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○東村山市立児童館条例 

平成２年１２月１３日 

条例第１８号 

改正 平成３年９月１１日条例第１９号 

平成４年３月９日条例第４号 

平成４年１２月２日条例第３０号 

平成７年１２月８日条例第２３号 

平成８年１２月２日条例第１９号 

平成１１年１２月２２日条例第３５号 

平成１４年６月２５日条例第２０号 

平成２１年１２月２８日条例第３２号 

平成２３年３月３１日条例第７号 

平成２６年１２月２６日条例第４２号 

平成２７年３月３０日条例第４号 

平成２９年３月３０日条例第６号 

東村山市立児童館条例（昭和４０年東村山市条例第２号）の全部を次のように改正する。 

（設置） 

第１条 児童の健全な育成を図り、児童福祉の増進に資するため、東村山市立児童館（以下「児童館」と

いう。）を設置する。 

（構成） 

第２条 児童館は、別表第１に定める児童館及び別表第２に定める分室をもって構成する。 

（事業） 

第３条 児童館は、第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

(１) 児童館の施設利用による児童の健康増進及び豊かな情操のかん養に関すること。 

(２) 健全な遊びを通しての児童の集団的及び個別的指導に関すること。 

(３) 児童福祉に関する資料の収集及び展示に関すること。 

(４) 保護者の適切な監護に欠ける小学校に就学している児童に対する放課後における危険防止と健

全育成に関すること。 

２ 前項第４号に定める事業は、児童クラブとして児童館の育成室及び分室（以下「育成室等」という。）

において行うものとする。 

一部改正〔平成４年条例３０号・２６年４２号〕 

（休館日） 

第４条 児童館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(３) １月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日

を定めることができる。 

（使用時間） 

第５条 児童館の使用時間は、午前９時３０分から午後５時４５分までとする。ただし、市長が特に必要

があると認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者（第１６条に規定する指定管理者をいう。以下この項、第７条

第２項及び第３項、第９条第３項及び第４項並びに第１０条第１項及び第２項において同じ。）に管

理を行わせる育成室等にあっては、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項の使用時間を

延長することができる。 

一部改正〔平成１１年条例３５号・２９年６号〕 

（対象者） 

第６条 児童館（育成室等を除く。第８条及び第９条において同じ。）の使用対象者は、次の各号のいず

れかに該当する者とする。 

(１) １８歳未満の児童（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４条第１項第１号に規定する

乳児及び同項第２号に規定する幼児については、保護者の付添いがある者に限る。） 

(２) 前号のほか、市長が特に認める者 

２ 児童クラブの入会対象者は、保護者の適切な監護に欠ける小学校に就学している児童であって、規則

で定めるものとする。 

第２回 （令和元年７月２５日開催） 
東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会 

参考資料③ 



2/5 

一部改正〔平成１４年条例２０号・２６年４２号〕 

（許可） 

第７条 児童クラブの入会により育成室等を使用しようとする児童の保護者（第１４条の規定に基づき育

成室を使用しようとする者を含む。）は、規則で定めるところにより市長の許可を得なければならな

い。 

２ 延長時間（第５条第２項の規定により指定管理者が延長する使用時間をいう。以下同じ。）において

育成室等を使用しようとする児童の保護者は、指定管理者の承認を受けなければならない。 

３ 指定管理者は、前項の承認をするにあたり、使用の範囲、期間及び使用時間その他管理上必要な条件

を付することができる。 

一部改正〔平成１４年条例２０号・２６年４２号・２９年６号〕 

（使用の制限） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館の使用（第１４条の規定に基づ

く育成室の使用を含む。次条第１項において同じ。）又は児童クラブの入会を制限し、又は取り消す

ことができる。 

(１) 児童の健全な育成を害するおそれがあるとき。 

(２) 条例及び規則の定める事項に違反したとき。 

(３) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。 

(４) その他、管理上支障があるとき。 

一部改正〔平成１４年条例２０号・２９年６号〕 

（使用料等） 

第９条 児童館の使用は、無料とする。 

２ 児童クラブの入会による育成室等の使用は有料とし、児童１人につき月額５，５００円（以下「児童

クラブ費」という。）とする。 

３ 第７条第２項の承認を受けた者は、延長時間における育成室等の利用に係る料金（以下「利用料金」

という。）を指定管理者に納入しなければならない。 

４ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

一部改正〔平成１１年条例３５号・２９年６号〕 

（利用料金の算定等） 

第１０条 利用料金は、児童１人につき別表第３の左欄に掲げる利用区分に応じて同表の右欄に定める金

額の範囲内において、指定管理者が定める。 

２ 指定管理者は、前項の規定に基づき利用料金を定めるときは、あらかじめ当該利用料金について市長

の承認を受けなければならない。 

３ 市長は、利用料金の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。 

追加〔平成２９年条例６号〕 

（児童クラブ費の免除又は減額） 

第１１条 市長は、児童クラブの入会許可を受けた児童の保護者が次の各号の一に該当する場合は、児童

クラブ費を免除することができる。 

(１) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に規定する被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第３０号）に規定する支援給付受給世帯 

