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○東村山市地域福祉センター条例 

平成２０年６月３０日 

条例第２０号 

改正 平成２３年１０月６日条例第１８号 

目次 

第１章 設置及び総則（第１条―第３条） 

第２章 地域福祉推進センター（第４条―第１１条） 

第３章 子育て総合支援センター（第１２条―第２９条） 

第４章 雑則（第３０条―第３５条） 

附則 

第１章 設置及び総則 

（設置） 

第１条 市民の地域福祉活動を支援し、地域福祉の総合的な推進を図るとともに、安心して子

どもを産み育て、子育てに喜びを感じることができる家庭環境及び社会環境の形成に寄与す

るため、東村山市地域福祉センター（以下「センター」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 センターは、東村山市野口町１丁目２５番地１５に置く。 

（施設） 

第３条 センターは、次の各号に掲げる施設をもって構成する。 

(１) 東村山市地域福祉推進センター（以下「地域福祉推進センター」という。） 

(２) 東村山市子育て総合支援センター（以下「子育て総合支援センター」という。） 

第２章 地域福祉推進センター 

（地域福祉推進センターの事業） 

第４条 地域福祉推進センターは、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) 地域福祉の推進に関すること。 

(２) 地域福祉活動に関すること。 

(３) 福祉に関する相談に関すること。 

(４) 心身障害者及び精神障害者並びにこれらの家族等の地域における生活と社会参加の支

援に関すること。 

(５) 高齢者及びその家族等の地域における生活と社会参加の支援に関すること。 

(６) 成年後見の推進に関すること。 

(７) 地域福祉活動室の使用に関すること。 

(８) その他市長が必要と認める事業 

（地域福祉推進センターの休館日） 

第５条 地域福祉推進センターの休館日は、別表第１に定めるとおりとする。ただし、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。 

（地域福祉推進センターの開館時間） 

第６条 地域福祉推進センターの開館時間は、別表第１に定めるとおりとする。ただし、市長

が特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。 

（地域福祉活動室の使用対象） 

第７条 地域福祉活動室を使用することができるものは、次の各号に掲げるものとする。 

(１) 市内に在住、在勤、在学する者で構成され、地域福祉活動を主たる目的としている団

体 

(２) その他市長が特に認めるもの 

（地域福祉活動室の使用料） 
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第８条 地域福祉活動室の使用料は、無料とする。 

（地域福祉活動室の使用許可） 

第９条 地域福祉活動室を使用しようとするものは、別表第２に定める区分に応じて、あらか

じめ市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の許可をするにあたり、使用の範囲、期間及び使用時間その他管理上必要な

条件を付すことができる。 

（地域福祉活動室の使用の不許可） 

第１０条 市長は、次の各号の一に該当するときは、地域福祉活動室の使用を許可しないもの

とする。 

(１) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。 

(２) 施設及びその付帯設備を破損するおそれがあるとき。 

(３) 営利を目的とするとき。 

(４) 施設の管理上支障があると認められるとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。 

（地域福祉活動室の使用の制限） 

第１１条 市長は、地域福祉活動室の使用について、次の各号の一に該当すると認めるときは、

その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。 

(１) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。 

(２) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。 

(３) 災害その他の事故により、地域福祉活動室の使用ができなくなったとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。 

第３章 子育て総合支援センター 

（子育て総合支援センターの事業） 

第１２条 子育て総合支援センターは、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) 子ども及び子育てに係る交流の促進及び地域活動の支援に関すること。 

(２) 子育てに係る総合的な研修、啓発及び研究活動並びに人材育成に関すること。 

(３) 子育てに係る情報の収集、提供及び軽微な相談に関すること。 

(４) 子育て支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること。 

(５) 子育て支援活動室の使用に関すること。 

(６) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。 

(７) その他市長が必要と認める事業 

一部改正〔平成２３年条例１８号〕 

（指定管理者による管理） 

第１３条 子育て総合支援センターの管理運営は、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。）に行わせるものとする。 

２ 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 子育て総合支援センターの維持管理に関する業務 

(２) 子育て総合支援センターで行う事業の運営に関する業務 

(３) 子育て総合支援センター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子育て総合支援センター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) 子育て総合支援センターの使用の承認を受けた者（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。 

全部改正〔平成２３年条例１８号〕 
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（子育て総合支援センターの休館日及び開館時間） 

第１４条 子育て総合支援センターの休館日及び開館時間は、市長の承認を得て、指定管理者

が定める。 

一部改正〔平成２３年条例１８号〕 

（子育て総合支援センターの使用対象） 

第１５条 子育て総合支援センターを使用できるものは、次の各号に掲げるものとする（子育

て支援活動室の使用にあっては、同号に掲げるもので構成される団体に限る。）。ただし、

乳幼児の使用は、保護者等の付添いを要するものとする。 

(１) 市内に在住、在勤、在学する乳幼児の保護者又は当該乳幼児 

(２) 市内に在住する乳幼児又は当該乳幼児の保護者 

(３) 市内に在住、在勤、在学する妊婦 

(４) 前３号に掲げる者のほか、指定管理者が特に認めるもの 

一部改正〔平成２３年条例１８号〕 

（利用料金） 

第１６条 使用者は、子育て総合支援センターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）

を指定管理者に前納しなければならない。 

２ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

全部改正〔平成２３年条例１８号〕 

（利用料金の算定等） 

第１７条 利用料金は、１人につき１年度３００円の範囲内において、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２３年条例１８号〕 

