
横浜市地区センター条例 

制  定 昭和 48 年６月 20 日条例第 46 号 

最近改正 平成 20 年９月 25 日条例第 42 号 

（設置） 

第１条 地域住民が、自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、及びスポーツ、レクリエーション、クラブ活動等を通じて相互の

交流を深めることのできる場として、横浜市に地区センターを置く。 

２ 地区センターの名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（利用の目的） 

第２条 地区センターは、次に掲げる事項のために、地域住民のだれもが気軽に利用することができる。 

(1) スポーツ、レクリエーション、クラブ活動及び学習 

(2) 講演会、研究会、展示会その他各種集会の開催 

(3) その他地域住民の自主的な活動と相互の交流のため必要な事項 

２ 横浜市は、地区センターにおいて、地域住民の福祉の向上を図るため、自ら事業を行ない、地域住民の自主的な活動を援助すること

ができる。 

 （開館時間等） 

第３条 地区センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。 

（利用の制限） 

第４条 地区センターは、次の各号の一に該当する場合は、利用することができない。 

(1)  営利のみを目的として利用するとき。 

(2)  その他利用の目的が地区センターの設置の目的に反するとき。 

（指定管理者の指定等） 

第５条 次に掲げる地区センターの管理に関する業務は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、指定

管理者（同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせるものとする。 

 (1) 地区センターの施設の利用の許可等に関すること。 

(2) 第２条第２項に規定する事業の実施等に関すること。 

(3) 地区センターの施設及び設備の維持管理に関すること。 

(4) その他市長が定める業務。 

２ 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。ただし、別表第１の

３の表及び４の表に掲げる地区センターについて、地域住民の自主的活動及び相互の交流を深める活動に対して支援を行うために地域

住民により組織されたと認められるものを指定管理者の候補者として選定する場合にあっては、この限りでない。 

３ 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、地区センターの設置の目的を最も効果的に達成する

ことができると認めたものを指定管理者として指定する。 

（指定管理者の指定等の公告） 

第６条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 

（利用の許可） 

第７条 別表第２に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の許可に地区センターの管理上必要な条件を付けることができる。 

３ 指定管理者は、第１項の施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。 

 (1) 地区センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。 

 (2) 地区センターの設置の目的に反するとき。 

 (3) 地区センターの管理上支障があるとき。 

 (4) その他指定管理者が必要と認めたとき。 

４ 第１項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。 

（利用料金） 

第８条 別表第１の１の表に掲げる地区センターの別表第２に掲げる施設を貸切りで利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利

用に係る料金（以下「利用料金」という。）を支払わなければならない。 

２ 利用料金は、別表第２に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。 

３ 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。 

（利用料金の減免） 

第９条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。 

（利用料金の不返還） 

第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又

は一部を返還することができる。 

（許可の取消し等） 

第11条 指定管理者は、第7条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、同項の規定による許可を取り消



し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止させることができる。 

(1) 第７条第３項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指定管理者の処分に違反したとき。 

 (3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。 

（委任） 

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   （中 略） 

  附 則(平成 20 年９月条例第 42 号) 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

 



