
 

議案第５１号 

 
 
 
 

区議会提出議案に関する意見聴取 
（世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例の一部を改正する条例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上記の議案を提出する。 

 
    
 
 

令和２年８月２５日 

 
 
                       

(提出者) 
                                        世田谷区教育委員会 

                教育長  渡部 理枝 

 
 
（提案説明） 
世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例の一部を改正する条例の議案

提出に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき区長

から意見を求められたため、本案を提出する。 





－1－ 

議案第  号 

   世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和２年９月１５日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 利用者登録の有効期間の延長等に係る規定を設ける必要があるので、本案

を提出する。 



－2－ 

  世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例の一部を改正する条例 

 世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例（平成３０年３月世田谷区条例第１

９号）の一部を次のように改正する。 

 第３条に次の１項を加える。 

５ 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、利用者登録

の有効期間を延長することができる。この場合において、延長の期間は、２年を超

えない範囲で区長が別に定める。 

 第４条第１項後段を削り、同項に次のただし書を加える。 

  ただし、規則で定める場合は、この限りでない。 

第４条第４項中「第１項」を「前条第４項及び第５項の規定は、第１項及び第２項」

に、「は、２年間とする」を「について準用する」に改め、同項を同条第５項とし、 

同条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定により利用者登録の更新を受けた者からその更新の申出があった

ときについても、同項と同様とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例 ○世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例 

平成30年３月６日条例第19号 平成30年３月６日条例第19号

世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例 世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、区立の公共施設の使用（個人による使用を除く。）

について、世田谷区公共施設利用案内システム（以下「けやきネッ

ト」という。）を使用した共通の手続を定めることにより、施設利

用者の利便性の向上及び施設利用の拡大を図ることを目的とする。 

第１条 この条例は、区立の公共施設の使用（個人による使用を除く。）

について、世田谷区公共施設利用案内システム（以下「けやきネッ

ト」という。）を使用した共通の手続を定めることにより、施設利

用者の利便性の向上及び施設利用の拡大を図ることを目的とする。 

（対象施設） （対象施設） 

第２条 けやきネットを使用した共通の使用手続を定める施設（以下

「けやき施設」という。）は、次に掲げる施設とする。 

第２条 けやきネットを使用した共通の使用手続を定める施設（以下

「けやき施設」という。）は、次に掲げる施設とする。 

(１) 世田谷区立地区会館条例（昭和54年９月世田谷区条例第47号）

に規定する施設であって、規則で定めるもの 

(１) 世田谷区立地区会館条例（昭和54年９月世田谷区条例第47号）

に規定する施設であって、規則で定めるもの 

(２) 世田谷区立区民センター条例（昭和47年12月世田谷区条例第

44号）に規定する施設であって、規則で定めるもの 

(２) 世田谷区立区民センター条例（昭和47年12月世田谷区条例第

44号）に規定する施設であって、規則で定めるもの 

(３) 世田谷区立世田谷文化生活情報センター条例（平成８年12月

世田谷区条例第48号）に規定する施設であって、規則で定めるも

の 

(３) 世田谷区立世田谷文化生活情報センター条例（平成８年12月

世田谷区条例第48号）に規定する施設であって、規則で定めるも

の 

(４) 世田谷区立総合運動場条例（昭和41年３月世田谷区条例第20

号）に規定する施設であって、規則で定めるもの 

(４) 世田谷区立総合運動場条例（昭和41年３月世田谷区条例第20

号）に規定する施設であって、規則で定めるもの 

(５) 世田谷区立千歳温水プール条例（昭和49年４月世田谷区条例

第32号）に規定する施設であって、規則で定めるもの 

(５) 世田谷区立千歳温水プール条例（昭和49年４月世田谷区条例

第32号）に規定する施設であって、規則で定めるもの 

(６) 世田谷区立地域体育館・地区体育室条例（昭和59年12月世田

谷区条例第57号）に規定する施設であって、規則で定めるもの 

(６) 世田谷区立地域体育館・地区体育室条例（昭和59年12月世田

谷区条例第57号）に規定する施設であって、規則で定めるもの 

(７) 世田谷区立大蔵第二運動場条例（平成21年６月世田谷区条例

第29号）に規定する施設であって、規則で定めるもの 

(７) 世田谷区立大蔵第二運動場条例（平成21年６月世田谷区条例

第29号）に規定する施設であって、規則で定めるもの 
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改正後 改正前 