（利用料金の免除） 

第１８条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用料金を免除することができる。 

(１) 法令に基づいて使用するとき。 

(２) 国又は地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に使用するとき。 

(３) 市内の公共的団体が市又は教育委員会の後援を受けた事業、行事に使用するとき。 

(４) 前３号のほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 

追加〔平成２３年条例１８号〕 

（利用料金の不還付） 

第１９条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

その全部又は一部を還付することができる。 

(１) 使用者の責によらない理由により使用できなくなったとき。 

(２) 使用者が規則で定める使用申請の受付期限内に使用の取消し又は変更の申出をし、指

定管理者が認めたとき。 

追加〔平成２３年条例１８号〕 

（子育て総合支援センターの使用の承認） 

第２０条 子育て総合支援センターを使用しようとするものは、指定管理者の承認を受けなけ

ればならない。 

２ 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

必要な条件を付すことができる。 

一部改正〔平成２３年条例１８号〕 

（子育て総合支援センターの使用の不承認） 

第２１条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、子育て総合支援センターの使用を

承認しないものとする。 

(１) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。 

(２) 施設及びその付帯設備を破損するおそれがあるとき。 
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(３) 営利を目的とするとき。 

(４) 施設の管理上支障があると認められるとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が使用を不適当と認めるとき。 

一部改正〔平成２３年条例１８号〕 

（子育て総合支援センターの使用の制限） 

第２２条 指定管理者は、子育て総合支援センターの使用について、次の各号の一に該当する

と認めるときは、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り

消すことができる。 

(１) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。 

(２) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。 

(３) 災害その他の事故により、子育て総合支援センターの使用ができなくなったとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要であると認めるとき。 

一部改正〔平成２３年条例１８号〕 

（指定管理者の指定） 

第２３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子育

て総合支援センター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) 子育て総合支援センター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) 子育て支援事業の運営に実績があること。 

(４) 地域の子育て支援活動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２３年条例１８号〕 

（指定期間） 

第２４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。 

追加〔平成２３年条例１８号〕 

（指定の制限） 

第２５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、支配人及び精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２３年条例１８号〕 

（調査等） 

第２６条 市長は、子育て総合支援センター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２３年条例１８号〕 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第２７条 市長は、指定管理者が次の各号の一に該当するときは、第２３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１３条第３項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。 

(３) 第２３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、市長が臨時に子育

て総合支援センター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。 
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追加〔平成２３年条例１８号〕 

（指定管理者の公表） 

第２８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２３年条例１８号〕 

（協定の締結） 

第２９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１３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、子育て総合支援センターの管理運営に関し必要な事項 

追加〔平成２３年条例１８号〕 

第４章 雑則 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第３０条 センターの施設の使用の許可又は承認を受けたもの（以下「センター使用者」とい

う。）は、使用の目的を許可なく変更し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸して

はならない。 

一部改正〔平成２３年条例１８号〕 

（設備の変更禁止） 

第３１条 センター使用者は施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、

あらかじめ市長の許可又は指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。 

一部改正〔平成２３年条例１８号〕 

（原状回復の義務） 

第３２条 センター使用者は、施設の使用を終えたとき又は使用を停止されたとき若しくは使

用を取り消されたときは、直ちに市長又は指定管理者の指示に従い、施設又はその付帯設備

を原状に回復しなければならない。 

２ センター使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用をセンター使

用者から徴収することができる。 

一部改正〔平成２３年条例１８号〕 

（損害賠償の義務） 

第３３条 センターを使用するものは、施設若しくはその付帯設備等を損傷し、又は滅失した

ときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があ

ると認めたときは、この限りでない。 

一部改正〔平成２３年条例１８号〕 

（管理運営の委託） 

第３４条 市長は、地域福祉推進センターの管理運営の一部を社会福祉法人に委託することが

できる。 

一部改正〔平成２３年条例１８号〕 

（委任） 

第３５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

一部改正〔平成２３年条例１８号〕 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年１０月１日から施行する。 

（東村山市立社会福祉センター条例の一部改正） 

２ 東村山市立社会福祉センター条例（昭和５２年東村山市条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則（平成２３年１０月６日条例第１８号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に子育て総合支援センターの管理運営を委託しているときは、こ

の条例による改正前の第１３条から第１９条まで、第２４条、別表第１及び別表第２の規定

は、平成２４年３月３１日までの間は、なおその効力を有する。 

別表第１（第５条、第６条） 

休館日及び開館時間 

施設 休館日 開館時間 

地域福祉推進セ

ンター 

下記以外の施設 （１） 日曜日及び土曜日 

（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日及び３日並びに１

２月２９日から同月３１日まで 

午前９時から午後５時

まで 

地域福祉活動室 （１） 日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律に

規定する休日 

（３） １月２日及び３日並びに１

２月２９日から同月３１日まで 

午前９時から午後７時

まで 

一部改正〔平成２３年条例１８号〕 

別表第２（第９条） 

地域福祉活動室の使用区分 

施設名 使用時間の区分 

地域福祉活動室 午前９時から午後１

時まで 

午後１時から午後５

時まで 

午後５時から午後７

時まで 

一部改正〔平成２３年条例１８号〕 

 


