
世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例施行規則 

 

（趣旨） 

第 1条 この規則は、世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例（平成 30年 10月世

田谷区条例第 61号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定める

ものとする。 

（休業日） 

第 2条 条例第 9条本文に規定する世田谷区立保健医療福祉総合プラザ（以下「総

合プラザ」という。）の休業日は、別表第 1に定めるとおりとする。 

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者（条例第 9条ただし書に規定する指定管理

者をいう。以下同じ。）が必要と認めたときは、区長の承認を得て、臨時にこれを

変更することができる。 

（利用時間） 

第 3条 条例第 9条本文に規定する総合プラザの利用時間は、別表第 2に定めると

おりとする。 

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めたときは、区長の承

認を得て、臨時にこれを変更することができる。 

（団体登録） 

第 4条 条例第 11条第 1項の規定による申請をしようとする者（条例第 16条第 1

項第 1号から第 6号までに規定する団体、学校等（以下「団体、学校等」という。）

を除く。）は、あらかじめ指定管理者に対し、使用者資格等に関する登録（以下「団

体登録」という。）に係る申出をし、団体登録を受けなければならない。 

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を指定管理者に提出することによ

り行うものとする。 

(1) 団体名 

(2) 申出者の氏名 

(3) 代表者の住所、氏名及び電話番号 

(4) 団体の構成員の住所及び氏名 

(5) 団体の活動内容 

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた事項 



（団体登録の取消し） 

第 5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、団体登録を取り消

すものとする。 

(1) 前条第 2項の申出の内容に虚偽があったとき。 

(2) 会議室等（条例第 10条第 3項に規定する会議室等をいう。以下同じ。）の使

用において、条例の規定に著しく違反したとき。 

(3) 条例別表第 1に掲げる使用することができる者に該当しなくなったとき。 

(4) 登録団体（団体登録を受けた団体をいう。以下同じ。）から自己の団体登録

の抹消の求めがあったとき。 

2 指定管理者は、前項の規定により団体登録の取消しをしたときは、当該取消しに

係る登録団体に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 

（会議室等の使用の申請等） 

第 6条 会議室等を使用しようとする者は、使用しようとする日及び時間帯（以下

「使用希望日時」という。）の属する月の 2月前の月の初日から 5日（これらの日

が会議室等の休業日に当たる場合は、その直前の休業日でない日とする。）までに、

指定管理者に対し、書面の提出その他の方法により申請することができる。 

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、前項に規定する

申請期間の末日を臨時に変更することができる。 

3 指定管理者は、第 1項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、使

用を承認するものとする。この場合において、使用希望日時が重複したときは、

抽選により使用者を決定し、その使用を承認するものとする。 

4 第 1項及び前項の規定にかかわらず、団体、学校等が会議室等を使用する場合又

は公益上の理由その他特別の理由があると指定管理者が区長との協議を経て認め

たときの会議室等の使用の申請及び承認に係る手続は、指定管理者が別に定める。 

5 第 1項に定めるもののほか、会議室等を使用しようとする登録団体は、使用希望

日時の属する月の 2月前の 15日（その日が会議室等の休業日に当たる場合は、そ

の直前の休業日でない日とする。）から使用しようとする日までの間に、指定管理

者に対し、書面の提出その他の方法により申請することができる。 

6 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、第 3項及び第 4項の規定

により承認した会議室等の使用日及び時間帯を除き、会議室等の使用を承認する



ものとする。 

（使用状況に余裕があるときの会議室等の使用の申請等） 

第 7条 前条の規定にかかわらず、指定管理者が条例別表第 1に定めるところによ

り、使用状況に余裕があると認めて、構成員の 2分の 1以上が区内に住所、勤務

先又は通学先を有するものである団体に対して会議室等の使用を承認するときの

使用の申請及び承認に係る手続は、区長の承認を得て指定管理者が定めるものと

する。 

（会議室等の使用の承認等の通知） 

第 8条 指定管理者は、前 2条の規定により、会議室等の使用について、その可否

を決定したときは、当該使用の申請をした者に対し、書面の交付その他の方法に

よりその旨を通知するものとする。 

（書類等の提示） 

第 9条 会議室等の使用の承認を受けた者は、当該会議室等の使用に際して、前条

の書面その他の書類等で使用の承認を受けた者であることを確認することができ

るものを係員に提示しなければならない。 

（会議室等の使用の辞退） 

第 10条 会議室等の使用の承認を受けた者は、会議室等の使用を辞めようとすると

きは、指定管理者にその旨の届出をしなければならない。 

（会議室等の使用の承認の取消し等） 

第 11条 指定管理者は、条例第 13条の規定により会議室等の使用の承認を取り消

し、使用の条件を変更し、又は使用を停止したときは、当該承認を受けた者に対

し、書面によりその旨を通知するものとする。 

（駐車場の使用の手続） 

第 12条 駐車場に自動車を駐車する者は、入場の際に駐車券の交付を受けなければ

ならない。 

2 駐車場に自動車を駐車する者は、退場の際に前項の駐車券を提出しなければなら

ない。 

（会議室等の使用料の納付期日） 

第 13条 条例第 15条第 2項の規則で定める日は、会議室等を使用しようとする当

日とする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 



（使用料の減免の手続） 

第 14条 条例第 16条第 1項の規定により会議室等の使用料の減額又は免除を受け

ようとする者は、使用を開始するまでに（区長が相当の理由があると認める場合

にあっては、使用を開始した後速やかに）、使用料減免申請書（第 1号様式）に減

額又は免除の対象者であることを証する書類を添えて、区長に提出しなければな

らない。 

2 条例第 16条第 2項の規定により駐車場の使用料の減額又は免除の取扱いを受け

ようとする者に係る申請手続は、区長が別に定める。 

（使用料の還付） 

第 15条 条例第 17条の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとお

りとする。 

(1) 使用しようとする者の責に帰すことができない事由により使用することが

できなくなったとき。 全額 

(2) 指定管理者が管理上の必要により使用の承認を取り消したとき。 全額 

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書（第 2

号様式）を区長に提出しなければならない。 

（遵守事項） 

第 16条 会議室等を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 会議室等の使用に際して係員の指示に従うこと。 

