまでまで    

午 後午 後午 後午 後 ７７７７ 時時時時

か らか らか らか ら 午 後午 後午 後午 後

８８８８ 時時時時 45454545 分分分分

までまでまでまで    

スタジオスタジオスタジオスタジオ    100100100100円円円円    100100100100円円円円    100100100100円円円円    100100100100円円円円    100100100100円円円円    100100100100円円円円    
            

備考備考備考備考    

１１１１    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

２２２２    １１１１日日日日につきにつきにつきにつき、、、、２２２２区分区分区分区分のののの使用使用使用使用をををを限度限度限度限度とするとするとするとする。。。。    

その５その５その５その５    イベントホールのイベントホールのイベントホールのイベントホールの施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午午午午        前前前前    午午午午        後後後後    夜夜夜夜        間間間間    全全全全        日日日日    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから

午後午後午後午後００００時時時時 30303030分分分分

までまでまでまで    

午後午後午後午後１１１１時時時時からからからから

午後午後午後午後５５５５時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後５５５５時時時時 30303030分分分分

からからからから午後午後午後午後９９９９時時時時

までまでまでまで    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから

午後午後午後午後９９９９時時時時までまでまでまで    

イベントホーイベントホーイベントホーイベントホールルルル    2,9002,9002,9002,900円円円円    3,3003,3003,3003,300円円円円    2,9002,9002,9002,900円円円円        9,0009,0009,0009,000円円円円    

    
            

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    

    

９９９９    枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報枚方市立生涯学習情報プラザプラザプラザプラザ    
    

施施施施    設設設設    名名名名    

金金金金                    額額額額    

午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから午後午後午後午後００００

時時時時30303030分分分分までまでまでまで    

午後午後午後午後１１１１時時時時からからからから午後午後午後午後５５５５

時時時時までまでまでまで    

午後午後午後午後５５５５時時時時30303030分分分分からからからから午午午午

後後後後９９９９時時時時までまでまでまで    

交 流交 流交 流交 流 ル ール ール ール ー ムムムム    1,7001,7001,7001,700円円円円    1,9001,9001,9001,900円円円円    1,7001,7001,7001,700円円円円    

学 習学 習学 習学 習 ル ール ール ール ー ムムムム    900900900900        1,0001,0001,0001,000        900900900900        
    

備考備考備考備考    １の１の１の１の表表表表その１のその１のその１のその１の表備考表備考表備考表備考のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの表表表表についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。    