(８) 世田谷区立敬老会館条例（平成９年３月世田谷区条例第26号）

に規定する施設であって、規則で定めるもの 

(８) 世田谷区立敬老会館条例（平成９年３月世田谷区条例第26号）

に規定する施設であって、規則で定めるもの 

(９) 世田谷区立公園条例（昭和33年４月世田谷区条例第４号）に

規定する施設であって、規則で定めるもの 

(９) 世田谷区立公園条例（昭和33年４月世田谷区条例第４号）に

規定する施設であって、規則で定めるもの 

(10) 世田谷区立健康増進・交流施設条例（平成24年３月世田谷区

条例第８号）に規定する施設であって、規則で定めるもの 

(10) 世田谷区立健康増進・交流施設条例（平成24年３月世田谷区

条例第８号）に規定する施設であって、規則で定めるもの 

(11) 世田谷区立学校施設使用条例（昭和52年４月世田谷区条例第

16号）に規定する施設であって、世田谷区教育委員会規則で定め

るもの（以下「学校施設」という。） 

(11) 世田谷区立学校施設使用条例（昭和52年４月世田谷区条例第

16号）に規定する施設であって、世田谷区教育委員会規則で定め

るもの（以下「学校施設」という。） 

２ 前項の規定にかかわらず、規則（学校施設の使用に係るものにあ

っては、世田谷区教育委員会規則。以下同じ。）で定める場合は、

この条例の規定は、適用しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、規則（学校施設の使用に係るものにあ

っては、世田谷区教育委員会規則。以下同じ。）で定める場合は、

この条例の規定は、適用しない。 

（利用者登録） （利用者登録） 

第３条 区長（学校施設の使用に係るものにあっては、世田谷区教育

委員会。以下同じ。）は、前条第１項各号に規定する条例に定める

けやき施設の使用者資格を有する者で、けやき施設を使用しようと

するもの（個人を除く。）から申出があったときは、使用者資格等

に関する登録（以下「利用者登録」という。）を行うものとする。 

第３条 区長（学校施設の使用に係るものにあっては、世田谷区教育

委員会。以下同じ。）は、前条第１項各号に規定する条例に定める

けやき施設の使用者資格を有する者で、けやき施設を使用しようと

するもの（個人を除く。）から申出があったときは、使用者資格等

に関する登録（以下「利用者登録」という。）を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、次に掲げる場合は、利用者登

録を行わない。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、次に掲げる場合は、利用者登

録を行わない。 

(１) 営利を目的とするとき。 (１) 営利を目的とするとき。 

(２) 秩序を乱すおそれがあるとき。 (２) 秩序を乱すおそれがあるとき。 

(３) 施設の使用の目的又は内容が暴力団（世田谷区暴力団排除活

動推進条例（平成24年12月世田谷区条例第55号）第２条第１号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）の組織としての活動を助長

し、又は暴力団の組織としての運営に資することとなるおそれが

あるとき。 

(３) 施設の使用の目的又は内容が暴力団（世田谷区暴力団排除活

動推進条例（平成24年12月世田谷区条例第55号）第２条第１号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）の組織としての活動を助長

し、又は暴力団の組織としての運営に資することとなるおそれが

あるとき。 

(４) 施設利用者の利便性の向上又は施設利用の拡大を損なうと認 (４) 施設利用者の利便性の向上又は施設利用の拡大を損なうと認
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改正後 改正前 

められるとき。 められるとき。 

３ 区長は、利用者登録を行うときは、利用者登録料として、1,500円

を徴収する。 

３ 区長は、利用者登録を行うときは、利用者登録料として、1,500円

を徴収する。 

４ 利用者登録の有効期間は、２年間とする。 ４ 利用者登録の有効期間は、２年間とする。 

５ 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるとき

は、利用者登録の有効期間を延長することができる。この場合にお

いて、延長の期間は、２年を超えない範囲で区長が別に定める。 

 

