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○東村山市立社会福祉センター条例 

昭和５２年３月２２日 

条例第６号 

改正 昭和５７年６月３０日条例第８号 

昭和５９年３月２３日条例第８号 

昭和５９年９月２５日条例第２４号 

昭和６０年６月１７日条例第１３号 

昭和６２年３月１８日条例第６号 

平成６年３月１０日条例第１０号 

平成１０年１２月２４日条例第３４号 

平成１４年１２月２５日条例第３５号 

平成１７年９月３０日条例第２１号 

平成１８年３月３０日条例第１６号 

平成２０年６月３０日条例第２０号 

平成２７年３月３０日条例第４号 

（設置） 

第１条 高齢者並びに心身障害者等の福祉を増進させ、生活の向上を図るため、東村山市立社

会福祉センター（以下「社会福祉センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 社会福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 東村山市立社会福祉センター 

位置 東村山市諏訪町１丁目３番地１０ 

（事業） 

第３条 社会福祉センターは、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１) 地域福祉活動に関すること。 

(２) 高齢者等に就労の機会を与え、自立を助長させることを目的とした社会事業授産施設

の運営に関すること。 

(３) 地域社会の福祉の増進を図るため、集会施設を設け、市民の利用に供すること。 

(４) 前３号に定めるもののほか、市長が必要と認めた事業 

一部改正〔昭和５９年条例８号・平成１０年３４号・１４年３５号・２０年２０号〕 

資料４ 
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（施設及び名称） 

第４条 前条第２号及び第３号の事業に必要な施設として、社会福祉センターに次の施設を設

け、名称をそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(１) 東村山市福祉作業所（以下「福祉作業所」という。） 

(２) 集会施設（第１会議室、第２会議室） 

一部改正〔昭和５９年条例８号・６２年６号・平成１４年３５号・２０年２０号〕 

（対象者） 

第５条 社会福祉センターを使用することができる者は、原則として東村山市内に住所を有す

るものとする。ただし、市長が必要であると認める者は、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、福祉作業所を使用することができる者は、同項に定める者のう

ち、次に定めるものとする。 

施設名称 対象者 

福祉作業所 （１） ６０歳以上の者 

（２） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第

１項に規定する被保護者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）

の規定による支援給付受給者 

（３） 世帯の収入が生活保護基準額のおおむね２倍以下の

者 

（４） 身体障害者で作業が可能な者 

（５） その他、市長が適当と認めた者 

追加〔平成６年条例１０号〕、一部改正〔平成１０年条例３４号・１４年３５号・２

０年２０号・２７年４号〕 

（休館日及び開館時間） 

第６条 社会福祉センターの休館日及び開館時間は、第４条各号に定める施設ごとに規則で定

める。 

全部改正〔平成１４年条例３５号〕 

（使用の承認） 

第７条 社会福祉センターを使用するときは、次条第１項に規定する指定管理者の承認を受け
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なければならない。 

２ 指定管理者は、前項の承認をする場合において、社会福祉センターの管理運営上必要な範

囲内で条件を付することができる。 

一部改正〔平成１７年条例２１号〕 

（指定管理者による管理） 

第８条 社会福祉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) 第３条に規定する事業を行うこと。 

(２) 前条の規定に基づき社会福祉センターの使用を承認すること。 

(３) 第１２条の規定に基づき社会福祉センターの使用を承認しないこと。 

(４) 第１３条の規定に基づきその使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の

承認を取り消すこと。 

(５) 社会福祉センターの施設及び設備の維持管理に関すること。 

３ 指定管理者は、次に掲げる基準により社会福祉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) 使用者に適切なサービスを提供すること。 

(３) 施設、付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１７年条例２１号〕 

（利用料金） 

第９条 集会施設を使用しようとする者は、集会施設の利用に係る料金（以下「利用料金」と

いう。）を指定管理者に納付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。 

追加〔平成１７年条例２１号〕 

（利用料金の算定等） 

第１０条 利用料金は、市の他の集会施設の使用料に準じて算定し、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、あらかじめ当該料金につい

て市長の承認を受けなければならない。 
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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１７年条例２１号〕 