別表第１（第１条第２項）

１　地区センター

名　　　　　称 位　　　　　置

横浜市潮田地区センター

横浜市駒岡地区センター　　　　

横浜市末吉地区センター 横浜市鶴見区

横浜市寺尾地区センター

横浜市生麦地区センター

横浜市矢向地区センター

横浜市神奈川地区センター

横浜市神之木地区センター

横浜市神大寺地区センター

横浜市白幡地区センター

横浜市菅田地区センター

横浜市西地区センター

横浜市藤棚地区センター

横浜市竹之丸地区センター

横浜市野毛地区センター 横浜市中区

横浜市本牧地区センター

横浜市大岡地区センター

横浜市永田地区センター 横浜市南区

横浜市中村地区センター

横浜市南地区センター

横浜市港南地区センター

横浜市港南台地区センター

横浜市永谷地区センター

横浜市野庭地区センター　　　

横浜市東永谷地区センター

横浜市今井地区センター

横浜市西谷地区センター

横浜市初音が丘地区センター

横浜市ほどがや地区センター

横浜市市沢地区センター　　　

横浜市今宿地区センター　    

横浜市希望が丘地区センター

横浜市白根地区センター

横浜市都岡地区センター

横浜市若葉台地区センター

横浜市磯子地区センター

横浜市上中里地区センター

横浜市杉田地区センター

横浜市根岸地区センター

横浜市金沢地区センター

横浜市釜利谷地区センター

横浜市富岡並木地区センター　 横浜市金沢区

横浜市能見台地区センター　

横浜市六浦地区センター

横浜市菊名地区センター

横浜市篠原地区センター

横浜市城郷小机地区センター

横浜市綱島地区センター 横浜市港北区

横浜市新田地区センター

横浜市日吉地区センター

横浜市十日市場地区センター

横浜市長津田地区センター

横浜市中山地区センター

横浜市白山地区センター

横浜市旭区

横浜市磯子区

横浜市緑区

横浜市神奈川区

横浜市西区

横浜市港南区

横浜市保土ケ谷区



横浜市美しが丘西地区センター

横浜市大場みすずが丘地区センター

横浜市奈良地区センター

横浜市藤が丘地区センター

横浜市山内地区センター

横浜市若草台地区センター

横浜市北山田地区センター

横浜市都筑地区センター

横浜市中川西地区センター

横浜市仲町台地区センター

横浜市踊場地区センター

横浜市上矢部地区センター

横浜市大正地区センター

横浜市戸塚地区センター

横浜市東戸塚地区センター

横浜市舞岡地区センター

横浜市上郷地区センター

横浜市豊田地区センター

横浜市本郷地区センター

横浜市上飯田地区センター  　

横浜市下和泉地区センター

横浜市立場地区センター

横浜市中川地区センター

横浜市阿久和地区センター

横浜市瀬谷地区センター 横浜市瀬谷区

横浜市中屋敷地区センター

２　コミュニティハウス

名　　　　　称 位　　　　　置

横浜市潮田公園コミュニティハウス

横浜市鶴見市場コミュニティハウス

横浜市幸ケ谷公園コミュニティハウス 横浜市神奈川区

横浜市浅間コミュニティハウス

横浜市戸部コミュニティハウス

横浜市中本牧コミュニティハウス 横浜市中区

横浜市浦舟コミュニティハウス

横浜市蒔田コミュニティハウス

横浜市六ツ川一丁目コミュニティハウス

横浜市睦コミュニティハウス     

横浜市上大岡コミュニティハウス（※）

横浜市桜道コミュニティハウス

横浜市権太坂コミュニティハウス

横浜市桜ケ丘コミュニティハウス

横浜市常盤台コミュニティハウス（※）

横浜市上白根コミュニティハウス（※）

横浜市鶴ケ峰コミュニティハウス

横浜市滝頭コミュニティハウス 横浜市磯子区

横浜市柳町コミュニティハウス  横浜市金沢区

横浜市菊名コミュニティハウス　

横浜市師岡コミュニティハウス

横浜市霧が丘コミュニティハウス 横浜市緑区

横浜市青葉台コミュニティハウス 横浜市青葉区

横浜市倉田コミュニティハウス 横浜市戸塚区

横浜市飯島コミュニティハウス 横浜市栄区

横浜市新橋コミュニティハウス（※）

横浜市中田コミュニティハウス　
※規則で定める日から施行

３　集会所

名　　　　　称 位　　　　　置

横浜市鶴見中央集会所 横浜市鶴見区

横浜市幸ケ谷集会所

横浜市松見集会所

横浜市平沼集会所 横浜市西区

横浜市上台集会所 横浜市中区

横浜市しらゆり集会所 横浜市泉区

横浜市旭区

横浜市都筑区

横浜市青葉区

横浜市港南区

横浜市保土ケ谷区

横浜市泉区

横浜市神奈川区

横浜市戸塚区

横浜市栄区

横浜市鶴見区

横浜市泉区

横浜市西区

横浜市南区

横浜市港北区



４　スポーツ会館

名　　　　　称 位　　　　　置

横浜市羽沢スポーツ会館 横浜市神奈川区

横浜市六ツ川スポーツ会館 横浜市南区

横浜市下野庭スポーツ会館 横浜市港南区

横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館 横浜市保土ケ谷区

横浜市本村スポーツ会館 横浜市旭区

横浜市六浦スポーツ会館 横浜市金沢区

横浜市小机スポーツ会館 横浜市港北区

横浜市十日市場スポーツ会館 横浜市緑区

横浜市新石川スポーツ会館 横浜市青葉区

横浜市大熊スポーツ会館

横浜市東山田スポーツ会館
横浜市都筑区



別表第２（第７条第１項、第８条第１項・第２項）

種　別 面　　　積

円

230

  50平方メートルを超え

 100平方メートル以下 １時間

 100平方メートルを超え につき

 150平方メートル以下

  150平方メートルを超え

 200平方メートル以下

  50平方メートルを超え

 100平方メートル以下

 100平方メートルを超え

 150平方メートル以下

 150平方メートルを超え

 200平方メートル以下

  50平方メートルを超え

 100平方メートル以下

  50平方メートルを超え

 100平方メートル以下

 100平方メートルを超え

 150平方メートル以下

  50平方メートルを超え

 100平方メートル以下

 250平方メートルを超え

 500平方メートル以下

 500平方メートルを超え

 750平方メートル以下

同 1,000

１面、１時 1,000

間につき

単　位

600

900

  グラウンド

施　　　　　　　設

 250平方メートル以下

和　室

工芸室

  50平方メートル以下

音楽室

  テニスコート

同

260

530

790

300

料理室 同

260

530

  50平方メートル以下

同

同

460

690

920

  50平方メートル以下

230

460

利用料金

  50平方メートル以下

  50平方メートル以下

体育室 同

460

690

920

会議室

230



横浜市地区センター条例施行規則 

制  定 平成 15 年 10 月 3 日規則第 93 号 

最近改正 平成 19 年 9 月 5 日規則第 91 号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、横浜市地区センター条例(昭和 48 年６月横浜市条例第 46 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 地区センターの開館時間は、午前９時から午後９時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に

関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第３条に規定する休日における開館時間は、午前９時から午後５時ま

でとする。 

２ 区長は、前項の規定にかかわらず、当該地区センターの利用状況等を考慮して、開館時間を別に定めるこ

とができる。 

３ 区長は、前２項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。 

(休館日) 

第３条 地区センターの休館日は、１月１日から１月４日まで及び 12 月 28 日から 12 月 31 日までとする。

ただし、条例別表第１の２の表に掲げる地区センターにあっては、１月１日から１月３日まで及び 12 月 29

日から 12 月 31 日までとする。 

２ 区長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の

日に開館しないことができる。 

(指定管理者の公募) 

第４条 区長は、条例第５条第２項本文の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の

基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。 

２ 区長は、前項の指定の基準を定めるに当たっては、地区センターが、地域住民が自主的に活動し、及び相

互の交流を深めることのできる場であることを考慮しなければならない。 

(指定申請書の提出等) 

第５条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を区長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の申請書には、条例第 5 条第 3 項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならな

い。 

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計

算書及び事業報告書 

(4) 当該地区センターの管理に関する業務の収支予算書 

(5) その他区長が必要と認める書類 

  （利用料金の後納） 

 第６条 条例第８条第３項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とす

る。 

  （利用料金の減免） 

 第７条 条例第９条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は当

該各号に定めるとおりとする。 

(1) 本市が主催し、又は共催する行事のために利用する場合 利用料金の全額  

(2) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める額 

  （利用料金の返還） 

 第８条 条例第 10 条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、返還する利用料

金の額は当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 条例第７条第１項の規定により許可を受けた者（次号において「利用者」という。）の責めに帰する

ことができない事由により条例別表第２に掲げる施設の利用ができなくなった場合 既納の利用料金の

全額 

(2) 利用者が利用日の７日前までに利用の許可の取消しを申し出た場合 既納の利用料金の全額 

（委任） 

第９条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（中 略） 

附 則(平成 19 年９月規則第 91 号) 

 この規則は、公布の日から施行する。 



 

 

 

 

別記様式(第 5 条第 1 項) 

指定申請書 

年  月  日  

(申請先) 

 横浜市  区長 

所在地      

申請者 団体名      

代表者氏名      

  

 次の地区センターの指定管理者の指定を受けたいので、申請します。 

  

地区センター      

横浜市      コミュニティハウス      

集会所      

スポーツ会館      

  

  

  

  

(注意)申請に際しては、次の書類を添付してください。 

 (1) 事業計画書 

 (2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

 (3) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

 (4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計

算書及び事業報告書 

 (5) 当該地区センターの管理に関する業務の収支予算書 

 (6) その他区長が必要と認める書類 

 



 

 1

横浜市綱島地区センター利用要綱 

                                制定 平成１７年５月１３日（全面改訂） 

                   施行  平成１７年 6 月 1 日 

 （趣旨） 

第１条 横浜市綱島地区センター（以下「センター」という。）の、地域住民の自主的な活

動と相互交流を通じて地域コミュニティーの形成を促す場としての利用方法その他必要な

事項は、この要綱の定めるところによる。 

 （利用） 

第２条 センターは、地域住民のだれでもが、気軽にかつ公平に利用できることを旨として、

次に掲げる事項のために利用できる。 

 （１） 話合い、研究会、集会など地域のグループ、サークルの自主的な活動 

 （２） 講演会、講習会、展示会など、住民相互の知識と教養の向上のための活動 

 （３） 地域住民の相互交流と健康増進を図るためのスポーツ、レクリェーション活動 

 （４） その他の地域住民の自主的な活動と相互交流のために必要な活動 

 （５） 地域住民の福祉向上と相互交流のための各種催し物などの自主事業 

 （開館時間） 

第３条 開館時間は、原則として午前９時から午後９時までとする。ただし、日曜日及び国

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（以下「祝日」とい

う。）は、午前９時から午後５時までとする。 

２ 港北区区民利用施設協会（以下「協会」という。）の会長（以下「会長」という。）は、

前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、港北区長（以下「区長」とい

う。）と協議の上、開館時間を変更することができる。 

 （休館日） 

第４条 センターの休館日は、次のとおりとする。 

（１） 毎月第３月曜日の施設点検日。ただし、その日が祝日に当たる場合は、その直後

の祝日でない日 

（２） １２月２８日から１月４日まで 

（３） 会長は、前２項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、区長と協

議の上、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。 

 （占用利用） 

第５条 センターを占用利用する者の利用時間帯（コマ）は、次に掲げるとおりとする。（な

お、料理室の占用利用については、１コマを２時間とする。）ただし、利用時間帯につい

ては、利用実態に鑑み、特に必要があると認める場合に限り、区長と協議の上、変更する

ことができる。 

 

 

 

 



 

 2

〔 平 日 〕                   〔 日 曜 ・ 祝 日 〕  

一利用時間帯 時      間 一利用時間帯 時   間 

午  前 午前９時 ～ 正午 午  前 午前９時 ～正午 

午  後① 正午   ～  午後３時 午  後① 正午  ～ 午後３時 

午 後② 午後３時 ～ 午後６時 午 後② 午後３時 ～午後５時 

夜 間 午後６時～  午後９時 

 

 