（利用者登録の更新） （利用者登録の更新） 

第４条 区長は、前条第１項の規定により利用者登録を受けた者から

その更新の申出があったときは、利用者登録の更新を行うものとす

る。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。 

第４条 区長は、前条第１項の規定により利用者登録を受けた者から

その更新の申出があったときは、利用者登録の更新を行うものとす

る。この項の規定により、利用者登録の更新を受けた者についても、

同様とする。 

２ 前項本文の規定により利用者登録の更新を受けた者からその更新

の申出があったときについても、同項と同様とする。 

 

３ 前条第２項の規定は、利用者登録の更新について準用する。 ２ 前条第２項の規定は、利用者登録の更新について準用する。 

４ 区長は、利用者登録の更新を行うときは、利用者登録更新料とし

て、1,000円を徴収する。 

３ 区長は、利用者登録の更新を行うときは、利用者登録更新料とし

て、1,000円を徴収する。 

５ 前条第４項及び第５項の規定は、第１項及び第２項の規定により

更新した利用者登録の有効期間について準用する。 

４ 第１項の規定により更新した利用者登録の有効期間は、２年間と

する。 

（利用者登録の取消し等） （利用者登録の取消し等） 

第５条 区長は、次に掲げる場合は、利用者登録を取り消すことがで

きる。 

第５条 区長は、次に掲げる場合は、利用者登録を取り消すことがで

きる。 

(１) 第３条第１項又は前条第１項の申出の内容に虚偽があったと

き。 

(１) 第３条第１項又は前条第１項の申出の内容に虚偽があったと

き。 

(２) 第３条第２項に掲げる場合に該当するに至ったとき。 (２) 第３条第２項に掲げる場合に該当するに至ったとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める場合に該当するに

至ったとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める場合に該当するに

至ったとき。 

２ 区長は、前項各号のいずれかに該当する場合は、次条第１項の規２ 区長は、前項各号のいずれかに該当する場合は、次条第１項の規
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改正後 改正前 

