議案第８号

千曲市公民館条例施行規則の一部改正について

生涯学習課

千曲市公民館条例施行規則（平成15年千曲市教育委員会規則第19号）の一部
を次のように改正する。

別表中
「
稲荷山公民館
稲荷山公民館

西区分館
佐野分館

千曲市大字桑原1472番地1
千曲市大字桑原1013番地3
」
を

「
稲荷山公民館

西区分館

千曲市大字桑原1472番地1
」
に改める。

附

則

この規則は、公布の日から施行する。

平成３０年４月２５日提出
千曲市教育長 赤地 憲一

条例、規則等制定提案理由書

条例、規則等の名称

制 定 区 分
（該当字句を
○で囲む）

千曲市公民館条例施行規則

新

制定する根拠
及びその内容
（法令、準則等
の名称）

提案理由
区・自治会組織再編に伴う「要綱」改正
【組織再編の内容】
○「佐野区」を「桑原西区」へ統合

規

一部改正

全部改正

千曲市公民館条例施行規則（平成15年千曲市教育委員会規則第19号）新旧対照表
現行
別表（第５条関係）
名称
屋代公民館 第1分館
屋代公民館 第2分館
屋代公民館 第3分館
屋代公民館 第4分館
屋代公民館 第5分館
屋代公民館 第6分館
屋代公民館 雨宮分館
屋代公民館 土口分館
屋代公民館 生萱分館
屋代公民館 倉科分館
屋代公民館 森西分館
屋代公民館 森東分館

位置
千曲市大字屋代1964番地8
千曲市大字屋代430番地10
千曲市大字粟佐1588番地3
千曲市大字屋代773番地1
千曲市大字屋代1590番地1
千曲市大字屋代3200番地1
千曲市大字雨宮97番地
千曲市大字雨宮908番地1
千曲市大字生萱1021番地1
千曲市大字倉科1412番地4
千曲市大字森1406番地1
千曲市大字森2208番地3

埴生公民館 寂蒔分館
埴生公民館 鋳物師屋分館
埴生公民館 打沢分館
埴生公民館 小島分館
埴生公民館 桜堂分館
埴生公民館 杭瀬下分館
埴生公民館 新田分館
埴生公民館 中分館
稲荷山公民館 荒町分館
稲荷山公民館 中町分館
稲荷山公民館 本八日町分館
稲荷山公民館 上八日町分館
稲荷山公民館 治田町分館
稲荷山公民館 元町分館
稲荷山公民館 小坂分館

千曲市大字寂蒔1198番地
千曲市大字鋳物師屋299番地2
千曲市大字打沢76番地1
千曲市大字小島2833番地1
千曲市大字桜堂408番地1
千曲市大字杭瀬下430番地
千曲市大字新田416番地
千曲市大字中324番地4
千曲市大字稲荷山2271番地5
千曲市大字稲荷山2131番地2
千曲市大字稲荷山2131番地2
千曲市大字稲荷山1038番地5
千曲市大字稲荷山1007番地1
千曲市大字稲荷山1711番地1
千曲市大字桑原2696番地1

改正後（案）

備考

森分室
東小路
公会堂

本館
本館

別表（第５条関係）
名称
屋代公民館 第1分館
屋代公民館 第2分館
屋代公民館 第3分館
屋代公民館 第4分館
屋代公民館 第5分館
屋代公民館 第6分館
屋代公民館 雨宮分館
屋代公民館 土口分館
屋代公民館 生萱分館
屋代公民館 倉科分館
屋代公民館 森西分館
屋代公民館 森東分館

位置
千曲市大字屋代1964番地8
千曲市大字屋代430番地10
千曲市大字粟佐1588番地3
千曲市大字屋代773番地1
千曲市大字屋代1590番地1
千曲市大字屋代3200番地1
千曲市大字雨宮97番地
千曲市大字雨宮908番地1
千曲市大字生萱1021番地1
千曲市大字倉科1412番地4
千曲市大字森1406番地1
千曲市大字森2208番地3

