別紙
公民館、地域センター、コミュニティセンター、地域福祉センターの登録手続等の比較
基本事項
公民館
目的

地域センター

コミュニティセンター

地域福祉センター

社会教育法第２０条の目 地域住民に自治活動、福 地域住民が相互に連帯感 地域福祉センターは、市
的を達成するため、同法 祉活動等の場を提供する を醸成し、心豊かなコミ 民に自治活動又は福祉活
第２１条の規定に基づ ことにより、市民の手に ュニティ形成を促進する 動等の場を提供すること
き、公民館を設置する。 よる望ましい地域社会づ ため、コミュニティセン により、コミュニティの
くりの推進に資するた ターを設置する。

形成及び福祉の増進を図

め、地域センターを設置

ることを目的とする。

する。
使用時間 午前９時から午後９時３ 午前９時から午後１０時 午前９時から午後９時３ 午前９時から午後９時３
０分まで
休業日

まで

０分まで

０分まで

１月１日～３日及び１２ １月１日～３日及び１２ 月曜日並びに１月１日～ １月１日～３日及び１２
月２９日～３１日

月２９日～３１日

３日及び１２月２９日～ 月２９日～３１日
３１日

登録団体
公民館

地域センター

コミュニティセンター

地域福祉センター

登録団体 ●市内団体 市内在住・ ●市内在住・在勤者で構 ●市内在住・在勤者で構 ●市内在住・在勤者で構
の範囲

在勤・在学者が半数以上 成し、自治活動等を行う 成し、自治活動等を行う 成し、自治活動又は福祉
の団体

団体

団体

活動等を行う団体

●市外団体 市内団体以
外の団体
登録団体 ○５名以上の自主的に運 ○５名以上（大人）の和 ○５名以上（大人）の和 ○１０名以上で、構成員
の基準

営される集まり（複数世 光市在住・在勤者で構成 光市在住・在勤者で構成 の８割が和光市在住・在
帯）

されていること

されていること

勤・在学者であること

○継続的・計画的・定期 ○継続的・計画的に活動 ○継続的・計画的に活動 ○組織、活動内容、会費
的に活動していること

していること

していること

等を定めた規約・会則を

○組織運営、活動内容、 ○組織運営、活動内容、 ○組織運営、活動内容、 有すること
事業計画、予算・決算報 事業計画、会費等を定め 事業計画、会費等を定め ○会員名簿を有すること
告等を定めた規約・会則 た規約・会則を有するこ た規約・会則を有するこ ○特定の政党・宗教の支
を有すること

と

と

○会員名簿（氏名・住所・ ○住所、氏名、電話番号 ○住所、氏名、電話番号
連絡先を明記）を有する を記載した会員名簿を有 を記載した会員名簿を有
こと
○代表者は成人とし、活
動時に成人が必ず参加す
ること

すること

すること

援、宣伝等をしないこと

登録手続 ○登録申請書を提出して ○次の書類を市民活動推 ○次の書類を市民活動推 ○規則に定める登録申請
行う。申請書の提出先は、 進課に提出し、審査後、 進課に提出し、審査後、 書に次に掲げる書類を添
免除の新規登録の場合は 基準を満たした場合は登 基準を満たした場合は登 付して提出し、審査後、
生涯学習課（更新の場合 録証が郵送される。

録証が郵送される。

基準を満たした場合は登

は公民館も可）
、一般登録 ・登録申請書

・登録申請書

録証が交付される。

及び減額登録の場合は活 ・規約又は会則

・規約又は会則

・規約又は会則

動拠点となる公民館であ ・会員名簿

・会員名簿

・会員名簿

る。審査後、登録カード ・会計報告書（会費が月 ・会計報告書（会費が月
を発行する。

３千円以上の場合）

３千円以上の場合）

有効期間 免除・減額団体は２年間 ２ 年間 （Ｈ 24.4.1 ～Ｈ ２年間 （ Ｈ24.4.1 ～ Ｈ ２年 間（ Ｈ 25.4.1 ～ Ｈ
（Ｈ25.4.1～Ｈ27.3.31） 26.3.31）