２ 体育室の占用利用については、コマの配分を個人利用の割合と概ね同率とする。ただし、

青少年の健全育成の観点から、午後②のコマについては個人利用とするように努めるもの

とする。 

 （占用利用の申込み及び決定） 

第６条 センターを占用利用する者は、横浜市綱島地区センター利用許可申請書（第１号様

式）に必要事項を記入して事前に申請し、許可を受けることとする。 

２ センターの館長（以下「館長」という。）は、占用利用の申請を利用予定日の１ヶ月前

の同日より先着順に受け付け、横浜市綱島地区センター利用許可書（第２号様式）を交付

する。 

３ 前項について、会長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。 

 （占用利用の申込み制限） 

第７条 占用利用の申込みは、一利用時間帯を１回とし、原則として１回（１コマ）までと

し、申込みに係る占用利用の後でなければ、新たな申込みはできないものとする。なお、

料理室については、２コマ連続利用の場合も 1 回とみなすこととする。 

２ 架空の団体名によって重複して申込みを行い、又は利用した場合には、以後、その団体

の申込みを禁止する。 

 （利用条件） 

第８条 利用の承認を得た者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 （１） 利用時間を遵守すること。 

 （２） 利用時間内に清掃及び後始末をすること。 

 （３） 使用した物品の確認を行い、所定の位置に返納すること。 

 （４） センターの設備又は貸与を受けた用具を、故意又は重大な過失により破損若しく

は紛失した場合は、利用責任者が弁償すること。 

 （利用禁止） 

第９条 センターは、次のいずれかに該当する場合には、利用できない。 

 （１） 営利を目的として利用する場合 

 （２） その他センターの設置趣旨に反する場合 

 （利用の取消） 

第 10 条 会長は、施設の管理上必要がある場合又は利用者が会長の指示に従わない場合は、

その利用を取り消し、又は禁止することができる。 

 （利用料金） 
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第１１条 センターを占用利用する場合は、次の表に掲げる料金を支払う。  （消費税を含む） 

利用料金 
室名 

  
備考 

小会議室 420 円 280 円   8～20 人 

会議室 690 円 460 円   12～30 人 

工芸室 690 円 460 円   １０～２４人 

料理室   620 円 620 円  １コマ２時間（２コマ連続利用まで可） 

和室１ 1050 円 700 円 28 畳間 （舞台） １２～３５人 

和室２ 1200 円 800 円 ３２畳間 （床の間） １６～４０人 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰﾅｰ 150 円 100 円   数人～１０人 

体育室（全面） 1950 円 --  円    

体育室（ﾊﾞﾄ面） 1300 円 --  円 2/3 面 バトミントン面   （2 コート） 

体育室（卓球

面） 

650 円 --  円 1/3 面 卓球面   （6 台） 

日 曜 ・ 祝 日 
最 終 コ マ 

※ 体育室の日曜日・祝日最終コマは個人利用時間帯 

  ただし、利用日当日において、当該利用に引き続くコマが利用可能である場合に限り、

１時間単位で延長利用することができる。その場合の利用料金については、１時間あたり

次のとおりとする。 

 

小会議室 140 円 会議室 230 円 工芸室 230 円 料理室 310 円

和室１ 350 円 和室 2 400 円 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰﾅｰ 50 円 

体育室 650 円 〈分割利用〉バト面 430 円 卓球面 220 円  

（利用料金の徴収日） 

第１２条 利用料金の徴収日は、原則として利用予約日とする。 

（利用料金の返還） 

第１３条 利用日の７日前までに利用取り消しの申し出があった場合、利用料金は全額返還

する。ただし、その期日を過ぎてからの利用取り消しの申し出があった場合、利用料金は

全額徴収することとする。 

 （利用料金の減免） 

第１４条 横浜市（港北区）が主催・共催する事業（10 割減免）、センターの自主事業等で

利用する場合（10 割減免）の他、次の表に掲げる利用については、利用料金の減免の対象

とする。 
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 対象となる利用 減免の割合 

① 

・横 浜 市 か ら 委 託・依 頼・要 請 等 を 受 け た 事 業 を 推 進 す る 目 的 で 利

用 す る 場 合  

・港北区の自主事業を引き継いだ公益的事業を行う場合 

１０割 

② 
高齢者福祉・障害者福祉・子育て支援・青少年の健全育成等を目的に活

動する団体がその目的に沿った事業を実施するために利用する場合 
５割 

③ その他会長が公益上特に必要と認めた場合 
５割又は 

１０割 

 ※５割減免の場合の１０円未満の端数については徴収しない。 

２ 利用料金の減免を申請する団体は、利用料金減免申請書（第３号様式）をセンターへ提

出する。 

３ センターは前項の申請書を審査し区長と協議の上、利用料金減免承認/不承認通知書（第

４号様式）を交付する。 

 （優先申込み） 

第１５条 次の表に掲げる利用については、受付開始日以前であっても優先的に申込みがで

きることとする。申込み手続きは、前条第 2 項及び第 3 項の規定に準じるものとする。 

 対象となる利用 

① 地区センター各館の自主的事業を引き継いだ事後サークルが利用する場合（自主事業終

了後 ６ヶ月以内） 

② その他会長が必要と認めた場合 

 ※優先申込みについては、館長とセンターの委員会会長が協議して決定する。 

 （免責） 

第１６条 この要綱の規定によりセンターを利用する者又は入館した者が負傷又は病気など

によって生じた損害については、協会は一切の責を負わない。 

 （委任） 

第 1７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は会長が定める。 

２ 前項の規定にかかわらず、会長はセンターの館長にセンターの利用に関する必要な細目

事項を定めることを委任することができる。 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年６月１日から施行する。 

 （横浜市綱島地区センター使用要綱の廃止） 

２ 横浜市綱島地区センター使用要綱は、平成１７年５月３１日をもって廃止する。 
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（経過措置） 

３ この要綱は、平成１７年７月１日以後のセンターの利用について適用し、同日前の利用

については、なお従前の例による。 

４ この要綱の施行日以前においても、第１４条、第１５条の規定により申請又は申込みを

行うことができる。 

 〔部分改定〕 

５ 室名の変更 グループ室を小会議室に変更  平成 20 年 4 月 1 日より 



横浜市綱島地区センター利用要綱施行細則 
                       制 定 平成１７年５月１３日 
 
（趣 旨） 
第１条 この細則は、横浜市綱島地区センター利用要綱（以下「要綱」という。）の施

行に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（体育室の利用区分） 
第２条 要綱第５条第２項の規定に基づく、体育室の占用利用及び個人利用の区分は、

次のとおりとする。 
  月  火  水  木  金  土 日・祝 
午前 
 

団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 

午後① 個人 
卓球 
バスケ 

団体 団体 団体 団体 個人 
卓球 
バトミン 
バスケ等 

個人 
卓球 
バトミン 

午後② 個人 
卓球 
バスケ 

個人 
卓球 
バトミン 

個人 
卓球 
バトミン 
バスケ等 

個人 
卓球 
バトミン 

個人 
卓球 
バトミン 
バスケ等 

個人 
卓球 
バトミン 
バスケ等  

個人 
（２時間）

卓球 
バトミン 

夜間 団体 個人 
卓球 
バトミン 
バスケ等 

団体 団体 団体 団体 ―― 

注「バトミン」は「バトミントン」, ｢バスケ｣は「バスケットボール」の略称 
 
（委 任） 
第３条 地区センターの館長は、センターの利用に関し、利用者の安全、施設の保全

及び利用者の便宜等を図るため、利用者が守るべき事項の細目について、センター委

員会と協議し、定めることができる。 
 
  附 則 
（施行期日） 
１この細則は、平成１７年６月１日から施行する。 
 
 
（経過措置） 
２要綱の施行の際、現に作成されている様式書類は、なお、当分の間、適宜修正のう

え、使用することができるものとする。 
   
   附 則 
この細則は、平成 18 年 10 月 1 日から施行する。 
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第１章 地区センター利用促進ガイドラインの考え方 

 

１ 背景及び目的 

 現在地区センターでは、利用料金制度、指定管理者制度など、新たな制度の下、管理

運営が行われています。このような中、地区センターの指定管理者には、多様な利用者

ニーズに応え、より魅力ある施設の運営を行うことが期待されています。 

 一方で、地区センターの平均稼働率は約４３％（平成１８年度）と低い状況にあり、

市民の利用を促進することが、重要な課題となっています。 

 そこで、利用者サービス向上と利用促進につなげるため、指定管理者の創意工夫を活

かした施設運営を拡げていくとともに、設置目的に沿って公正性を確保しながら新たな

取組を進めていくため、このガイドラインを作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ このガイドラインの位置付け 

