○阪南市地域交 流館条例施 行規則
平成２５年６月 １１日
規則第２４号
改正

平成２５ 年１２月２ ４日規則第 ３ ５号
平成３０年７月 ２６日規則 第２２号
令和３年６月２ ８日規則第 ２３号

（ 趣 旨）
第１条

この規 則は、阪南 市地域交流 館 条例（平成２５ 年阪南市条 例第

２０号。以下「 条例」とい う。）の施 行 に関し必要な事 項を定める も
の と する。
（ 開 館時間）
第２条

阪南市 地域交流館 （以下「交 流 館」という。） の開館時間 は、

午前９時から午 後１０時ま でとする。
２

前項の開館 時間は、市 長 が、特に 必 要と認めるとき は、変更す るこ
と が できる。
（ 休 館日）

第３条

交流館 の休館日は 、次のとお り とする。

(1)

月曜日

(2)

国民の祝日に関 する法律（昭和２ ３ 年法律第１７８ 号）に 規定す

る 休日
(3)

前号に掲げる休 館日が 、月曜日に 当 たるときは 、直近の休 館日で

な い日
(4)

１２月２９日か ら翌年の１ 月３日ま での日（第２号に 掲げる日を

除 く。）
２

市長が特に 必要と認め たときは、 休 館日を変更し、 又は臨時に 休館
することができ る。
（使用許可の申 請）

第４条

条例第 ４条の規定 により、交 流 館を使用しよう とする 者は 、あ
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らかじめ阪南市 地域交流館 使用許可申 請 書（様式第１号 ）を市長に 提
出しなければな らない。
２

前項の申請 は、使用し ようとする 日 の属する月の２ 月前から前 日ま
でに行わなけれ ばならない 。ただし、 市 長が必要がある と認めると き
は、この限りで ない。
（ 使 用許可）

第５条

市長は 、交流館の 使用を許可 し たときは、阪南 市地域交流 館使

用許可書兼領収 書（様式第 ２号）を申 請 者に交付する。
（使用許可の取 消し）
第６条

交流館 の使用許可 を受けた者 （ 以下「使用者」 という。） が、

その使用の取り 消しをしよ うとすると き は、直ちに阪南 市地 域交流 館
使用取消許可申 請書兼使用 料還付請求 書 （様式第３号） を前条の規 定
による許可書を 添えて市長 に提出しな け ればならない。
２

市長は、前 項の使用の 取り消しを 許 可したときは、 阪南市地域 交流
館使用取消許可 書兼使用料 還付通知書 （ 様式第４号）を 交付する。
（使用時間の定 義）

第７条

使用時 間には、準 備及び原状 回 復に要する時間 を含むもの とす

る。
（使用料の減免 ）
第８条

条例第 ９条の規定 により使用 料 を減免できる場 合は、次の 各号

に掲げる区分に 応じ、それ ぞれ当該各 号 に定める割合又 は額とする 。
この場合におい て、減免する 額に １００ 円未満の端数が 生じるとき は、
これを切り捨て る。
(1)

社会教育法（昭和２４ 年法律第２ ０ ７号）第１ ０条に規定 する社

会教 育 関 係団 体 が社 会 教 育に 関 す る事 業 を行 う た めに 使 用す る と き 。
５割
(2)

市議会及び地方 自治法（昭和２２ 年 法律第６７号 ）に定め られた

執行機関が使用 するとき。

１０割
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(3)

市内の各官公庁 、学校 園及び社会 福 祉法（昭和 ２６年法律 第４５

号）第２条第２ 項及び第３ 項に規定す る 事業を行う団体 が主催して
公用又は公益を 目的とする 事業を行う た めに使用すると き。

１０

割
(4)

その他市長が減 免すること を適当と 認めるとき。 市 長が別に定

め る割合又は額
２

使用料の減 免を受けよ うとする者 は 、阪南市地域交 流館使用料 減免
申請書（様式第 ５号）を阪 南市地域交 流 館使用許可申請 書と同時に 市
長に提出しなけ ればならな い。

３

市長は、前 項の使用料 の減免申請 を 許可したときは 、阪南市地 域交
流館使用料減免 許可書兼通 知書（様式 第 ６号）を交付す る。
（平２５規則３ ５・追加）
（使用料の還付 ）

第９条

条例 第１０ 条ただ し書の 規定 に よる使用 料の 還付及 びその 額は 、

次のとおりとす る。
(1)

非常災害その他 の使用者の 責めによ らない理由によ って使用す

ることができな くなったと き。全額
(2)

条例第７条第３ 号の規定に より使用 許可を取り消し たとき。全額

(3)