26.3.31）

27.3.31）

コミュニティセンター

地域福祉センター

、一般登録団体は許可後
１年間

団体登録できる施設の制限
公民館

地域センター

登録でき 拠点活動館としていずれ 地域センター及びコミュ 地域センター及びコミュ 規定なし
る施設数 かの館に登録する。

ニティセンターのうちい ニティセンターのうちい
ずれか２館まで。

ずれか２館まで。

地域センター

コミュニティセンター

使用制限
公民館

地域福祉センター

行為によ ●公民館の設置の目的に

●公益を害するおそれが ●公の秩序、善良の風俗

る制限

反するおそれがあると認

あるとき

められるとき

●管理上支障のおそれが れがあると認められると

●公共の福祉に反するお ○政治活動

あるとき

それがあると認められる ○宗教活動

●その他市長が必要と認 ●管理上支障があると認

とき

めるとき

○公益を害するとき

●公民館の管理上支障が ○管理上支障があるとき ○政治活動
あると認められるとき

○不特定多数の活動

○宗教活動

○政党・政治団体などの ○行政の事業又は施設修 ○公益を害するとき
政治活動を目的とした使 繕等

○管理上支障があるとき

用

○不特定多数の活動

○宗教団体などの宗教活

○行政の事業又は施設修

動を目的とした使用

繕等

○許可を受けた目的以外
の使用
○許可を受けていない施
設及び設備等の使用
○他の使用者に迷惑とな
る使用

その他公益を害するおそ
き
められるとき

○職員が管理上行う指示
に従わない使用
営利行為 ●（販売行為等の禁止）

●（営利行為の禁止）

の制限

営利を目的とした行為を ・企業等が行う会議、研

物品の販売、募金その
他これらに類する行為を
してはならない。

○営利行為

○営利活動の禁止

してはならない。

修、採用試験、面接など、

○営利行為

企業等の目的達成のため

○営利活動を目的とした ・施設での販売及び斡旋 ・施設での販売及び斡旋 の活動
使用（商品の販売、企業 のため、月謝などを徴収 のため、月謝などを徴収 ・企業等が行う職員向け
の会議や研修会、営利目 する塾行為
的の教室・私塾）

する塾行為

の福利厚生活動（健康診

・企業が実施する会議及 ・企業が実施する会議及 断など）

※企業に属する職員の勉 び研修会、試験（市内企 び研修会、試験（市内企 ・物品の販売、説明、チ
強会・厚生活動は除く。 業が行う職場会議及び親 業が行う職場会議及び親 ラシ配布等
睦会を除く。
）

睦会を除く。
）

・塾の授業、カルチャー
スクール等金銭を得ての
活動
・社会通念上、自治活動
又は福祉活動を行うため
の会費を超えるような会
費を徴収する活動
・その他、営利を目的と
する活動等をすること

使用回数 ●使用の回数を制限する ○月３コマまで（基本４ ●月４回まで（１区分か ○週１回を限度（午前・
の制限

ことができる。

時間までかつ１部屋の使 つ１部屋の使用を１回と 午後・夜間のいずれかを

○月４コマまで。ただし、 用を１コマとする。
）※セ する。
）

選択する。
）

定例活動日が月５週ある ンターごとに独自規定あ
ときは、５コマ可能。

り。

○使用日の属する月の２
月前の月の初日からは、
活動拠点以外の公民館も
使用申請でき、コマ数の
制限がなくなる。

使用手続
公民館

地域センター

コミュニティセンター

地域福祉センター

申請時期 ●市内団体 使用日の属

●登録団体等 市長が別 ●登録団体 使用開始日

する月の３月前の月の初

に定めるところによる。 の属する月の３月前の月

日

●登録団体等以外の者 の初日から使用を開始し

●市外団体 使用日の属

使用日の３日前まで

ようとする日まで

する月の２月前の月の初 ○使用日の属する月の２ ○使用日の属する月の２ ●登録団体以外の者 使
日

月前の月の初日

月前の月の初日から使用 用開始日の属する月の２

○市内企業 使用日の属 日の３日前まで

月前の月の初日から使用

する月の１月前の月の初 ○市内企業 使用日の属 を開始しようとする日ま
日から使用日の３日前ま する月の１月前の月の初 で
で

日から使用日の３日前ま
で

申請手続 ○公民館窓口で行う。電 ○登録団体等 使用受付 ○登録団体等 窓口又は
話は不可。申請書の提出 簿に登録番号を記載す 電話。
後、許可書が交付される。 る。

