
1/6 

○尼崎市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

施行規則 

昭和３９年４月１日 

規則第２３号 

 改正 昭和４２年４月１日規則第２２号 昭和４５年９月１４日規則第６３号

 昭和４７年８月２１日規則第６１号 昭和４８年６月１２日規則第４７号

 昭和４９年３月３０日規則第２９号 昭和４９年４月１日規則第４４号

 昭和５０年５月３１日規則第４８号 昭和５０年１０月８日規則第７３号

 昭和５１年３月３１日規則第１３号 昭和５４年７月３１日規則第３６号

 昭和５５年４月９日規則第３６号 昭和５５年５月２８日規則第４５号

 昭和５８年５月２７日規則第４５号 昭和６１年７月８日規則第４７号

 昭和６３年１１月３０日規則第５９号 平成３年９月２６日規則第４６号

 平成４年７月２７日規則第４５号 平成５年５月３１日規則第３９号

 平成７年３月１０日規則第３号 平成１７年３月３０日規則第１６号

 平成１７年１０月２５日規則第６８号 平成１８年３月２８日規則第１９号

 平成２０年１２月２５日規則第６２号 平成２２年３月３１日規則第１８号

 平成２３年３月２９日規則第１０号 平成２５年６月２７日規則第４７号

（この規則の趣旨） 

第１条 この規則は、尼崎市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例（昭和３９年尼崎市条

例第２号。以下「条例」という。）第８条、第１３条及び付則第３項の規定に基づき、尼崎市立老

人福祉センター（以下「センター」という。）の管理について必要な事項を定めるものとする。 

（昭４５規則６３・昭５８規則４５・平１７規則６８・平２０規則６２・平２３規則１０・

一部改正） 

（利用許可の手続） 

第２条 条例第５条の規定により利用許可を受けようとする老人（６０歳以上の者をいう。以下同

じ。）は、利用者名簿にその住所、氏名その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、老

人であることを確認するに足りる証明書等を提示したときは、この限りでない。 

２ 前項の場合において、老人が団体でセンターを利用しようとするときは、利用しようとする日の

７日前までに同項の規定による利用許可の手続をしなければならない。ただし、市長が特別の理由

があると認めるときは、この限りでない。 

３ 利用許可を受けようとする者（老人を除く。）は、利用しようとする日の６日前から前日までの

間に、利用許可申請書を市長に提出しなければならない。 

（昭４５規則６３・全改、昭４７規則６１・昭５１規則１３・平１７規則６８・平１８規則
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１９・平２２規則１８・平２５規則４７・一部改正） 

（利用者の遵守事項） 

第３条 利用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 所定の場所以外の場所において飲食し、又は火気を使用しないこと。 

(2) 許可を受けないで壁、柱、扉等に貼り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。 

(3) 物品を販売しないこと。 

(4) 利用許可を受けていないセンターの部屋又は付属設備を利用しないこと。 

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(6) 利用を終えたときは、直ちに、清掃のうえ原状に回復し、その旨を係員に報告し、点検を受

けること。 

(7) その他市長が指示した事項 

（昭４５規則６３・一部改正、平１７規則６８・旧第５条繰上、平２３規則１０・旧第４条

繰上、平２５規則４７・一部改正） 

（利用時間等） 

第４条 センターの利用時間は、午前９時から午後５時３０分までとする。 

２ センターの休園日は、次表のとおりとする。 

名称 休園日 

総合老人福祉センター 日曜日 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178

号）に規定する国民の祝日（日曜日が休園日で

あるセンターにあっては、同法に規定する休日）

及び12月29日から翌年の1月3日まで 

鶴の巣園 水曜日 

千代木園 月曜日 

福喜園 金曜日 

ワークセンター和楽園 木曜日（授産事業に係る施

設にあっては、日曜日及び

木曜日） 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、センターの利用時間若し

くは休園日を変更し、又は臨時に休園することができる。 

（昭４５規則６３・追加、昭４８規則４７・昭４９規則２９・一部改正、昭５０規則４８・

全改、昭５０規則７３・昭５１規則１３・昭５４規則３６・昭５５規則３６・昭５５規則４

５・昭５８規則４５・昭６１規則４７・昭６３規則５９・平３規則４６・平４規則４５・平

５規則３９・平７規則３・平１７規則１６・一部改正、平１７規則６８・旧第６条繰上・一

部改正、平１８規則１９・一部改正、平２３規則１０・旧第５条繰上、平２５規則４７・一

部改正） 

（適用区分） 

第５条 市長が必要と認める範囲内で、老人の付添いとして入園する者については、使用料を徴収し
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ない。 

（昭４５規則６３・追加、平１７規則６８・旧第７条繰上、平２３規則１０・旧第６条繰上） 

（指定申請の公告） 

第６条 市長は、条例第７条の規定によりセンター（総合老人福祉センターに限る。）の管理を行わ

せるため、法人その他の団体（以下「法人等」という。）であって市長が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）を指定しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を公告するも

