
○京都市大学のまち交流センター条例 

平成１２年４月１３日 

条例第１号 

改正 平成１２年７月２８日条例第１９号 

平成１６年３月３１日条例第６６号 

平成１７年１２月２６日条例第５１号 

平成２１年３月２６日条例第４７号 

平成２４年１１月９日条例第１５号 

平成２６年３月２５日条例第１１５号 

平成２７年１月８日条例第３８号 

京都市大学のまち交流センター条例 

（設置） 

第１条 大学（学校教育法第１条に規定する大学をいう。以下同じ。）における学術研究

の成果その他の知的資産を活用することにより豊かな地域社会の形成に資するため，大

学相互の間及び大学と産業界，地域社会等との間の連携及び交流を促進する活動（以下

「交流活動」という。）その他の活動の用に供するための施設を次のように設置する。 

名称 京都市大学のまち交流センター 

位置 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町９３９番地 

（事業） 

第２条 京都市大学のまち交流センター（以下「センター」という。）においては，次の

事業を行う。 

(1) 講義，演習，会議等のための施設の提供 

(2) 大学に関する情報の収集及び提供 

(3) 大学と産業界，地域社会等の協力による豊かな地域社会の形成に資する調査及び研

究並びに人材育成 

(4) 前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事業 

（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。）に行わせるものとする。 

２ 指定管理者が行う業務は，次のとおりとする。 



(1) 前条各号に掲げる事業に係る業務 

(2) センターの維持管理に係る業務 

(3) その他市長が必要と認める業務 

（開所時間及び休所日） 

第４条 センターの開所時間及び休所日は，次のとおりとする。ただし，指定管理者は，

必要があると認めるときは，市長の承認を得て，これを変更することができる。 

開所時間 午前９時から午後９時３０分まで 

休所日 月曜日並びに１月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月３１日ま

で 

（使用の許可） 

第５条 別表に掲げる施設（駐車場を除く。）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。 

（講習室の使用期間の特例） 

第６条 指定管理者は，次に掲げるものの講習室の使用期間を，１年以上５年以内とする

ことができる。 

(1) 大学院に在学する者又は社会人の教育を実施しようとする大学で，市長が適当と認

めるもの 

(2) 交流活動を行うもので，市長が適当と認めるもの 

２ 前項の期間は，更新することができる。 

（使用制限） 

第７条 指定管理者は，次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，センターの使用

を制限し，又は使用の許可を取り消すことができる。 

(1) 他の使用者に迷惑を掛け，又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。 

(2) 管理上支障があるとき。 

（使用料） 

第８条 使用の許可を受けたもの（以下「使用者」という。）及び駐車場を使用するもの

（自動二輪車以外の自動車を駐車させるものに限る。）は，別表に掲げる使用料を納入

しなければならない。 

２ 前項の使用料（駐車場の使用料を除く。）は，前納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。 



３ 講習室を１年以上５年以内の間使用する場合の使用料（以下「年間使用料」という。）

は，前項の規定にかかわらず，使用に係る年度の初日（年度の中途において使用を開始

する場合にあっては，その使用を開始する日）から起算して１月以内に当該年度分を納

入しなければならない。 

４ 講習室を使用するもの（前項の規定により年間使用料を納入しなければならないもの

に限る。次項において同じ。）は，電気又は水道を特別に使用したときは，その実費を

納入しなければならない。 

５ 講習室を使用するものは，電話回線を使用したときは，その料金に相当する額を納入

しなければならない。 

（使用料の還付） 

第９条 既納の使用料は，還付しない。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。 

（使用料の減免） 

第１０条 市長は，特別の理由があると認めるときは，使用料を減額し，又は免除するこ

とができる。 

（特別の設備） 

第１１条 使用者は，使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは，指定管

理者の許可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は，管理上必要があると認めるときは，使用者の負担において，必要な設

備をさせ，又は必要な措置を講じさせることができる。 

（地位の譲渡等の禁止） 

第１２条 使用者は，その地位を譲渡し，又は他人に利用させることができない。 

（原状回復） 

第１３条 使用者は，センターの使用を終了し，又は使用の許可の取消しを受けたときは，

速やかに原状に復して，指定管理者の検査を受けなければならない。 

（委任） 

第１４条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し

必要な事項は，市長が定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 



１ この条例は，市規則で定める日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から

施行する。 

（平成１２年６月３０日規則第２８号で平成１２年９月８日から施行） 

（準備行為） 

２ 使用の許可の申請その他センターを供用するために必要な準備行為は，この条例の施

行前においても行うことができる。 

附 則（平成１２年７月２８日条例第１９号） 

この条例は，平成１２年７月２９日から施行する。 

附 則（平成１６年３月３１日条例第６６号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成１６年１０月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ 使用の許可の申請その他講習室を供用するために必要な準備行為は，この条例の施行

前においても行うことができる。 

附 則（平成１７年１２月２６日条例第５１号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に附則別表の左欄に掲げるこの条例による改正前の京都市大学