使用日前３日ま でに使用の 取り消し を申し出て、市長 が承認した

と き。全額
２

使用料の還 付を受けよ うとする者 は 、阪南市地域交 流館使用取 消許
可申請書兼使用 料還付請求 書を市長に 提 出しなければな らない。

３

市長は、前 項の使用料 の還付をす る ときは、阪南市 地域交流館 使用
取消許可書兼使 用料還付通 知書を交付 す る。
（平２５規則３ ５・旧第８ 条繰下）
（ 特 別の設備）

第１０条

使用 者は、特別 の設備を設 置 する場 合は、あ らかじめ市 長の

許可を得なけれ ばならない 。
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２

前項の許可 は、第４条 第１項の使 用 許可申請と同時 に行わなけ れば
な ら ない。

３

使用者は、 第１項に規 定する設備 を 設置したときは 、使用後直 ちに
これを撤去し原 状に復さな ければなら な い。

４

使用者が前 項に規定す る責務を履 行 しないときは、 市長が使用 者に
代って執行し、 その費用を 使用者から 徴 収するものとす る。
（平２５規則３ ５・旧第９ 条繰下）
（使用者の遵守 事項）

第１１条

使用 者は、条例 及びこの規 則 に定めるものの ほか、次に 掲げ

る事項を遵守し なければな らない。
(1)

許可なく物品等 の販売をし ないこと 。

(2)

所定の場所以外 で火気を使 用しない こと。

(3)

許可なく館内に 貼り紙、く ぎ打ち等 をしないこと。

(4)

許可なく設備等 を使用しな いこと。

(5)

許可なく備品等 を移動しな いこと。

(6)

交流館の管理運 営上必要な 指示に従 うこと。
（平２５規則３ ５・旧第１ ０条繰下）

（ 入 館の制限）
第１２条

市長 は次の各号 のいずれか に 該当するときは、入 館を禁止し 、

又は退館させる ことができ る。
(1)

他人に迷惑をか け、又は危 険性のあ る物品 を 所 持 し て い る と き 。

(2)

公の秩序又 は善 良な風俗を 乱すおそ れがあ る と 認 め ら れ る と き 。

(3)

管理運営上支障 があると認 められる とき。

(4)

その他市長が不 適当と認め るとき。
（平２５規則３ ５・旧第１ １条繰下）

（指定管理者に よる管理）
第１３条

条例 第１５条第 １項の規定 に より、交流館の 管理を指定 管理

者に行わせると きは、第４ 条から第６ 条 まで、第８条第 ２項及び第 ３
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項、第９条第２項 及び第３項 並びに第１ ０条中「市長」とあ るのは「指
定管理者」と読 み替えるも のとする。
２

指定管理者 は、前項の 規定により 交 流館の管理を行 うときは、 市長
の承認を得て、 様式第 １号 から様式第 ６ 号までの様式以 外の様式を 用
いて、第４条か ら第６条ま で、第８条 及 び第９条の規定 による申請 そ
の他の行為をさ せ、又は許 可その他の 行 為をすることが できる。
（平２５規則３ ５・旧第１ ２条繰下・ 一 部改正）
（指定管理者の 申請資格）

第１４条

指定 管理者の申 請ができる も のは、次の各号 のいずれに も該

当するものでな ければなら ない。
(1)

交流館の管理運 営を円滑か つ安定し て実施できるも の

(2)

法律行為を行う 能力を有す るもの

(3)

破産宣告を受け ていないも の又は破 産宣告を受けて 復権を得た

もの
(4)

地方 自治法施行 令（昭 和２２年政 令 第１６号）第１６７条 の４第

２項の規定によ り一般競争 入札等への 参 加を制限されて いないもの
(5)

条例第１９条第 １項の規定 による指 定管理者の指定 の取消しを

受けたことがな いもの
(6)

国税及び地方税 を完納して いるもの

(7)

代表者又は代表 者に準ずる 地位にあ る者が本市の市 議会議員、市

長並びに地方自 治法第１８ ０条の５第 １ 項及び第３項の 委員会の委
員又は委員でな いもの
(8)

代表者又は代表 者に準ずる 地位にあ る者が日本国憲 法施行の日

以後において、 日本国憲法 又はその下 に 成立した政府を 暴力 で破壊
することを主張 する政党そ の他の団体 を 結成し、又はこ れに加入し
たことのないも の
（平２５規則３ ５・旧第１ ３条繰下）
（指定管理者申 請に要する 書類）
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第１５条

条例 第１７条第 ２項の規定 に よる申請書は、 阪南市地域 交流

館指定管理者指 定申請書（ 様式第７号 ） とする。
２

条例第１７ 条第２項に 規定する規 則 で定める書類は 、次に掲げ る書
類とする。ただ し、市長が 認める場合 は 、この限りでな い。
(1)