定による使用の希望の申出の受付又は第７条第１項の規定による使

用の申請の受付を停止することができる。 

定による使用の希望の申出の受付又は第７条第１項の規定による使

用の申請の受付を停止することができる。 

３ 区長は、第１項の規定により利用者登録を取り消したときは、当

該利用者登録を受けた者に対し、書面によりその旨を通知するもの

とする。 

３ 区長は、第１項の規定により利用者登録を取り消したときは、当

該利用者登録を受けた者に対し、書面によりその旨を通知するもの

とする。 

（使用の希望） （使用の希望） 

第６条 けやき施設を使用しようとする者（個人を除く。次条におい

て同じ。）のうち、区内在住者団体（構成員の２分の１以上、かつ、

２人以上が区内に住所を有する者である団体をいう。以下同じ。）

は、規則で定める期間にけやき施設の使用の希望を申し出ることが

できる。 

第６条 けやき施設を使用しようとする者（個人を除く。次条におい

て同じ。）のうち、区内在住者団体（構成員の２分の１以上、かつ、

２人以上が区内に住所を有する者である団体をいう。以下同じ。）

は、規則で定める期間にけやき施設の使用の希望を申し出ることが

できる。 

２ 前項の規定による使用の希望の申出をしようとする者は、当該申

出の時において利用者登録を受けていなければならない。 

２ 前項の規定による使用の希望の申出をしようとする者は、当該申

出の時において利用者登録を受けていなければならない。 

３ 区長は、第１項の規定による使用の希望の申出があったときは、

けやき施設の使用予定者を決定するものとする。この場合において、

使用の希望が重複したときは、抽選により使用予定者を決定するも

のとする。 

３ 区長は、第１項の規定による使用の希望の申出があったときは、

けやき施設の使用予定者を決定するものとする。この場合において、

使用の希望が重複したときは、抽選により使用予定者を決定するも

のとする。 

（使用の申請） （使用の申請） 

第７条 けやき施設を使用しようとする者は、区長に使用の申請をし

なければならない。 

第７条 けやき施設を使用しようとする者は、区長に使用の申請をし

なければならない。 

２ 前項の規定による使用の申請をしようとする者は、当該申請の時

において利用者登録を受けていなければならない。 

２ 前項の規定による使用の申請をしようとする者は、当該申請の時

において利用者登録を受けていなければならない。 

３ 前条第１項の規定によりけやき施設の使用の希望の申出をした者

であって、同条第３項の規定により使用予定者と決定されたものに

ついては、当該申出を第１項の規定による使用の申請とみなす。 

３ 前条第１項の規定によりけやき施設の使用の希望の申出をした者

であって、同条第３項の規定により使用予定者と決定されたものに

ついては、当該申出を第１項の規定による使用の申請とみなす。 

（使用の申請期間） （使用の申請期間） 

第８条 前条第１項の規定によるけやき施設の使用の申請（同条第３

項の規定によりけやき施設の使用の申請とみなされたものを除く。）

第８条 前条第１項の規定によるけやき施設の使用の申請（同条第３

項の規定によりけやき施設の使用の申請とみなされたものを除く。）
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改正後 改正前 

の期間は、優先申請期間及び一般申請期間に区分し、それぞれ規則

で定める。 

の期間は、優先申請期間及び一般申請期間に区分し、それぞれ規則

で定める。 

２ 優先申請期間は、区内在住者団体に限り申請することができる。 ２ 優先申請期間は、区内在住者団体に限り申請することができる。 

（使用の承認） （使用の承認） 

第９条 区長は、第７条の規定によるけやき施設の使用の申請（以下

この条において「使用の申請」という。）を受けたときは、まず、

同条第３項の規定によりけやき施設の使用の申請とみなされたもの

を優先して承認するものとし、次いで優先申請期間に受けた使用の

申請を優先して承認するものとする。 

第９条 区長は、第７条の規定によるけやき施設の使用の申請（以下

この条において「使用の申請」という。）を受けたときは、まず、

同条第３項の規定によりけやき施設の使用の申請とみなされたもの

を優先して承認するものとし、次いで優先申請期間に受けた使用の

申請を優先して承認するものとする。 

２ 区長は、優先申請期間及び一般申請期間に受けた使用の申請につ

いては、それぞれその申請の順序により承認を決定する。 

２ 区長は、優先申請期間及び一般申請期間に受けた使用の申請につ

いては、それぞれその申請の順序により承認を決定する。 

（公共的団体等の使用に係る特則） （公共的団体等の使用に係る特則） 

第10条 第３条から前条までの規定にかかわらず、規則で定める団体、

学校等がけやき施設を使用する場合で、公益上の理由その他特別の

理由があると区長が認めたときのけやき施設の使用手続について

は、区長が別に定める。 

第10条 第３条から前条までの規定にかかわらず、規則で定める団体、

学校等がけやき施設を使用する場合で、公益上の理由その他特別の

理由があると区長が認めたときのけやき施設の使用手続について

は、区長が別に定める。 

（キャンセル料） （キャンセル料） 

第11条 前２条の規定によりけやき施設の使用の承認を受けた者は、

その使用の申請を撤回するときは、別表に定めるキャンセル料を納

付しなければならない。ただし、区長（利用料金（地方自治法（昭

和22年法律第67号）第244条の２第８項に規定する利用料金をいう。

以下同じ。）を徴収するけやき施設にあっては、指定管理者（同条

第３項に規定する指定管理者をいう。）。次条において同じ。）が

特に認めた場合は、この限りでない。 

第11条 前２条の規定によりけやき施設の使用の承認を受けた者は、

その使用の申請を撤回するときは、別表に定めるキャンセル料を納

付しなければならない。ただし、区長（利用料金（地方自治法（昭

和22年法律第67号）第244条の２第８項に規定する利用料金をいう。

以下同じ。）を徴収するけやき施設にあっては、指定管理者（同条

第３項に規定する指定管理者をいう。）。次条において同じ。）が

特に認めた場合は、この限りでない。 

２ 前２条の規定によりけやき施設の使用の承認を受けた者が、前項

の規定による使用の申請の撤回をすることなく、当該承認に係るけ

やき施設の使用をしなかったときは、当該けやき施設の使用予定日

の当日に同項の規定による撤回をしたものとみなす。 

２ 前２条の規定によりけやき施設の使用の承認を受けた者が、前項

の規定による使用の申請の撤回をすることなく、当該承認に係るけ

やき施設の使用をしなかったときは、当該けやき施設の使用予定日

の当日に同項の規定による撤回をしたものとみなす。 
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（利用者登録料等の納付期日） （利用者登録料等の納付期日） 