 このガイドラインでは、各施設の状況に応じ、指定管理者が創意工夫を活かした施設

運営や事業展開が図れるよう、利用促進へ向けた取組の考え方と、取組を検討・実施す

る際の基準を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

（設置） 

第１条 地域住民が、自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、及びｽﾎﾟｰﾂ、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、ｸﾗﾌﾞ

活動等を通じて相互の交流を深めることのできる場として、横浜市に地区ｾﾝﾀｰを置く。 

（利用の目的） 

第２条 地区ｾﾝﾀｰは、次に掲げる事項のために、地域住民のだれもが気軽に利用することができる。 

（１）ｽﾎﾟｰﾂ、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、ｸﾗﾌﾞ活動及び学習 

（２）講演会、研究会、展示会その他各種集会の開催 

（３）その他地域住民の自主的な活動と相互の交流のため必要な事項 

２ 横浜市は、地区センターにおいて、地域住民の福祉の向上を図るため、自ら事業を行い、

地域住民の自主的な活動を援助することができる。 

■横浜市地区センター条例（抜粋） 

※このガイドラインに掲載されている項目については、「このような取組を指定管理者

の創意工夫により実施できる」というものであり、実施しないことが指定管理者の評

価を下げるものではありません。  



 ２

 

３ 新たな取組を実施するまでの流れ 

 各施設で新たな取組を実施しようとする場合は、次の通り、区と指定管理者が充分協議

のうえ、必要な手続を行ってください。 

 

 ①指定管理者及び区は、各施設の現状分析を行い、運営上の課題とその対応策としての

取組を検討します。 
 

 ②新たな取組について区と指定管理者で協議し、地区センターの設置趣旨、法令面の制

約、利用動向、実施の効果などから実現可能性や必要な手続等について整理します。 
 

 ③指定管理者は、実施内容について、地域や利用者の声を反映するため、地区センター

委員会、利用者会議等へ説明し了承を得ます。その際に出た意見等により実施内容

の改善が必要な場合は区と協議しながら調整を行います。 
 

 ④指定管理者は、最終的な取組の内容に基づき、利用料金承認申請、行政財産の目的

外使用申請その他の必要な手続を行います。 
 

 ⑤また、指定管理者は、各施設の利用要綱等について、新たな取組を実施するために必

要な変更を行います。 
 

 ⑥新たな取組の内容により必要な場合は、区と指定管理者は、変更協定書を締結しま

す。 
 

 ⑦新たな取組の実施に先立ち、利用者等に対し周知を行います。（施設運営の枠組み、

利用料金等に関する変更は実施前３ヶ月間の周知が必要） 
 

 ⑧取組を実施します。 

 

※取組実施までの手続フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 指定管理者 

新たな取組の検討 

地区センター委員会 
・利用者会議等の審議 

料金承認・目的外使用等の申請
承認・許可 

利用要綱等の変更 

新たな取組の検討 

取組の実施 

取組の内容、必要な手続等について協議 

取組の内容について最終調整 

区民への周知（区連会、議員団会議等） 

変更協定書の締結（または変更内容を備えた年度協定の締結） 

現 状 把 握 ・ 課 題 抽 出

利用者への周知 

（実施前３ヶ月以上） 
※施 設 運 営 ・利 用 料 金 の変 更 の場 合  

                            第１章 地区センター利用促進ガイドラインの考え方
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第２章 利用促進ガイドライン～取組の考え方と基準～ 

 

１ 利用促進へ向けての取組の観点 

 地区センターの利用促進、利用者サービス向上を図るための取組については、各施設の

実態に応じ、主に次のような観点から、区と協議しながら検討してください。 

 

(1) 利用者ニーズに応じた柔軟な施設運営 

 現在の利用時間枠の変更や開館時間の延長等により、利用者ニーズに沿った

施設運営を行うことができます。自主事業については、参加費の考え方や講師

選定に関する制限を緩和するので、地区センターの自主事業の趣旨を踏まえた

積極的な事業展開を行うことができます。 
 

(2) 利用実態を踏まえた利用料金の工夫 

 現状の施設利用料金を、条例の上限金額の範囲内で、より利用の動向に合っ

たものに設定し、利用促進を図ることができます。また、回数割引や期間割引

などの割引料金の設定を効果的に行うことで、集客力の向上につなげることが

できます。 
 

(3) 新たなサービスの創出・新たな収入源の確保 

 利用者の利便性を向上するための新たなサービスの創出、施設を有効活用し

た増収策など、柔軟な発想で取り組むことができます。 

 

 

２ 取組の基準 

 各取組は、次の共通基準、各項目ごとの共通事項及び個々の取組の基準に基づき行う必

要があります。各取組を検討する際には、それぞれの項目の基準のほか、必ずこちらの共

通基準も参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に、各取組の考え方と基準について以下に示します。 

■共通基準  
①地区センターの設置目的に寄与するものであること。 

②稼働率向上、利用者サービスの向上、経費の縮減等の観点から行うものであること。

③利用実績等を充分に分析し、センター委員会・利用者会議等の了承が得られたもの

であること。 

④施設運営、料金等に関する変更の承認は、原則として年度協定の締結と合わせ

受けるものとし、当該指定期間内の再度の変更は、区が特にその必要性を認め

た場合を除き不可とする。 

⑤施設運営、料金等に関する変更を行う場合は、実施前３ヶ月以上の周知を行う

こと。 
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１ 利用者ニーズに即した柔軟な施設運営 

 

■現況 

地区センターの運営にあたっては、条例や規則、指定管理に関する協定その他の基準、

要綱等により、基本的なルールが定められており、施設運営の公平性が保たれています。 

 

■課題 

各施設は、それぞれの立地特性や周辺住民の年齢層等により利用傾向が異なっており、

施設によっては、基本的なルールの中だけでは、地域の利用者のニーズに対応しきれな

い場合があります。 

講師の選定条件や事業収入の制約などがある中で、指定管理者の得意分野を活かした

積極的な事業展開を図りづらい状況があります。 

 

■趣旨 

施設ごとの利用者のニーズを反映した施設運営を行うため、施設の設置目的に沿った

一定の条件のもと、柔軟な対応を可能とすることで、より利用しやすい施設としていき

ます。 

自主事業実施上の制限を緩和し、指定管理者の創意工夫による魅力的な自主事業を行

うことで、参加者の裾野を広げ、ひいては施設利用者の拡大につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[本項共通事項] 

・開館時間や利用枠の変更等は、施設の利用の枠組みに関する重要な事項であり、特

に次の点に留意する必要があります 

①原則的に当該指定期間中の再変更は認められないので、利用動向を調査・分析し、

慎重に検討を行ったうえで実施すること。 

②センター委員会や利用者会議等に諮り実施内容を検討するとともに、実施に当た

っては、事前に３ヶ月間以上、利用者等への周知を行うこと。 

・その他、共通基準に従うこと。 
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取組１－(1) 利用枠等の柔軟な対応 

 

ア 利用状況を踏まえた開館時間等の設定 

利用者の拡大及び利用料金の増収を図るため、利用者のニーズに応じた開館時間、時間区分

等を柔軟に設定することができます。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（例） 

・日曜日の開館時間を１８時まで延長し、利用時間帯を３時間で揃える。 

・利用実態を考慮し、時間区分を３時間から２時間に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 体育室の団体・個人利用枠に関する制限の緩和 

個人利用枠を確保する観点から、体育室を占用利用する団体利用枠は、原則総コマ数の５

割までに制限していますが、利用者のニーズに応じ、一定の範囲で広げることができるものとし

ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[留意事項] 