埴生公民館 寂蒔分館
埴生公民館 鋳物師屋分館
埴生公民館 打沢分館
埴生公民館 小島分館
埴生公民館 桜堂分館
埴生公民館 杭瀬下分館
埴生公民館 新田分館
埴生公民館 中分館
稲荷山公民館 荒町分館
稲荷山公民館 中町分館
稲荷山公民館 本八日町分館
稲荷山公民館 上八日町分館
稲荷山公民館 治田町分館
稲荷山公民館 元町分館
稲荷山公民館 小坂分館

千曲市大字寂蒔1198番地
千曲市大字鋳物師屋299番地2
千曲市大字打沢76番地1
千曲市大字小島2833番地1
千曲市大字桜堂408番地1
千曲市大字杭瀬下430番地
千曲市大字新田416番地
千曲市大字中324番地4
千曲市大字稲荷山2271番地5
千曲市大字稲荷山2131番地2
千曲市大字稲荷山2131番地2
千曲市大字稲荷山1038番地5
千曲市大字稲荷山1007番地1
千曲市大字稲荷山1711番地1
千曲市大字桑原2696番地1

備考

森分室
東小路
公会堂

本館
本館

稲荷山公民館 東区分館
稲荷山公民館 中区分館
稲荷山公民館 西区分館
稲荷山公民館 佐野分館
稲荷山公民館 大田原分館
八幡公民館 代分館
八幡公民館 大池分館
八幡公民館 姨捨分館
八幡公民館 峯分館
八幡公民館 中原分館
八幡公民館 郡分館
八幡公民館 上町分館
八幡公民館 辻分館
八幡公民館 新宿分館
八幡公民館 森下分館
八幡公民館 北堀分館
八幡公民館 志川分館
戸倉公民館 磯部分館
戸倉公民館 福井分館
戸倉公民館 新戸倉温泉分館
戸倉公民館 上町分館
戸倉公民館 上中町分館
戸倉公民館 中町分館
戸倉公民館 今井町分館
戸倉公民館 柏王分館
戸倉公民館 戸倉温泉分館
戸倉公民館 上徳間分館
戸倉公民館 内川分館
戸倉公民館 千本柳分館
戸倉公民館 小船山分館
戸倉公民館 若宮分館
戸倉公民館 芝原分館
戸倉公民館 仙石分館
戸倉公民館 羽尾第四区分館

千曲市大字桑原2番地1
千曲市大字桑原1330番地2
千曲市大字桑原1472
千曲市大字桑原1472番地
1472番地1
番地1
千曲市大字桑原1013
千曲市大字桑原1013番地
1013番地3
番地3
千曲市大字桑原3456番地1
千曲市大字八幡6748番地1
千曲市大字八幡7940番地1
千曲市大字八幡4999番地6
千曲市大字八幡4488番地1
千曲市大字八幡212番地3
千曲市大字八幡1513番地1
千曲市大字八幡3642番地1
千曲市大字八幡5845番地7
千曲市大字八幡3313番地4
千曲市大字八幡3033番地11
千曲市大字八幡2054番地3
千曲市大字八幡2395番地1
千曲市大字磯部1170番地4
千曲市大字磯部692番地5
千曲市大字磯部1144番地2
千曲市大字戸倉2047番地1
千曲市大字戸倉1995番地8
千曲市大字戸倉1825番地6
千曲市大字戸倉1410番地1
千曲市大字戸倉356番地1
千曲市大字戸倉温泉3055番地4
千曲市大字上徳間395番地2
千曲市大字内川296番地
千曲市大字千本柳639番地
千曲市大字小船山247番地1
千曲市大字若宮395番地2
千曲市大字若宮745番地1
千曲市大字羽尾1988番地1
千曲市大字羽尾1417番地1