(2) 入場定員及び使用時間を守ること。 

(3) 使用を承認された会議室等以外の会議室等を使用しないこと。 

(4) 使用が終わったときは、直ちに係員の点検を受けること。 

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

（指定管理者の公募の方法） 

第17条 条例第25条第1項の公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。 

(1) 指定管理者が行う業務の内容 

(2) 指定管理者が管理を行う期間 

(3) 指定管理者の候補者を選定する基準 

(4) 前 3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

（指定申請書の提出） 



第18条 条例第25条第2項の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、

名称、事務所の所在地その他区長が必要と認める事項を記載した指定申請書を区

長に提出しなければならない。 

2 条例第 25条第 2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 

(1) 定款又は寄附行為（法人格を有しない団体にあっては、これらに相当するも

の）を記載した書類 

(2) 登記事項証明書（法人格を有しない団体にあっては、これに相当する書類） 

(3) 総合プラザに類する施設の管理の業務の実績を示す書類 

(4) 財務状況及び経営状況に関する書類 

(5) 総合プラザの管理の業務に係る収支計画書 

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

3 第 1項の指定申請書、条例第 25条第 2項の事業計画書及び前項各号に掲げる書

類は、区長が定める期日までに提出しなければならない。 

（選定委員会） 

第 19条 条例第 25条第 3項の規定による審査を行うため、世田谷区立保健医療福

祉総合プラザ指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を置く。 

2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

（指定の通知等） 

第 20条 区長は、条例第 25条第 4項の規定により指定管理者を指定したときは、

次に掲げる事項を記載した指定通知書により、当該指定管理者に通知するものと

する。 

(1) 指定管理者の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名 

(2) 総合プラザの名称及び位置 

(3) 指定の期間 

(4) 前 3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

2 区長は、条例第 25条第 2項の規定により指定管理者の指定の申請をした者（以

下「申請者」という。）について、同条第 3項の規定による選定をしなかったとき

又は同条第 4項の規定による指定をしなかったときは、申請者にその旨を通知す

るものとする。 

（指定管理者の指定の公告） 



第 21条 条例第 25条第 5項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うも

のとする。 

(1) 総合プラザの名称 

(2) 指定管理者の名称及び事務所の所在地 

(3) 指定の期間 

（管理に関する協定） 

第 22条 区長と指定管理者とは、総合プラザの管理に関し必要な協定を締結するも

のとする。 

2 前項の協定には、条例第 26条及び第 27条に規定するもののほか、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

(1) 総合プラザの管理の業務及び管理の業務に係る収支の報告に関する事項 

(2) 総合プラザの管理の業務の調査及び検査に関する事項 

(3) 指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項 

(4) 前 3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

（委任） 

第 23条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、平成 32年 4月 1日（以下「施行日」という。）から施行する。ただ

し、次項及び附則第 3項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

2 区長は、第 4条第 1項の規定による団体登録の申出の受付及び団体登録並びに第

6条及び第 7条の規定による会議室等の使用の申請の受付及び当該申請に対する

決定並びに第 8条の規定による通知については、施行日前においても、これらの

規定の例によりすることができる。 

3 区長は、第 17条から第 20条までの規定による指定管理者の指定に関し必要な準

備行為を施行日前においても、これらの規定の例によりすることができる。 

  



別表第 1（第 2条関係） 

施設 休業日 

区民活動支援会議室及び研修室 1月 1日から同月 3日まで及び 12月 29日から

同月 31日まで 

駐車場 なし 

 

別表第 2（第 3条関係） 

施設 利用時間 

区民活動支援会議室及び研修室 午前 9時から午後 10時まで 

駐車場 午前 8時 30分から午後 10時 30分まで 

 



第1号様式（第14条関係） 

 

使用料減免申請書 
 

年  月  日   
 世田谷区長  あて 

 
 

申請者（代表者）氏名             
住所             

 
 

次のとおり、会議室等の使用料の減免を申請します。 
 

団体名  

使用日時 年  月  日  時  分から  時  分まで  

使用する会議

室等の名称  

人数                    人 

使用目的  

使用料                    円 

減免を受けよ

うとする額                    円 

減免を受けよ

うとする理由  

 



第2号様式（第15条関係） 

 

使用料還付申請書 
 

年  月  日   
 世田谷区長  あて 

 
 

申請者（代表者）氏名             
住所             

 
 

次のとおり、会議室等の使用料の還付を申請します。 
 

団体登録番号  

団体名  

使用日時 年  月  日  時  分から  時  分まで  

使用する会議

室等の名称  

人数                    人 

使用目的  

使用料                    円 

既に納付した

額                    円 

還付を受けよ

うとする理由  

 


