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○東村山市立児童館条例施行規則 

平成２年１２月１３日 

規則第４９号 

改正 平成３年９月１１日規則第５０号 

平成４年３月９日規則第４号 

平成４年１２月２日規則第６６号 

平成６年１月１７日規則第１号 

平成７年１２月８日規則第７６号 

平成８年１２月２日規則第８４号 

平成９年２月２７日規則第６号 

平成１１年３月３１日規則第３４号 

平成１２年２月１日規則第６号 

平成１４年３月２９日規則第２６号 

平成１４年７月１７日規則第５６号 

平成１５年８月２５日規則第５４号 

平成１５年１１月２６日規則第６３号 

平成１９年３月３０日規則第１７号 

平成２２年３月３１日規則第２９号 

平成２３年３月３１日規則第４１号 

平成２６年９月２９日規則第７２号 

平成２７年４月１日規則第４０号 

平成２８年５月１６日規則第５３号 

平成２９年４月１９日規則第３８号 

平成３０年１２月２８日規則第７８号 

東村山市立児童館条例施行規則（昭和４２年東村山市規則第２９号）の全部を次のように改正する。 

（目的） 

第１条 この規則は、東村山市立児童館条例（平成２年東村山市条例第１８号。以下「条例」という。）

の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

（職員） 

第２条 児童館には、児童厚生員その他必要な職員を置く。 

（規模） 

第３条 児童館の育成室及び分室（以下「育成室等」という。）の規模は、おおむね別表に定める人数の

児童が使用できる規模を標準とする。 

（実施時間） 

第４条 児童クラブの実施時間は、次の各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。 

(１) 次号に定める日以外の日 下校時から午後５時４５分まで 

(２) 土曜日又は東村山市立学校の管理運営に関する規則（昭和５３年東村山市教育委員会規則第４

号）第３条の２第１項に規定する休業日等 午前８時３０分から午後５時４５分まで 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者（条例第１６条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）は、

条例第５条第２項の規定により使用時間の延長について市長の承認を受けたときは、前項各号に規定

する児童クラブの実施時間を延長することができる。 

（使用申請） 

第５条 児童館を使用しようとする者（以下「申請者」という。）は、児童館使用申請書（第１号様式の

１又は第１号様式の２）を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限り

でない。 

２ 次条の規定に基づく使用の許可を得た者であって、継続して使用する旨を申し出た者は、当該年度に

限り、次回からの申請書の提出を省略することができる。 

（使用許可） 

第６条 市長は、前条第１項の規定に基づく申請があったときは、審査のうえ使用の可否を決定する。 

２ 市長は、前項の規定に基づき使用の許可をしたときは、児童館入館票（第２号様式）又は児童館使用

許可書（第３号様式）を申請者に交付する。 

（条例第６条第２項の規則で定める者） 

第７条 条例第６条第２項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長
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が特に必要と認めた児童にあっては、この限りでない。 