稲荷山公民館 東区分館
稲荷山公民館 中区分館
稲荷山公民館 西区分館

千曲市大字桑原2番地1
千曲市大字桑原1330番地2
千曲市大字桑原1472
千曲市大字桑原1472番地
1472番地1
番地1

稲荷山公民館 大田原分館
八幡公民館 代分館
八幡公民館 大池分館
八幡公民館 姨捨分館
八幡公民館 峯分館
八幡公民館 中原分館
八幡公民館 郡分館
八幡公民館 上町分館
八幡公民館 辻分館
八幡公民館 新宿分館
八幡公民館 森下分館
八幡公民館 北堀分館
八幡公民館 志川分館
戸倉公民館 磯部分館
戸倉公民館 福井分館
戸倉公民館 新戸倉温泉分館
戸倉公民館 上町分館
戸倉公民館 上中町分館
戸倉公民館 中町分館
戸倉公民館 今井町分館
戸倉公民館 柏王分館
戸倉公民館 戸倉温泉分館
戸倉公民館 上徳間分館
戸倉公民館 内川分館
戸倉公民館 千本柳分館
戸倉公民館 小船山分館
戸倉公民館 若宮分館
戸倉公民館 芝原分館
戸倉公民館 仙石分館
戸倉公民館 羽尾第四区分館

千曲市大字桑原3456番地1
千曲市大字八幡6748番地1
千曲市大字八幡7940番地1
千曲市大字八幡4999番地6
千曲市大字八幡4488番地1
千曲市大字八幡212番地3
千曲市大字八幡1513番地1
千曲市大字八幡3642番地1
千曲市大字八幡5845番地7
千曲市大字八幡3313番地4
千曲市大字八幡3033番地11
千曲市大字八幡2054番地3
千曲市大字八幡2395番地1
千曲市大字磯部1170番地4
千曲市大字磯部692番地5
千曲市大字磯部1144番地2
千曲市大字戸倉2047番地1
千曲市大字戸倉1995番地8
千曲市大字戸倉1825番地6
千曲市大字戸倉1410番地1
千曲市大字戸倉356番地1
千曲市大字戸倉温泉3055番地4
千曲市大字上徳間395番地2
千曲市大字内川296番地
千曲市大字千本柳639番地
千曲市大字小船山247番地1
千曲市大字若宮395番地2
千曲市大字若宮745番地1
千曲市大字羽尾1988番地1
千曲市大字羽尾1417番地1

戸倉公民館 羽尾第五区分館
戸倉公民館 須坂分館
戸倉公民館 黒彦分館
上山田公民館 力石支館
上山田公民館 新山分館
上山田公民館 漆原分館
上山田公民館 三本木分館
上山田公民館 八坂分館
上山田公民館 中央分館
上山田公民館 城腰分館
上山田公民館 温泉分館

千曲市大字羽尾865番地3
千曲市大字羽尾1736番地34
千曲市大字若宮1305番地192
千曲市大字力石697番地2
千曲市大字新山371番地5
千曲市大字新山1051番地6
千曲市大字上山田581番地1
千曲市大字上山田1232番地4
千曲市大字上山田2980番地1
千曲市大字上山田2435番地3
千曲市上山田温泉一丁目19番地2

戸倉公民館 羽尾第五区分館
戸倉公民館 須坂分館
戸倉公民館 黒彦分館
上山田公民館 力石支館
上山田公民館 新山分館
上山田公民館 漆原分館
上山田公民館 三本木分館
上山田公民館 八坂分館
上山田公民館 中央分館
上山田公民館 城腰分館
上山田公民館 温泉分館

千曲市大字羽尾865番地3
千曲市大字羽尾1736番地34
千曲市大字若宮1305番地192
千曲市大字力石697番地2
千曲市大字新山371番地5
千曲市大字新山1051番地6
千曲市大字上山田581番地1
千曲市大字上山田1232番地4
千曲市大字上山田2980番地1
千曲市大字上山田2435番地3
千曲市上山田温泉一丁目19番地2