・開館時間の変更は区長の決定事項です。指定管理者は変更を区に提案する形になりま

す。 

・開館時間の延長にかかる経費は指定管理者の負担とし、収入は指定管理者の収入とし

ます。 

・時間区分の変更を行う場合（開館時間の延長を伴うものを含む）は、それに対応した

利用料金の設定について、区長に承認を受ける必要があります。 

・開館時間の延長を行う場合は、近隣住民等への充分な事前周知を行うこと。 

 

[留意事項] 

・変更後は、利用料金収入見込を再計算する必要があります。 

 

■基準 
開館時間を延長する場合は、通常の開館時間（９時～２１時）の前後２時間ま

での範囲を限度とする。 

9 時           17(日 ・祝 ) 21 時 

7 時（最 大 ）                     23 時（最 大 ） 

■基準 

団体利用枠の年間平均稼働率が９割を超える場合、総コマ数の６割まで団体貸

切り利用枠を拡大することができる。 
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取組１－(2) 魅力的な自主事業の展開 

 

ア 自主事業に関する制限の緩和 

より魅力ある自主事業を展開するため、“自主事業の参加費は材料費等の実費相当分の

み”としていた制限、及び、“講師謝金は 5000 円程度”としていた目安を緩和します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 企業等との協働による事業の実施 

地元企業等の得意分野を活かした企画など、自主事業の幅を広げるため、民間企業等の協

力により事業を実施することができます。 
 

 

 

 

 

 

 

取組１－(3) 企業の施設利用 

民間企業等の施設利用については、地域との交流を目的として利用する場合や、自主事業

として地域の方々等を参加者として募る場合は、施設を利用できることとします。 
 

（例） 

・地域との交流を図るため、企業共催で、健康づくりのワークショップを開催する。 

 

[留意事項] 

・本項は、自主事業を参加費収入だけで運営できるようにするとともに、謝礼等を含めた

講師選定の制限を緩和し、事業企画の自由度を広げるという趣旨です。 

・しかしながら、新しい地域コミュニティグループの形成を本来の目的とする、地区セン

ター自主事業の趣旨を損なうことの無いよう、適正な参加費設定により、多くの住民が

気軽に参加できるようにしなければなりません。 

[留意事項] 

・企業が自社のための会議や研修等に施設を利用することは、地区センター条例で定める

設置目的に沿った利用を排除してしまう可能性があるため、認められません。 

■基準 

(ア) 参加費の設定について 

参加者の負担額は、当該事業にかかる経費の総額の範囲内で定めることがで

きる。ただし、地域コミュニティグループの形成という自主事業の趣旨を損な

わないよう、地域住民が気軽に参加できる額としなければならない。 

(イ) 講師謝金について 

講師の謝礼の額は、類似の事例等を踏まえ適切な額とするとともに、参加者

に過剰な負担を求めないよう留意すること。 

(ウ) 講師の選定について 

講師の選定にあたっては、地域の人材を活用することを基本とする。ただし、

事業企画の必要性からやむをえない場合は、これに拠らず講師を選定すること

ができるものとする。 

■基準 

(ア)地区センターの設置趣旨及び自主事業の趣旨等を逸脱しないこと。 

(イ)当該自主事業の内容が、参加企業等の営利に直接繋がらないこと。 
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２ 利用実態を踏まえた利用料金設定の工夫 

 

■現況 

地区センターの施設を利用する際の料金は、利用料金制に基づき、条例で定めた額の

範囲内で市長の承認を得て指定管理者が設定することになっています。 

現在、各地区センターの指定管理者が設定している実際の利用料金は、条例で定めた

上限水準の金額で設定されており、また、同じ部屋であれば、各時間区分の料金は同じ

金額となっています。 

 

■課題 

施設の利用状況としては、①夕方から夜間の利用が少ない、②体育室の利用が比較的

多く、料理室、和室の利用が少ないなど、時間帯や部屋ごとに稼働率の差が見られます。

一方、料金の設定は各時間区分とも同額で、その額も基本的に条例の上限水準となって

いるため、地域の利用動向と施設料金設定のバランスが、必ずしも取れているとはいえ

ない場合があります。 

 

■趣旨 

利用者ニーズに応じ利用料金制を積極的に活用し、条例で定めた上限金額の範囲内で

さらに効果的な料金設定の工夫をすることで、稼働率の向上や料金収入の増加につなげ

ていきます。 

 

[本項共通事項] 

・利用料金の変更等は、施設の利用の枠組みに関する重要な事項であり、特に次の点

に留意する必要があります 
 

①原則的に当該指定期間中の再変更は認められないので、利用動向を調査・分析し、

慎重に検討を行ったうえで実施すること。 

②センター委員会や利用者会議等に諮り実施内容を検討するとともに、実施に当た

っては、事前に３ヶ月間以上、利用者等への周知を行うこと。 
 

・値下げ・割引等により料金設定を変更した場合でも、利用料金収入見込み額は、当

初の額のまま変更しません。 
（当初見込から増収となった場合は指定管理者の収入となり、減収となった場合は指定管理者が負担することになります。）

 

・条例で定める金額の水準（当初料金）を超える利用料金の設定はできません。 
 

・利用料金の承認手続きは、「地区センターの利用料金及び利用料金の減免に関する

要綱」に基づき行ってください。 
 

・その他、共通基準に従うこと。 

※参考：利用料金の減免について 

・ここでいう割引は、利用料金として指定管理者が定めるものであり、減免ではありません。

・利用料金収入見込額は、団体利用の１割相当が減免になることを見込んで算出しています。

・公共性・公益性の観点から、減免を行う場合は、条例、規則及び減免要綱に基づき区の

承認を得た減免基準にしたがって、適切に行ってください。 
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取組２－(1) 時間帯別料金 

 

条例の上限額の範囲内で、曜日や時間区分ごとの個別の料金を設定することができます。 

 

 

 

 
 

 

（例） 

・利用者の少ない時間帯の料金を他の時間帯よりも引き下げることで、稼働率を向上させ、

利用料金の増収を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組２－(2) 部屋別料金 

 

施設の利用状況等を踏まえ、部屋ごとの料金を見直すことができます。 

 

 

 

 
 

 

 

（例） 

・稼働率が低い部屋の料金をこれまでの料金よりも安い料金にすることで、稼働率を向上

させ、利用料金の増収を図る。 

 

 

 

 

 

 

■基準 
料金を下げようとするコマの部屋別年間稼働率が３０％(※1)以下の場合に実施可

能とし、新たに設定する時間帯料金の下げ幅は、１５％(※2)以内であること。 

50％ 

午前 

500 円 

50％ 

午後① 

500 円 

25％ 

午後② 

500 円

50％ 

夜間 

[料 金] 

[稼働率] 

[時間帯] 

690 円

50％ 

午前 

690 円

50％ 

午後①

690 円 

50％ 

夜間 

590 円 

50％ 

午後② 

値値下下げげ！！   

3 時間（＝1 区分）につき 690 円  

690 円 

50％ 

会議室 

810 円

25％ 

料理室

[料 金] 

[稼働率] 

[施 設] 

690 円

50％ 

会議室

690 円

50％ 

料理室

値値下下げげ！！   

※1：３０％＝地区センターの目標とする年間稼働率６０％の半分の水準 

※2：１５％＝会議室（4.6 円/㎡）と調理室・音楽室（5.3 円/㎡）の差比として一般的に認知されている水準 

■基準 
料金を下げようとする部屋の年間稼働率が３０％以下の場合、実施可能とし、新

たに設定する部屋料金の下げ幅が、変更前料金の１５％以内であること。 

（現在の料金設定[例]） （新料金[例]） 

（現在の料金設定[例]） （新料金[例]） 
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取組２－(3) 回数割引料金 

 

回数券、ポイントカードなどの割引料金を設定することで、固定客の利用促進につなげること

ができます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

取組２－(4) 期間割引 

 