のとする。 

(1) 施設の名称及び所在地 

(2) 指定管理者が行う業務の範囲 

(3) 指定管理者の指定の予定期間 

(4) 条例第８条の規定による指定の申請（以下「指定申請」という。）の方法 

(5) その他市長が必要と認める事項 

（平１７規則６８・追加・旧第８条繰上、平２０規則６２・一部改正、平２３規則１０・旧

第７条繰上） 

（指定申請の方法） 

第７条 指定申請は、市長が定める受付期間内に行わなければならない。 

２ 条例第８条及び付則第３項の規則で定める書類は、次のとおりとする。 

(1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類） 

(2) 役員（法人以外の団体にあっては、これに相当する者）の名簿及び履歴書 

(3) 法人等が指定申請を行う日の属する事業年度（以下「申請年度」という。）における当該法

人等の事業計画書及び収支予算書（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類） 

(4) 法人等（申請年度に設立された法人等を除く。）の申請年度の前事業年度における事業報告

書、損益計算書又は収支計算書及び貸借対照表（法人以外の団体にあっては、これらに相当する

書類） 

(5) 申請年度における財産目録 

(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類 

(7) その他市長が必要と認める書類 

（平１７規則６８・追加・旧第９条繰上、平２０規則６２・一部改正、平２３規則１０・旧

第８条繰上） 

（指定管理者の指定等の通知） 

第８条 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を指定管理者指定通知書により当該指定され

た法人等に通知するものとする。 

２ 市長は、指定申請を行った法人等を指定管理者に指定しなかったときは、その旨を指定管理者不

指定通知書により当該指定されなかった法人等に通知するものとする。 
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（平１７規則６８・追加・旧第１０条繰上、平２３規則１０・旧第９条繰上） 

（協定の締結） 

第９条 指定管理者は、センターの管理に関し、次の各号に掲げる事項について、市長と協定を締結

するものとする。 

(1) 条例第１１条各号に掲げる業務に関すること。 

(2) 尼崎市情報公開条例（平成１６年尼崎市条例第４７号）の運用に関すること。 

(3) 尼崎市個人情報保護条例（平成１６年尼崎市条例第４８号）の運用に関すること。 

(4) 指定管理者が行う業務に要する費用及びその支払方法に関すること。 

(5) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第７項に規定する事業報告書の作成

及び提出に関すること。 

(6) 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消し及び管理の業務の全部又は一

部の停止に関すること。 

(7) その他市長が必要と認める事項 

（平１７規則６８・追加・旧第１１条繰上、平２３規則１０・旧第１０条繰上） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、主管局長が定める。 

（昭４２規則２２・昭４５規則６３・昭４９規則４４・一部改正、平１７規則６８・旧第８

条繰下・旧第１２条繰上・一部改正、平２３規則１０・旧第１１条繰上） 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和４２年４月１日規則第２２号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和４２年４月１日から施行する。 

付 則（昭和４５年９月１４日規則第６３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の尼崎市立鶴の巣園の設置及び管理に関する条例施

行規則の規定に基づいてなされた処分その他の手続は、それぞれこの規則による改正後の尼崎市立

老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた処分その他の

手続とみなす。 

付 則（昭和４７年８月２１日規則第６１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和４８年６月１２日規則第４７号） 

この規則は、昭和４８年６月１９日から施行する。 



5/6 

付 則（昭和４９年３月３０日規則第２９号） 

この規則は、昭和４９年４月１日から施行する。 

付 則（昭和４９年４月１日規則第４４号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和５０年５月３１日規則第４８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和５０年１０月８日規則第７３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和５１年３月３１日規則第１３号） 

この規則は、昭和５１年４月１日から施行する。 

付 則（昭和５４年７月３１日規則第３６号） 

この規則は、昭和５４年８月１日から施行する。 

付 則（昭和５５年４月９日規則第３６号） 

この規則は、昭和５５年４月１０日から施行する。 

付 則（昭和５５年５月２８日規則第４５号） 

この規則は、昭和５５年６月１日から施行する。 

付 則（昭和５８年５月２７日規則第４５号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第６条第２項の表の改正規定は、昭和５８年６月７

日から施行する。 

付 則（昭和６１年７月８日規則第４７号） 

この規則は、昭和６１年７月１０日から施行する。 

付 則（昭和６３年１１月３０日規則第５９号） 

この規則は、昭和６３年１２月１日から施行する。 

付 則（平成３年９月２６日規則第４６号） 

この規則は、平成３年１０月１日から施行する。 

付 則（平成４年７月２７日規則第４５号） 

この規則は、平成４年８月１日から施行する。 

付 則（平成５年５月３１日規則第３９号） 

この規則は、平成５年６月１日から施行する。 

付 則（平成７年３月１０日規則第３号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

付 則（平成１７年３月３０日規則第１６号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 
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付 則（平成１７年１０月２５日規則第６８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び付則第３項の規定は、平成１８年４月

１日から施行する。 

（選定手続の特例） 

２ 指定管理者制度への移行に伴う関係条例の整備に関する条例（平成１７年尼崎市条例第５４号）

付則第２項の規定により選定をする場合にあっては、第１条の規定による改正後の尼崎市立老人福

祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則第７条及び第８条の規定は、適用しない。 

（平１７規則６８・一部改正） 

（前項の一部改正） 

３ 前項の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

付 則（平成１８年３月２８日規則第１９号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

付 則（平成２０年１２月２５日規則第６２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２２年３月３１日規則第１８号） 

この規則は、平成２２年７月１日から施行する。ただし、第２条第２項の改正規定及び同条第３項

の改正規定（「条例別表に定める」を「老人以外の」に改める部分を除く。）は、公布の日から施行

する。 

付 則（平成２３年３月２９日規則第１０号） 

この規則は、平成２３年７月１日から施行する。 

付 則（平成２５年６月２７日規則第４７号） 

この規則は、平成２５年７月１日から施行する。ただし、第４条第２項の表の改正規定（「土曜日」

を「木曜日」に改める部分に限る。）は、同年８月１日から施行する。 

 