のまち交流センター条例（以下「改正前の条例」という。）の規定による許可の申請を

行ったものであって，この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは，

同表の右欄に掲げるこの条例による改正後の京都市大学のまち交流センター条例（以下

「改正後の条例」という。）の規定による許可の申請を行ったものとみなす。 

３ この条例の施行の日前に附則別表の左欄に掲げる改正前の条例の規定による許可を受

けたものは，同表の右欄に掲げる改正後の条例の規定による許可を受けたものとみなす。 

附則別表 

第４条 第５条 

第１０条第１項 第１１条第１項 



附 則（平成２１年３月２６日条例第４７号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２１年４月７日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前の申請に係る使用料については，なお従前の例による。 

附 則（平成２４年１１月９日条例第１５号） 

この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２５日条例第１１５号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前の申請に係る使用料については，なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日か

ら施行する。 

（準備行為） 

２ 使用の許可の申請その他第５演習室を供用するために必要な準備行為は，この条例の

施行前においても行うことができる。 

別表（第８条関係） 

区分 使用料 

大学等が

交流活動

に使用す

る場合 

その他の

場合 

第１講義室及び第２講義室 １講時，２講時，３講時，４講

時又は５講時 

円 

３,６００ 

円 

１０,０８

０ 

６講時又は７講時 ５,３４０ １４,９１



０ 

第３講義室 １講時，２講時，３講時，４講

時又は５講時 

２,４６０ ６,８９０ 

６講時又は７講時 ３,６５０ １０,１８

０ 

第４講義室 １講時，２講時，３講時，４講

時又は５講時 

１,４９０ ４,１１０ 

６講時又は７講時 ２,２６０ ６,２７０ 

第１演習室，第２演習室，第３演習

室，第４演習室及び第５演習室 

１講時，２講時，３講時，４講

時又は５講時 

５６０ １,５４０ 

６講時又は７講時 ８２０ ２,２６０ 

第１会議室 午前 ３,８５０ １０,８０

０ 

午後 ５,１４０ １４,４０

０ 

夜間 ６,７３０ １８,８２

０ 

第２会議室及び第３会議室 午前 ２,２６０ ６,２７０ 

午後 ２,９８０ ８,３３０ 

夜間 ３,９６０ １１,００

０ 

ホール 午前 ４,４７０ １２,４４

０ 

午後 ５,９６０ １６,６６

０ 

夜間 ７,８６０ ２２,０１

０ 

和室 午前 １,１８０ ３,２９０ 

午後 １,５９０ ４,４２０ 



夜間 ２,１００ ５,８６０ 

第１講習室 １年 ２,５５０,８５０ 

１講時，２講時，３講時，４講

時又は５講時 

９２０ ２,５７０ 

６講時又は７講時 １,３８０ ３,８００ 

第２講習室，第３講習室及び第４講

習室 

１年 ２,２３２,０００ 

１講時，２講時，３講時，４講

時又は５講時 

８２０ ２,２６０ 

６講時又は７講時 １,２３０ ３,３９０ 

第５講習室，第６講習室，第７講習

室及び第８講習室 

１年 １,９１３,１４０ 

１講時，２講時，３講時，４講

時又は５講時 

７２０ １,９５０ 

６講時又は７講時 １,０８０ ２,９８０ 

駐車場（３０分までごと） ３００ 

付属設備 別に定める。 

備考 

１ 「大学等」とは，次に掲げる者をいう。 

(1) 公益財団法人大学コンソーシアム京都 

(2) (1)に掲げる者の会員である大学又は本市の区域内に主たる事務所を有する

大学で，別に定めるもの 

２ 「１講時」とは午前９時から午前１０時３０分までを，「２講時」とは午前１０

時５０分から午後０時２０分までを，「３講時」とは午後０時４０分から午後２時

１０分までを，「４講時」とは午後２時３０分から午後４時までを，「５講時」と

は午後４時２０分から午後５時５０分までを，「６講時」とは午後６時１０分から

午後７時４０分までを，「７講時」とは午後８時から午後９時３０分までを，「午

前」とは午前９時から正午までを，「午後」とは午後１時から午後５時までを，「夜

間」とは午後６時から午後９時３０分までをいう。 

３ この表に掲げる使用時間の区分を超えて施設（駐車場及び付属設備を除く。）を

使用する場合の使用料は，３０分までごとに，その直前の使用時間の区分に係る使



用料の３０分当たりの額に１.５を乗じて得た額とする。この場合において，当該

金額に１０円未満の端数があるときは，これを切り上げる。 

４ 開所時間の変更に伴い，使用時間の区分を変更する場合の使用料は，この表に掲

げる使用料との均衡を考慮して，その都度別に定める。 

５ 講習室の使用期間の初日又は末日が年度の中途である場合におけるその年度に係

る年間使用料は，使用期間の初日の属する月から使用期間の末日の属する月までの

月割りによって計算して得た額（当該額に１円未満の端数があるときは，これを切

り捨てた額）とする。 