(１) 東村山市内に住所を有する児童 

(２) 著しく心身に障害を有しない児童 

（入会申込） 

第８条 児童クラブに児童を入会させようとする保護者は、児童クラブ入会申込書（第４号様式）を市長

に提出しなければならない。 

２ 児童クラブの入会の許可を受けた児童（以下「入会児童」という。）（小学校の第１学年又は第２学

年の児童に限る。）の保護者で引き続き次年度の入会児童の入会を希望するものは、市長が別に指定

する期間内に児童クラブ家庭状況報告書（継続用）（第４号様式の２）を市長に提出しなければなら

ない。 

（入会許可） 

第９条 市長は、前条第１項又は第２項の規定による書類の提出（以下「入会申込」という。）があった

ときは、別に定める審査基準により審査し、許可するか否かを決定する。 

２ 市長は、前項の規定に基づき決定したときは、児童クラブ入会決定通知書（第５号様式の１）又は児

童クラブ入会却下通知書（第５号様式の２）により入会申込をした保護者に通知する。 

（入会の期間） 

第１０条 入会の期間は、入会の日から当該入会の日の属する年度の３月３１日までとする。 

（変更届） 

第１１条 入会児童の保護者は、当該児童の入会中に住所、氏名等の変更が生じたときは、児童クラブ家

庭状況変更届（第５号様式の３）を市長に提出しなければならない。ただし、次条の規定に基づき退

会届を提出する場合は、この限りでない。 

（退会） 

第１２条 入会児童の保護者は、その児童が条例第６条第２項に定める児童クラブの入会対象者でなくな

ったときは、速やかに児童クラブ退会届（第６号様式）を市長に提出しなければならない。 

（児童クラブ費等の納入） 

第１３条 条例第９条第２項に定める児童クラブ費は、毎月末日までに児童クラブ費納入通知書又は口座

振替により納入しなければならない。 

２ 条例第９条第３項に定める利用料金は、指定管理者が別に定める納入の方法及び期限により納入しな

ければならない。 

（免除・減額申請） 

第１４条 条例第１１条の規定に基づき児童クラブ費の免除又は減額を受けようとする入会児童の保護

者は、児童クラブ費免除・減額申請書（第７号様式）を市長に提出しなければならない。 

（免除・減額決定等） 

第１５条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、条例第１１条の規定に該当するか否かを審

査し、決定する。 

２ 市長は、前項の規定に基づき決定したときは、児童クラブ費免除・減額決定通知書（第８号様式）に

より当該申請をした入会児童の保護者に通知する。 

（条例第１４条の規則で定める者） 

第１６条 条例第１４条の規則で定める者は、東村山市子ども家庭支援センターの管理及び運営に関する

規則（平成１３年東村山市規則第６６号）第７条第１号及び第２号に規定するものとする。 

（育成室の開放） 

第１７条 条例第１４条の規定による育成室の開放（以下「育成室の開放」という。）は、児童クラブに

よる午前中の使用がない日の午前９時３０分から午後零時までとする。 

２ 育成室の開放の申請及び使用許可は、使用日当日に行うものとする。 

３ 前項の申請及び使用許可については、第５条第１項及び第６条の規定を準用する。 

４ 市長は、子育てグループ等に対し児童クラブの使用予定等に関する情報の提供その他必要な措置を講

ずるように努めるものとする。 

（条例第１５条第１項の規則で定める施設） 

第１８条 条例第１５条第１項の規則で定める施設は、児童音楽室とする。 

（利用料金の承認） 

第１９条 指定管理者は、条例第１０条第２項の規定に基づき利用料金の承認を受けようとするときは、

利用料金表に利用料金の算定に使用した資料等を添えて、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、その内容を審査し、決定したときは、指定管理者

に通知する。 
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（指定管理者の申請） 

第２０条 条例第１７条第１項の規定による申請は、育成室等指定管理者指定申請書（第９号様式）に、

次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。 

(１) 定款又はこれらに類するもの 

(２) 法人の登記事項証明書（法人の場合に限る。） 

(３) 事業計画書 

(４) 児童館又はこれに類する施設の管理運営に関する事業実績を記載した書類 

(５) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの 

(６) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類 

(７) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（委任） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、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施行規則（昭和５５年東村山市規則第３５号）は、廃止する。 

附 則（平成３年９月１１日規則第５０号） 

この規則は、平成３年１１月２３日から施行する。 

附 則（平成４年３月９日規則第４号） 

この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年１２月２日規則第６６号） 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年１月１７日規則第１号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年１２月８日規則第７６号） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年１２月２日規則第８４号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年２月２７日規則第６号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年３月３１日規則第３４号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年２月１日規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１２条、第１３条、第８号様式及び第９号様式の改

正規定は、平成１２年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２９日規則第２６号） 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年７月１７日規則第５６号） 

この規則は、平成１４年９月１日から施行する。 

附 則（平成１５年８月２５日規則第５４号） 

この規則は、平成１５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１５年１１月２６日規則第６３号） 

この規則は、平成１５年１２月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第１７号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

（東村山市立児童館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

１５ 在職収入役がある場合は、その在職中に限り、第１８条の規定による改正後の東村山市立児童館条

例施行規則第７号様式中「東村山市会計管理者」とあるのは「東村山市収入役」とする。 

附 則（平成２２年３月３１日規則第２９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正

を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成２３年３月３１日規則第４１号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年９月２９日規則第７２号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年４月１日規則第４０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年５月１６日規則第５３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年４月１９日規則第３８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年１２月２８日規則第７８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第５号様式の４により提出されている児童クラブ

家庭状況報告書（継続用）は、この規則による改正後の第４号様式の２により提出された児童クラブ

家庭状況報告書（継続用）とみなす。 

別表（第３条） 

名称 規模 

東村山市立栄町児童館第１育成室 ４２人 

東村山市立栄町児童館第２育成室 ５１人 

東村山市立富士見児童館育成室 ６０人 

東村山市立秋津児童館育成室 ４７人 

東村山市立北山児童館育成室 ３５人 

東村山市立本町児童館育成室 ５６人 

東村山市立児童館第１化成分室 ７０人 

東村山市立児童館第２化成分室 ５８人 

東村山市立児童館第１萩山分室 ６５人 

東村山市立児童館第２萩山分室 ４６人 

東村山市立児童館南台分室 ７０人 

東村山市立児童館第１青葉分室 ６０人 

東村山市立児童館第２青葉分室 ６０人 

東村山市立児童館第１東萩山分室 ７０人 

東村山市立児童館第２東萩山分室 ３０人 

東村山市立児童館第１久米川分室 ７０人 

東村山市立児童館第２久米川分室 ５９人 

東村山市立児童館第１回田分室 ６２人 

東村山市立児童館第２回田分室 ３１人 

東村山市立児童館第１秋津東分室 ５６人 

東村山市立児童館第２秋津東分室 ５６人 

東村山市立児童館第１野火止分室 ７０人 

東村山市立児童館第２野火止分室 ４５人 

東村山市立児童館久米川東分室 ７０人 

東村山市立児童館富士見分室 ７０人 

 