(２) 市民税非課税世帯 

(３) 就学援助費受給世帯 

２ 市長は、同一世帯から２人以上の児童が児童クラブに入会しているときは、２人目以降の児童につい

ては、児童クラブ費を１人につき３，５００円に減額することができる。 

一部改正〔平成１１年条例３５号・２７年４号・２９年６号〕 

（児童クラブ費の不還付） 

第１２条 既に納入した児童クラブ費は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、

この限りでない。 

一部改正〔平成２９年条例６号〕 

（原状回復の義務） 

第１３条 児童館の使用者は、児童館の使用が終了したとき、又は第８条の規定により使用の取り消しを

されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。 

一部改正〔平成２９年条例６号〕 

（育成室の開放） 
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第１４条 児童館の育成室は、児童クラブの使用に支障のない範囲で、規則で定めるものの使用に供する

ことができる。 

追加〔平成１４年条例２０号〕、一部改正〔平成２９年条例６号〕 

（特例） 

第１５条 富士見児童館の施設のうち、規則で定める施設については、児童館としての本来の目的を妨げ

ない範囲で、東村山市立公民館条例（昭和５５年東村山市条例第２号。この条において単に「公民館

条例」という。）に定める東村山市立富士見公民館の施設として使用に供することができる。 

２ 前項の場合における使用については、公民館条例の定めるところによる。 

追加〔平成３年条例１９号〕、一部改正〔平成２９年条例６号〕 

（指定管理者による管理） 

第１６条 育成室等の管理運営は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定

に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせ

ることができる。 

２ 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 第３条第１項第４号に定める事業の実施に関する業務 

(２) 育成室等の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(３) 延長時間における育成室等の使用の承認等に関する業務 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 指定管理者は、次に掲げる基準により育成室等を管理しなければならない。 

(１) 関係法令及び条例を遵守し、適正な管理運営を行うこと。 

(２) 育成室等の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）に適切なサービスを提供するこ

と。 

(３) 施設、附属設備及び物品の維持管理並びに修繕を適切に行うこと。 

(４) 業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。 

追加〔平成２９年条例６号〕 

（指定管理者の指定） 

第１７条 指定管理者としての指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより市長に申請しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に育成室等の管理

を行うことができると認められるものを指定管理者に指定するものとする。 

(１) 育成室等の効率的な管理運営ができること。 

(２) 使用者へのサービスの向上を図ることができること。 

(３) 第３条第１項第４号に定める事業の運営に実績があること。 

(４) 地域にある第３条第１項第４号に定める事業を行う団体等と連携できること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

追加〔平成２９年条例６号〕 

（指定期間） 

第１８条 指定管理者の指定期間は、５年とする。ただし、再度の指定を妨げない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、施設の状況、指定の時期その他の事情により必要があると認めるとき

は、同項に規定する指定管理者の指定期間によらないことができる。 

追加〔平成２９年条例６号〕 

（指定の制限） 

第１９条 市長又は東村山市議会議員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに

準ずべき者、支配人及び清算人となっている団体は、指定管理者の指定を受けることができない。 

追加〔平成２９年条例６号〕 

（調査等） 

第２０条 市長は、育成室等の管理運営又は経理の状況に関し指定管理者に報告を求め、実地について調

査し、又は必要な指示をすることができる。 

追加〔平成２９年条例６号〕 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第２１条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第１７条の規定による指定を取

り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 

(１) 管理の業務又は経理に関する市長の指示に従わないとき。 

(２) 第１６条第３項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。 
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(３) 第１７条第２項各号に掲げる指定の基準を満たさなくなったと認めるとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと

認めるとき。 

２ 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部

（利用料金の収受を含む場合に限る。）の停止を命じた場合で、市長が臨時に当該育成室等の管理運

営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長が

利用料金額と同額の使用料を徴収する。 

追加〔平成２９年条例６号〕 

（指定管理者の公表） 

第２２条 市長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて業務の全部

若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。 

追加〔平成２９年条例６号〕 

（協定の締結） 

第２３条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。 

(１) 第１６条第３項各号に掲げる管理の基準に関し必要な事項 

(２) 業務の実施に関する事項 

(３) 事業報告に関する事項 

(４) 前３号に掲げるもののほか、育成室等の管理運営に関し必要な事項 

追加〔平成２９年条例６号〕 

（委任） 

第２４条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

一部改正〔平成３年条例１９号・２９年６号〕 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３年４月１日から施行する。 

（廃止） 

２ 東村山市立学童クラブ条例（昭和５５年東村山市条例第２８号。以下「旧学童クラブ条例」という。）

は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際、現に旧学童クラブ条例の規定に基づき入会の許可を受けて在籍している児童は、

この条例による児童クラブの入会の許可を受けた者とみなす。 

附 則（平成３年９月１１日条例第１９号） 

この条例は、平成３年１１月２３日から施行する。 

附 則（平成４年３月９日条例第４号） 

この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年１２月２日条例第３０号） 

この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年１２月８日条例第２３号） 

この条例は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年１２月２日条例第１９号） 

この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年１２月２２日条例第３５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第９条第２項及び第１０条の改正規定は、平成１２年

１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第９条第２項及び第１０条第２項の規定の適用については、平成１２年１０

月分から平成１３年３月分までの児童クラブ費に限り、第９条第２項中「５，５００円」とあるのは

「５，０００円」と、第１０条第２項中「３，５００円」とあるのは「４，０００円」とする。 

附 則（平成１４年６月２５日条例第２０号） 

この条例は、平成１４年９月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１２月２８日条例第３２号） 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月３１日条例第７号） 
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この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月２６日条例第４２号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３０日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の学校医等の報酬及び費用弁償に関す

る条例の規定は、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２９年３月３０日条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（東村山市立公民館条例の一部改正） 

２ 東村山市立公民館条例（昭和５５年東村山市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

別表第１（第２条） 

児童館 

名称 位置 

東村山市立秋津児童館 東村山市秋津町３丁目５１番地２５ 

東村山市立栄町児童館 東村山市栄町３丁目１４番地１ 

東村山市立富士見児童館 東村山市富士見町５丁目４番地５１ 

東村山市立北山児童館 東村山市野口町３丁目２６番地２ 

東村山市立本町児童館 東村山市本町４丁目１９番地２６ 

一部改正〔平成３年条例１９号・４年３０号・７年２３号・８年１９号〕 

別表第２（第２条） 

分室 

名称 位置 

東村山市立児童館第１化成分室 東村山市諏訪町１丁目４番地１ 

東村山市立児童館第２化成分室 東村山市諏訪町１丁目４番地３１ 

東村山市立児童館第１萩山分室 東村山市萩山町４丁目１６番地５ 

東村山市立児童館第２萩山分室 

東村山市立児童館南台分室 東村山市富士見町１丁目１６番地１ 

東村山市立児童館第１青葉分室 東村山市青葉町２丁目３５番地１１ 

東村山市立児童館第２青葉分室 

東村山市立児童館第１東萩山分室 東村山市萩山町５丁目７番地１８ 

東村山市立児童館第２東萩山分室 

東村山市立児童館第１久米川分室 東村山市久米川町４丁目１１番地１９ 

東村山市立児童館第２久米川分室 東村山市久米川町４丁目１１番地２２ 

東村山市立児童館第１回田分室 東村山市廻田町３丁目１２番地６ 

東村山市立児童館第２回田分室 東村山市廻田町３丁目２８番地１ 

東村山市立児童館第１秋津東分室 東村山市秋津町４丁目３５番地６８ 

東村山市立児童館第２秋津東分室 

東村山市立児童館第１野火止分室 東村山市恩多町５丁目４５番地４ 

東村山市立児童館第２野火止分室 

東村山市立児童館久米川東分室 東村山市久米川町２丁目４４番地３ 

東村山市立児童館富士見分室 東村山市富士見町５丁目４番地５６ 

一部改正〔平成４年条例４号・３０号・７年２３号・８年１９号・１１年３５号・２１年３２

号・２３年７号〕 

別表第３（第１０条） 

利用区分 金額 

月を単位とする利用 ４，０００円 

日を単位とする利用 ７００円 

追加〔平成２９年条例６号〕 

 