キャンペーン、イベントなどの一環として特定の期間内に利用料金の割引を行うことができま

す。 
 

（例） 

・敬老月間に高齢者の利用を半額にする。 

 

■基準 
割引率は１５％以内で設定すること。 
(参考：例えば１０回分の料金で１１回利用できる回数券→10÷11＝約９％の割引率) 
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３ 新たなサービスの創出、新たな収入源の確保 

 

■現状と課題 

これまで地区センターは、地域の身近な活動の場として、一定の役割を担ってきまし

た。今後は、指定管理者制度の下、より魅力ある施設として、さらに多くの地域の方々

に利用してもらうことが求められています。そのためには、限られた条件の中で、指定

管理者の柔軟な発想を活かしながら、利用者サービスの向上に取り組んでいく必要があ

ります。 

 

■趣旨 

・指定管理者の創意工夫に基づく積極的な取組が行えるよう、一定の条件の下、施設の

空きスペース等の目的外使用について、柔軟に対応していきます。 

・施設を積極的に活用し利用者サービスを生み出すことで、利用者の利便性を向上させ

るとともに、新たな収入確保につなげられるようにします。 

・付加的なサービス等については、適切な受益者負担をいただくことで、公平性を確保

するとともに、指定管理者の創意工夫による取組を実施しやすくします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本項共通事項 

・施設の一部を占有的に使用して物販等を行う場合は、通常の地区センターの利用を

損なわないように行うこと。 

（施設の一部を占有的に使用する場合、行政財産の目的外使用許可が必要となります。） 
 

・ラケット、囲碁等の通常の貸出備品については、使用者に費用負担を求めることは

できません。 
 

・その他、共通基準に従うこと。  
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取組３－(1) 利用者サービスにつながる物販・飲食物の提供 

利用者サービス向上のため、飲食の提供その他の物販等により、収入を得ることができます。 

 
 
 
 

 

（例） 

・体育室利用者向けの卓球ボールやバドミントンシャトルの販売 

・利用者へのパンやコーヒーの販売 

・講演会の開催に合わせて、関連の図書を販売する。 

 

 

 

 

 

取組３－(2) カラオケ設備ランニングコストの使用者実費負担 

カラオケ設備の使用にあたり必要となる、通信費、ディスク購入費等の高額なランニングコス

トにいては、使用者に実費負担を求めることができます。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

取組３－(3) スポンサーシップ(企業協賛)による施設運営 

企業からイベントやプログラム作成等への協賛金を受け、自主事業を展開することができま

す。また、企業から施設維持の協賛金や備品、物品の提供を受け、管理運営を充実させること

ができます。 

 

 

 

 
 

（例） 

・自主事業で企業から協賛金を得て、事業を拡大し、より質の高い事業を展開する 

 

 

 

 

[留意事項] 

・利用者サービスにつながる物販、飲食物の提供のみが対象となります。 

・物販等による収入は「その他収入」の「雑入（物販等）」として施設の管理運営費に充当

するものとします。 

[留意事項] 

・協賛金や協賛品は、事業の充実、施設環境の充実のために還元してください。 

・協賛金は「その他収入」の「雑入（寄付）」として施設の管理運営費に充当するものとします。

・協賛品が備品の場合、原則Ⅰ類として整理し、また、事業報告の購入備品一覧に「寄付」

として載せるものとします。 

■基準 
物販等の価格は、調達経費等に基づく実費相当額とする。 

[留意事項] 

・通信カラオケで実費負担を徴収する場合は、日本著作権協会への申請を要する場合があ

るので留意してください。 

■基準 

実費負担額の積算根拠を明らかにし、部屋の利用料金とは明確に区分して処理

すること。 

■基準 
地区センターの設置目的を逸脱せず、利用者サービスの向上が図られるもので

あること。 

                           第２章 利用促進ガイドライン～取組の考え方と基準～



 １２

 

 

取組３－(4) 施設を使用した広告の掲出 

 

施設の壁面や室内を利用した広告の掲出、ちらしやポスターなどへの広告掲載により、収入

を得ることができます。（行政運営調整局財産管理運用課・行政運営課 協議済み） 
 

 

 

 

 

 

（例） 

・自主事業のちらしとポスターに広告を掲出し、広告収入を得る。 

・施設の壁面や入り口の足拭きマットなどに広告を掲出し、広告収入を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組３－(5) その他のサービスの導入 

 

利用者サービスの向上及び利用者の利便性を図るため、指定管理者の創意工夫を活か

した新たなサービスを導入することができます。 

 

 

 

 

 
 

（例） 

・自主事業参加者への託児サービスの提供 

・電子マネーによる支払いの対応 

・団体が活動に必要な用具を保管するためのロッカーを設置する。  など 

 

 

[留意事項] 

・指定管理者は、区長から広告掲出場所の目的外使用許可を得て、目的外使用料を納付す

るとともに、広告主から広告収入を得る形になります。 

・屋外に広告物を表示、設置する場合は、「横浜市屋外広告物条例」に基づく許可が必要と

なるほか、地域のまちづくりルールで制限をしている場合があるので、留意すること。

・具体的な実施方法、手続等は、各区地域振興課と相談してください。 

・広告収入は「その他収入」の「雑入（広告収入）」として施設の管理運営費に充当するも

のとします。 

■基準 
施設を使用した広告の掲出事業にあっては、その場所、方法、広告料、広告物の

内容等について、横浜市広告掲載要綱・基準等に基づき、区と予め協議の上行うこ

と。 

■基準 
サービスの提供に対し料金を設定する場合は、調達経費等に基づく実費相当額と

する。 

                           第２章 利用促進ガイドライン～取組の考え方と基準～



 

 

 

 

 

 

 

横浜市地区センターの 

運営にあたって 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市市民活力推進局 

平成１９年１０月改正 



制  定 平成 18 年４月 21 日 

最近改正 平成 19 年 10 月 15 日 

 

 

１ 地区センターの設置目的 

地区センターは、地域の住民が自主的に活動し、スポーツ、レクリェーション、講

演会、研修会、サークル活動などを通じて相互交流を深めることを目的に設置してい

ます。地域住民の自主的な活動をきっかけに地域コミュニティの醸成、地域連帯意識

の形成を図っていただくため、幼児から高齢者まで、幅広い層の市民が、誰でも気軽

に利用できるように運営をする必要があります。 

 

２ 地区センター委員会と利用者会議 

施設の運営にあたっては、地区センターの設置趣旨から、地域や利用者の要望や意

見を取り入れる必要があります。 

要望や意見を把握し、更にはその実施について指定管理者自らがチェックを行うた

めに、地域の代表者や利用者の代表等をメンバーとした「地区センター委員会」の設

置と、広く利用者の意見を聞く場として、利用者の代表による「利用者会議」を開催

してください。 

 

３ 地区センターの運営 

 （１） 個人情報保護 

     業務を行ううえで知り得たことについては、指定期間中及び指定管理者期間

終了後において、いかなる理由によっても他人に漏らしてはなりません。 

 （２） 情報公開 

     施設管理に関しては積極的に情報公開を行うよう努めてください。地区セン

ター委員会や利用者会議の会議内容、運営に関するモニタリング調査の結果、

指定管理者自身によるセルフチェック、「ご意見ダイヤル」の意見などを、受

付やホームページ上で公開してください。なお、利用者からの情報公開要望に

ついても、積極的に対応してください。（判断に迷う場合は、区地域振興課に

相談してください。） 

 （３） 利用の受付・利用のルール 

地区センター委員会や利用者会議から要望・意見を取り入れ策定してくださ

い。利用時間帯（コマ）については、利用要綱（資料編参照のこと）に定める

必要があります。 

【留意点】 

小中学生のみで利用する場合の退館時間については、帰宅時間や

各館の地域状況などを考慮して設定してください。 

 

（４） 必要最小限の利用制限 

地区センターは、地域住民の自主的な活動と相互交流のために設置され、幼

児から高齢者まで、どなたでも気軽に利用することができる公の施設であるた

め、利用制限をする際には、条例や施行規則、利用要綱に留意してください。

また、明らかに危険や混乱が予測されるものは、利用者の安全対策などの理由

から利用を制限することができます。 

 