（利用料金の免除） 

第１１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) 指定管理者が使用するとき。 

(５) 東村山市社会福祉協議会が使用するとき。 

(６) 母子、心身障害者その他これらに関する福祉関係団体が使用するとき。 

(７) 市内の６０歳以上の者又は児童を主たる構成員とする団体が使用するとき。 

(８) 指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 

追加〔平成１７年条例２１号〕 

（使用の不承認） 

第１２条 指定管理者は、使用目的又は使用内容が次の各号の一に該当すると認められるとき

は、社会福祉センターの使用を承認しないことができる。 

(１) 入所者が定員に達したとき（福祉作業所の使用の承認に限る。）。 

(２) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。 

(３) 施設を破損するおそれがあるとき。 

(４) 営利を目的とするとき。 

(５) 前３号に掲げるもののほか、社会福祉センターの管理運営上支障があるとき。 

一部改正〔平成１７年条例２１号〕 

（使用の制限） 

第１３条 指定管理者は、社会福祉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

られるときは、その使用条件を変更し、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) その使用が前条第２号から第５号までの規定の一に該当することが明らかになったと

き。 

(２) 第７条第２項の規定による条件に違反したとき。 

(３) 偽りその他不正な行為により第７条第１項の承認を受けたとき。 
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(４) 災害その他の事故により社会福祉センターの使用ができなくなったとき。 

一部改正〔平成１７年条例２１号〕 

（原状回復の義務） 

第１４条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用が停止されたとき、若しくは使用許

可が取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。 

２ 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を使用者から徴収する

ことができる。 

一部改正〔平成１７年条例２１号〕 

（使用権の譲渡等禁止） 

第１５条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

一部改正〔平成１７年条例２１号〕 

（損害賠償） 

第１６条 使用者等は、社会福祉センターの使用に際して施設及び設備をき損又は滅失したと

きは、その損害額を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、その賠償額を減額し、又は免除することができる。 

一部改正〔平成１７年条例２１号〕 

（指定管理者の指定） 

第１７条 市長は、次に掲げる基準により適切に社会福祉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) 社会福祉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) 社会福祉事業全般の運営に実績があること。 

(４) 地域の社会福祉活動を行う団体等と連携できること。 

２ 市長は、前項の規定に基づき指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるとこ

ろにより指定管理者に指定しようとするものから必要な書類を提出させ、前項の基準に該当

していることを審査しなければならない。 

追加〔平成１７年条例２１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。 

追加〔平成１７年条例２１号〕 
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（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１７年条例２１号〕 

（指定管理者の指定の取り消し等） 

第２０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８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１７条第１項各号に掲げる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、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、市長が臨時に社会

福祉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。 

追加〔平成１７年条例２１号〕 

（指定管理者の公表） 

第２１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

管理の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１７年条例２１号〕 

（協定の締結） 

第２２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８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、社会福祉センターの管理運営に関し必要な事項 

追加〔平成１７年条例２１号〕 
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（委任） 

第２３条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。 

追加〔平成６年条例１０号〕、一部改正〔平成１７年条例２１号〕 

附 則 

１ この条例は、昭和５２年５月１日から施行する。 

２ 東村山市福祉作業所条例（昭和３４年東村山市条例第１３号）は、この条例施行の日から

廃止する。 

附 則（昭和５７年６月３０日条例第８号） 

この条例は、昭和５７年７月１日から施行する。 

ただし、施行日前の申込みについては、なお従前の例による。 

附 則（昭和５９年３月２３日条例第８号） 

この条例は、昭和５９年５月１日から施行する。 

附 則（昭和５９年９月２５日条例第２４号） 

１ この条例は、昭和５９年１１月１日から施行する。 

２ この条例の施行日前の使用申請に係るものについては、なお従前の例による。 

附 則（昭和６０年６月１７日条例第１３号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和５９年４月１日から適用する。 

附 則（昭和６２年３月１８日条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年３月１０日条例第１０号） 

この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年１２月２４日条例第３４号） 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年１２月２５日条例第３５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１５年１月６日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東村山市立社会福祉センター条例（以下「新条例」という。）の

規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成１５年３月３１日までの間は、東村山市愛

の園実習室を運営することができる。 
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３ 前項の規定により運営する東村山市愛の園実習室の対象者、休館日等については、新条例

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年９月３０日条例第２１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の第１６条の規定に基づき社会福祉セン

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７条から第１１条まで、

第１５条及び第１６条の規定は、平成１８年３月３１日までの間は、なおその効力を有する。 

附 則（平成１８年３月３０日条例第１６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年６月３０日条例第２０号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年１０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。 

 