申請資格を有し ていること を証する 書類

(2)

前号に掲げるも ののほか、 市長が特 に必要と認める 書類
（平２５規則３ ５・旧第 １ ４条繰下・ 一 部改正）

（指定管理者選 定委員会）
第１６条

条例 第１７条第 １項の規定 に よる選定及び条 例第１９条 第１

項に係る審査を 行うため、 阪南市地域 交 流館指定管理者 選定委員会 を
設 置 する。
（平２５規則３ ５・旧第１ ５条繰下）
（指定管理者の 指定等の通 知）
第１７条

条例 第１７条第 １項の規定 に よる指定を通知 するときは 、阪

南市地域交流館 指定管理者 指定通知書 （ 様式第８号）に よるものと す
る。
２

条例第１９ 条第１項の 規定による 指 定の取消し又は 管理の業務 の全
部若しくは一部 の停止を通 知するとき は 、阪南市地域交 流館指定管 理
者（指定取消・ 業務停止） 通知書（様 式 第９号）による ものとする 。
（平２５規則３ ５・旧第１ ６条繰下・ 一 部改正）
（指定管理者の 指定等の告 示）

第１８条

市長 は、指定管 理者を条例 第 １７条第１項の 規定により 指定

したとき、又は 条例第１９ 条第１項の 規 定によりその指 定を取り消 し
たとき、若しく は管理の業 務の全部若 し くは一部を停止 したときは 、
その旨を告示す るものとす る。
（平２５規則３ ５・旧第１ ７条繰下）
（指定管理者の 指定期間）
第１９条

指定 期間は、５ 年を限度と す る。
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（平２５規則３ ５・旧第１ ８条繰下）
（ 協 定事項）
第２０条

指定 管理者とし て指定を受 け たものは、交流 館の管理に 必要

な事項について 、市長と協 定を締結す る ものとする。
２

前項の協定 で定める事 項は、次の と おりとする。
(1)

指定管理者に行 わせる管理 業務の範 囲

(2)

指定管理者が行 う管理の基 準

(3)

指定期間に関す る事項

(4)

事業計画に関す る事項

(5)

事業報告及び業 務報告に関 する事項

(6)

市が支払うべき 費用に関す る事項

(7)

指定の取消し及 び業務の停 止に関す る事項

(8)

業務を行うに当 たって保有 する個人 情報の保護に関 する事項

(9)

前各 号に掲げる もののほか 、市長が 必要と認める事 項
（平２５規則３ ５・旧第１ ９条繰下）

（ 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。
（平２５規則３ ５・旧第２ ０条繰下）
附

則

この規則は、平 成２６年４ 月１日（以 下 「施行日」とい う。）から 施
行する。ただし 、指定管理 者の指定そ の 他の指定管理者 による管理 のた
めに必要な行為 については 、施行日前 に おいても行うこ とができる 。
附

則（平成２ ５年１２月 ２４日規則 第 ３５号）

この規則は、平 成２６年４ 月１日から 施 行する。
附

則（平成３ ０年７月 ２ ６日規則第 ２ ２号）

この規則は、公 布の日から 施行する。
附

則（令和３ 年６月２８ 日規則第２ ３ 号）
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（ 施 行期日）
１

この規則は 、令和３年 ７月１日か ら 施行する。
（ 経 過措置）

２

この規則の 施行の際現 にあるこの 規 則による改正前 の様式によ る用
紙については、 当分の間、 これを取り 繕 って使用するこ とができる 。
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様式第１号（第 ４条関係）
（平２５規則３ ５・令３規 則２３ ・一 部 改正）
様式第２号（第 ５条関係）
（平２５規則３ ５・一部改 正）
様式第３号（第 ６条、第９ 条関係）
（平２５規則３ ５・令３規 則２３・一 部 改正）
様式第４号（第 ６条、第９ 条関係）
（平２５規則３ ５・一部改 正）
様式第５号（第 ８条関係）
（平２５規則３ ５・追加、 令３規則２ ３ ・一部改正）
様式第６号（第 ８条関係）
（平２５規則３ ５・追加）
様式第７号（第 １５条関係 ）
（平２５規則３ ５・旧様式 第５号繰下 ・ 一部改正）
様式第８号（第 １７条関係 ）
（平２５規則３ ５・旧様式 第６号繰下 ・ 一部改正）
様式第９号（第 １７ 条関係 ）
（平２５規則３ ５・旧様式 第７号繰下 ・ 一部改正、平３ ０規則
２２・一部改正 ）

-18-