【具体的な事例】 

○下記の各号については、利用できません。 

・営利のみを目的として利用するとき 

ただし、団体やサークルが、講師を招いて行う活動などは、その

講師が業として行うものであっても「営利のみを目的として利用す

る」には、該当しない。（講師自らが主催して「教室」等を開催す

る場合は利用できません。） 

       ・企業の利用 

         物品の販売、商品の展示や説明会などの営利目的の利用、営業会

議、社員採用試験や研修などの企業活動の一環と考えられるものは

利用できない。ただし、企業内の趣味サークルが、そのメンバーで

使用する場合や、地域との交流等を目的とした利用は、通常の利用

と同様に扱う。 

・設置目的に反するとき 

地区センターは、地域住民の自主的活動と相互交流の場として設

置しているものであり、その利用に関しても地域住民の自主的な団

体、サークル及び個人による利用を原則とする。「設置の目的に反

するとき」とは、地区センター条例で定めている利用の目的にあっ

た利用内容以外のものをいう。 

 

    ○下記の各号については、利用できます。 

・政治活動の場合（原則利用可能） 

議会報告会、講演会、その他の集会などの政治的活動については、

選挙期間中の公職選挙法による制限を除いては一般の利用と同様

に扱う。 

・宗教団体の利用 

宣伝、布教、宗教行事など、それが宗教活動であっても利用の制

限をすることはできない。ただし、他の利用と同様、あきらかに危

険や混乱が予測される場合は、利用者の安全対策を考慮し、利用を

制限することができる。 

・バザーの開催 

地域の公共的団体が、主催、共催する事業でセンターの設置目的

に沿い、非営利（収益がない）である場合は、利用できる。 

       ・有料の映画会、演奏会などの行事 

         ただし、地域の公共的団体が、主催、共催する事業でセンターの

設置目的に沿い、非営利（収益がない）である場合のみ利用できる。 

 

（５） グループ・サークル活動情報の提供 

個人で、いろいろな活動に参加したい方に、既存のグループを紹介できるよ

うな態勢をとることも必要です。（既存グループには、事前に了解をとってく

ださい。） 

（６） 図書の貸出方法 

図書コーナーは、個人で来館した人が気軽に利用できるスペースとして設け

ているものであり、開館日には、図書の貸し出しを毎日実施してください。貸

出冊数の上限や貸出期間などの利用のルールは、地区センター委員会や利用者



会議から意見等を取り入れ策定してください。 

（７） 「利用案内」の備付け及び広報 

利用者に地区センターの施設内容、利用方法などを知らせる「利用案内」、

「利用の手引」などを受付窓口などに備えてください。また、ホームページ等

を活用し、来館前の利用者への案内策を講じてください。 

（８） 「センターだより」の発行   

地区センターの広報として、自主事業案内、センターまつり、その他センタ

ーからのお知らせのほか、利用団体の情報、利用者の声を掲載するなど、セン

ターと利用者との双方向の紙面として発行してください。発行は、できるだけ

定期発行として地域や利用者へ定着するようにしてください。 

（９） 利用団体などのちらしの掲示と置き場の確保 

利用団体やグループ、地域団体等の活動などのちらしを、掲示又は置ける場

所を用意します。掲示などを受け付ける際には、地区センターの設置目的に沿

った内容であるか確認してください。（設置目的に沿わない場合は、お断りし

ます。） 

（10） 館内での飲食と喫煙について 

ア 個人利用の場合の飲食 

個人利用の軽飲食は、ロビーの一部や専用の飲食コーナーで行ってもらう

など、館の実情に合わせて何らかの対策を講じてください。 

イ 団体、グループの占用利用のときの飲食 

会議室や和室などを占用利用する際に、昼食やお茶菓子などをとることは

可能ですが、飲酒が主たる目的の場合は利用できません。 

ウ 喫煙について 

原則として、施設内は禁煙です。 

 

４ 地区センターの自主事業 

【目的】 

地域住民が自主事業に参加することにより、新しい地域コミュニティ団体やグル

ープを形成してもらうことを目的としています。実施に際しては、年齢、性別など

に偏らず、多くの住民が参加できるような様々な事業を展開してください。 

  

○募集及び開催方法  

地区センターだよりや館内掲示の他に、「広報よこはま区版」、「町内会回覧」

などを活用します。「広報よこはま区版」や「町内会回覧」への掲載依頼は、

区役所と調整して行ってください。受付方法は、手紙、来館、電話などの方法

がありますが、申込者が混乱しないように注意してください。 

○参加者負担金 

事業に必要な経費は、その総額の範囲内で参加者に負担を求めることができ

ます。ただし、参加料が高額となると、一般の参加が難しくなると同時に地域

コミュニティ団体、グループの形成という自主事業の趣旨と異なる恐れがあり

ますので、自主事業の企画及び参加料設定については、十分留意してください。 

○講師謝金 

自主事業は、地域コミュニティ形成を目的に実施するものであり、事業企画

の必要性からやむをえない場合を除き、講師はできる限り地元に住む各種の技

能、資格を有する人に依頼してください。謝礼金は、講師の理解と協力をいた



だき高額にならないよう努め、参加者に過剰な負担がかからないようにしてく

ださい。 

○事後グループの優先利用 

自主事業が終了したのち、そのグループが引き続き同様の活動を行う場合は、

自主的な活動と相互交流を促進する観点から、一定期間優先利用を認めること

も可能です。 

 

５ 地区センターの管理事務 

（１） 利用統計事務 

地区センターの利用状況を把握するため、利用統計業務をお願いしています。

内容については、予約システムに日々の入力をするとともに、半期ごとに本市

の指定様式（資料編参照のこと）に沿ったものを提出していただきます。 

（２） 備品管理事務  

地区センターの備品管理は、各備品に施設名を明記し、各室ごとに備品台帳

を作成するなど適正な管理をしてください。備品台帳には、品名・型番・単価・

数量・購入年月日を明記します。また、状況により廃棄をする場合には、事前

に区地域振興課と協議が必要です。 

（３） 防災計画と災害時の対応 

ア 防災計画 

地区センターは多くの市民が利用する施設です。防災計画、消防計画などを

立て、いざというときに備えるとともに年１回は防災訓練を実施してください。

資格のある者を防火管理者に定めて(通常は館長)、防火管理者選任届、消防計

画などを消防署に届ける必要があります。（防火管理者資格は、消防署の講習

会を受けて取得できます。） 

イ 風水害時の対応 

ラジオ、テレビなどで天気予報や注意報、警報を的確につかんで利用者への

対応を図ります。地区センター開館時に台風などに伴う諸警報が発せられ、災

害の危険が予想される場合は、区地域振興課と相談の上、利用者と調整し閉館

などの処置をとります。また、翌日には被害状況の有無を区地域振興課に報告

します。 

       ※地区センターは、災害時に区役所から「特別避難場所」として指定されま

す。「特別避難場所」の開設あったては、区職員と連携して行い、必要な処

置を講じてください。 

 

(４) 事故防止と発生時の対応 

ア 盗難 

盗難にあった場合は、至急警察に届け出るとともに、区地域振興課に連絡し

ます。後日、文書にて被害状況、処理経過、対応策などの報告をしてください。 

イ 傷害等 

利用者に急病、怪我などの事故があった場合、病状、症状を確認し地区セン  

ター備え付けの薬品で対応できるものは応急処置を講じます。状況によっては、

職員が病院へ同行する、家族などに連絡するなどの対応をとってください。応

急処置を講じた後、区地域振興課へ報告し指示を受けてください。診断結果な

ど、ある程度詳細が判明した段階で、事故連絡票により区地域振興課へファッ

クスやｅメール等で報告を行います。 



事故連絡票（モデル案） 

 