第12条 けやき施設に係る利用者登録料、利用者登録更新料、使用料、

利用料金又はキャンセル料は、区長が指定する日までに納付しなけ

ればならない。 

第12条 けやき施設に係る利用者登録料、利用者登録更新料、使用料、

利用料金又はキャンセル料は、区長が指定する日までに納付しなけ

ればならない。 

（委任） （委任） 

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、平成30年10月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。ただし、附則第４項の規定は、同年５月１日から施行す

る。 

１ この条例は、平成30年10月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。ただし、附則第４項の規定は、同年５月１日から施行す

る。 

（適用） （適用） 

２ この条例の規定は、施行日以後のけやき施設の使用について適用

する。 

２ この条例の規定は、施行日以後のけやき施設の使用について適用

する。 

（経過措置） （経過措置） 

３ 施行日の前日までに、世田谷区公共施設の共通使用手続に関する

規則（平成９年５月世田谷区規則第82号。以下「公共施設共通使用

手続規則」という。）又は世田谷区教育委員会公共施設の共通使用

手続に関する規則（平成９年５月世田谷区教育委員会規則第７号。

以下「教育委員会公共施設共通使用手続規則」という。）の規定に

基づき行った第２条第１項各号に掲げる施設の使用の希望、申請及

び承認（平成30年10月１日以後の使用に係るものに限る。）は、こ

の条例の規定に基づき行ったけやき施設の使用の希望の申出並びに

使用の申請及び承認とみなす。 

３ 施行日の前日までに、世田谷区公共施設の共通使用手続に関する

規則（平成９年５月世田谷区規則第82号。以下「公共施設共通使用

手続規則」という。）又は世田谷区教育委員会公共施設の共通使用

手続に関する規則（平成９年５月世田谷区教育委員会規則第７号。

以下「教育委員会公共施設共通使用手続規則」という。）の規定に

基づき行った第２条第１項各号に掲げる施設の使用の希望、申請及

び承認（平成30年10月１日以後の使用に係るものに限る。）は、こ

の条例の規定に基づき行ったけやき施設の使用の希望の申出並びに

使用の申請及び承認とみなす。 

（準備行為） （準備行為） 

４ 第３条第１項の規定による利用者登録の申出については、施行日

前においても、当該規定の例によりすることができる。 

４ 第３条第１項の規定による利用者登録の申出については、施行日

前においても、当該規定の例によりすることができる。 

５ 前項の規定により施行日の前日までに利用者登録の申出をした者５ 前項の規定により施行日の前日までに利用者登録の申出をした者
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が、当該申出をした日において、公共施設共通使用手続規則第４条

第１項の規定又は教育委員会公共施設共通使用手続規則第４条第１

項の規定により使用者資格等に関する登録を受けていた者であると

きは、第３条第３項の規定中「1,500円」とあるのは「1,000円」と

する。 

が、当該申出をした日において、公共施設共通使用手続規則第４条

第１項の規定又は教育委員会公共施設共通使用手続規則第４条第１

項の規定により使用者資格等に関する登録を受けていた者であると

きは、第３条第３項の規定中「1,500円」とあるのは「1,000円」と

する。 

   附 則（令和２年９月30日条例第 号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

別表（第11条関係） 別表（第11条関係） 

 撤回した日 キャンセル料   撤回した日 キャンセル料  

 使用予定日の８日以上前 ０円  使用予定日の８日以上前 ０円 

 使用予定日の６日前から７

日前まで 

支払うべき使用料又は利用料金の

２割に相当する額 

  使用予定日の６日前から７

日前まで 

支払うべき使用料又は利用料金の

２割に相当する額 

 

 使用予定日の３日前から５

日前まで 

支払うべき使用料又は利用料金の

５割に相当する額 

  使用予定日の３日前から５

日前まで 

支払うべき使用料又は利用料金の

５割に相当する額 

 

 使用予定日の１日前から２

日前まで 

支払うべき使用料又は利用料金の

８割に相当する額 

  使用予定日の１日前から２

日前まで 

支払うべき使用料又は利用料金の

８割に相当する額 

 

 使用予定日の当日 支払うべき使用料又は利用料金の

10割に相当する額 

  使用予定日の当日 支払うべき使用料又は利用料金の

10割に相当する額 

 

備考 備考 

10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 