                                                        平成 年 月 日 

 ○○区地域振興課長 

 

                                                施設名    

                                                連絡者氏名 

 

                          事 故 連 絡 票 
 

事故発生日時  平成  年  月  日（ ）        午前・午後  時  分ころ 

事故発生場所  

 氏名                      性別 （男・女） 

 年齢    歳 

 住所               区      町・丁目   番地（番）   号 

 電話番号 （          －      －                         ）

 保護者氏名（未成年の場合） 

事故当事者 

 家族などへの連絡                    （  済  ・  未 ） 

事故の概要 

及び 

対応などの 

てんまつ 

 

 病院名 

 電話番号（   －   ） 住所（      区            ）

 付添者  家族など（          ）、施設職員（氏名           ）手当を受けた 

病 院 名 等  診断結果 

（注意）事故発生後速やかに連絡してください。 

    詳細が明らかでない場合は「不明」としてください。                                 



地区センターの利用料金及び利用料金の減免に関する要綱 

 

 

 

１ 趣旨 

  この要綱は、横浜市地区センター条例第８条第２項に規定する利用料金並びに横浜市地区セン 

 ター条例第９条及び横浜市地区センター条例施行規則第７条に規定する利用料金の減免に関し 

 必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 利用料金の設定又は変更等 

（１）指定管理者は、利用料金を設定又は変更しようとする場合、市長あての利用料金承認申請書 

  （第１号様式）を区役所地域振興課に提出しなければならない。 

（２）前号の申請書には、算出根拠を示した各室の利用料金表、その他区長の必要と認める書類を 

  添付しなければならない。 

（３）区長は、利用料金の設定又は変更の申請があった場合は、利用料金承認申請報告書（第２号 

  様式）にて市民活力推進局長に報告するものとする。 

（４）区長は、同項（１）の申請があった場合、算出根拠を示した各室の利用料金表が地区センターの 

  設置理念や管理・運営に係る収支等と照らし合わせて妥当であるか否かを審査し、承認・不承認 

  を決定する。 

（５）区長は、前号の決定後速やかに指定管理者に対し、利用料金承認・不承認通知書（第３号様 

  式）を交付する。 

 

３ 利用料金の減免基準等 

（１）指定管理者は、利用料金の減免基準を定めようとする場合、市長あての利用料金の減免基準 

  承認申請書（第４号様式）を区役所地域振興課に提出しなければならない。 

（２）前号の申請書には、利用料金の減免基準、その他区長の必要と認める書類を添付しなければ 

  ならない。 

（３）区長は、同項（１）の申請があった場合、妥当であるか否かを審査し、承認・不承認を決定する。 

（４）区長は、前号の決定後速やかに指定管理者に対し、利用料金の減免基準承認・不承認通知書 

  （第５号様式）を交付する。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 指定管理者制度に移行するまでの間については、第２項及び第３項中「指定管理者」とあるのは、

「地区センターの管理の委託を受けた者」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 



第１号様式 

 

年  月  日 

 

利用料金承認申請書 

 

 

（申請先） 

横 浜 市 長 

 

横浜市○○地区センター指定管理者 

 

 

 横浜市○○地区センターの利用料金について、設定・変更を行いますので、次のとおり申請しま

す。 

 

 

１ 各室の利用料金表（案） 

   別紙のとおり 

 

２ 施行予定日 

    年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：    

 

 



第２号様式 

 

  年  月  日 

 

利用料金承認申請報告書 

 

 

市 民 活 力 推 進 局 長 

 

  区 長 

 

 

 横浜市○○地区センターの利用料金について、別紙のとおり申請がありましたので、報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当： 

 

 

 



第３号様式 

 

  年  月  日 

 

利用料金承認・不承認通知書 

 

 

横浜市○○地区センター指定管理者 様 

 

横 浜 市 長 

 

 

   年  月  日に申請のありました、横浜市○○地区センターの利用料金の設定・変更について、

次のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 

 

 

 決定事項 

  利用料金の設定・変更について承認・不承認します。 

  （承認の場合  利用料金表を添付／不承認の場合  理由を明記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：    

 

 



第４号様式 

 

年  月  日 

 

利用料金の減免基準承認申請書 

 

 

（申請先） 

横 浜 市 長 

 

横浜市○○地区センター指定管理者 

 

 

 横浜市○○地区センターの利用料金の減免の基準について、次のように申請します。 

 

 

１ 利用料金の減免基準（案） 

   別紙のとおり 

 

２ 施行予定日 

    年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：    

 

 



第５号様式 

 

  年  月  日 

 

利用料金の減免基準承認・不承認通知書 

 

 

横浜市○○地区センター指定管理者 様 

 

横 浜 市 長 

 

 

   年  月  日に申請のありました、横浜市○○地区センターの利用料金の減免基準について、

次のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 

 

 

 決定事項 

  利用料金の減免基準について承認・不承認します。 

  （承認の場合  減免基準を添付／不承認の場合  理由を明記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：    

 



地区センター 利用料金減免ガイドライン 

 

 地区センターへの利用料金制度の導入に伴い、各区が区政を推進するために行う事業（共催事業を含

む）及び公益的活動等が損なわれることのないように、利用料金の減免制度を設けます。 

なお、具体的な取り扱いについては、この「地区センター 利用料金減免ガイドライン」に基づき指定管

理者と区が協議して決定することとします。 

 

減免の体系 

■（改正条例）横浜市地区センター条例（第９条） 

 「指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除 

 することができる。」 

 ・指定管理者が必要と認める場合 

 ・規則で定める場合 

■（改正規則）横浜市地区センター条例施行規則（第７条） 

 ・本市が主催し、又は共催する行事のために利用する場合（利用料金の全額） 

 ・その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合（市長の承認を得て指定管理者が定める額） 

■要綱（各館の利用要綱） 

 ・その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合（規則第７条（２））を、下記の取り扱い基準に従い指

定管理者と区が協議し、各館の利用要綱に定める。 

◎減免及び優先申込の対象となる項目（取り扱い基準） 

 対象となる利用 減免の割合 

① 

・本市から委託・依頼・要請等を受けた事業を推進する目的で利用する場合 

（例：Ｇ３０、環境衛生・美化、防犯、防災などを目的としたもの） 

・区の自主事業を引き継いだ公益的事業を行う場合 

・指定管理者が地区センターの自主事業等を行うために利用する場合 

※本市その他の行政機関から委嘱を受け活動する者がその目的を達するために利用する

場合においては、活動助成金の有無やこれまでの減免の状況を考慮して決定する。 

１０割 

② 

高齢者福祉・障害者福祉・子育て支援・青少年の健全育成等を目的に活動する団体がその

目的に沿った事業を実施するために利用する場合 

（例：配食サービス、食事会、リハビリ教室、健康相談、障害者機能訓練、読み聞かせなど） 
５割 

③ その他指定管理者が公益上特に必要と認めた場合 
５割又は 

１０割 

※５割減免の場合の１０円未満の端数については徴収しない。 

◎優先申込の対象となる項目（取り扱い基準） 

 対象となる利用 

① 地区センター各館の自主的事業を引き継いだ事後サークルが利用する場合（自主事業終了後 ６ヶ月以内） 

② その他指定管理者が必要と認めた場合 

 ※優先申込については、従来どおり指定管理者と運営委員会が協議して決定する。 

 

運用の方法 

 １ 減免を申請する団体は、年度開始前に利用料金減免申請書を指定管理者へ提出する。 

 ２ 指定管理者は、これまでの実績、現在の活動状況等（※）を踏まえ、減免の許可について、ガイドライ

ンに基づき区と協議して決定する。 

   ※継続して行われている活動か、団体の構成員以外にも開かれた活動か、地域貢献度は高い活動か等 

 ３ 減免の許可については、年度ごとに見直すこととし、次年度の減免については現年度の実績等を考

慮し、指定管理者と区が協議して決定する。 

 ◎減免の対象とする利用は、全コマ数の１割程度とする。 
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