○登録団体等以外の者

※申請と同時に使用料の ○登録団体等以外の者 市民活動推進課を経由し
納付が必要。

使用受付簿に団体名を記 て許可を得、その後セン
載する。

ター窓口で行う。
○市内企業 事前使用許
可の手続後、センター窓
口で行う。

使用許可 ●この条例又はこの条例

●使用の目的に違反した 規定なし

の取消し に基づく規則に違反した

とき。

とき。

●災害その他の事故によ

●第５条第３項の条件に

り施設の使用ができなく

違反したとき。

なつたとき。

●不正な手段によって使

●この条例、又はこの条

用の許可を受けたとき。

例に基づく規則に違反し

●その他教育委員会にお

たとき。

いて必要があると認める
とき。

予約
公民館（中央公民館のみ）地域センター
申請時期 ● 免除（別項「エ」
「オ」 規定なし

コミュニティセンター

地域福祉センター

規定なし

● 障害者団体（障害者

の団体）
・減額団体は、使

及びその家族並びにボラ

用する日の属する月の４

ンティア等を構成員とす

月前の月の２０日から同

る団体をいう。
）は、使用

月の２６日までの間、予

する日の属する月の４月

約を申込むことができ

前の月の初日から同月１

る。

９日までの間、予約を申

● 申込みのあった日の

込むことができる。

属する月の２７日から同

● 障害者団体以外の者

月の末日までの間に、予

は、使用する日の属する

約者を抽選等の方法によ

月の４月前の月の２０日

り決定し、その旨を通知

から同月末日までの間、

する。

予約を申込むことができ

● 予約者は、使用日の

る。

属する月の２月前の月の

末日までに使用料の納付
を行う。

使用料

使用料

公民館

地域センター

コミュニティセンター

使用料納付。

●登録団体は、無料。

●登録団体は、免除によ ●登録団体は、無料。

●登録団体以外は、使用 り無料。
料納付。

地域福祉センター

●登録団体以外は、使用

●登録団体等以外は、使 料納付。
用料納付。

使用料の ●免除

免除

免除

規定なし

免除・減 ア 市又は教育委員会の ●市又は教育委員会の主 ●市又は教育委員会の主
額

主催事業

催事業

催事業

イ 市又は教育委員会の ●市又は教育委員会の共 ●市又は教育委員会の共
共催事業のうち市長又は 催事業のうち市長又は教 催事業のうち市長又は教
教育委員会が免除事業と 育委員会が免除事業とし 育委員会が免除事業とし
して承認した事業

て承認した事業

て承認した事業

ウ 市内の保育園、幼稚 ●受託団体の管理運営業 ●登録団体
園、小学校、中学校、高 務事業

●受託団体の管理運営業

等学校及び養護学校の教 減免規定なし

務事業

育活動

減免規定なし

エ 市内の公共的団体
オ 市内の社会教育活動
推進団体
●８割減額
ア 市内の社会教育団体
（社会教育活動推進団体
を除く。
）
イ 市内の社会福祉法人
●５割減額
ア 市内在住の障害者を
主たる構成員とする団体
イ 市内在住の６５歳以
上の者を主たる構成員と
する団体
ウ 市内在住の１５歳以
下の者を主たる構成員と
する団体
別表備考 ●市外居住者又は市民以 ●市外居住者又は市民以 ●市外居住者又は市民以 規定なし
外を主たる対象とした場 外を主たる対象とした場 外を主たる対象とした場
合、使用料に１００分の 合、使用料に１００分の 合、使用料に１００分の
５０を乗じた額を加算。 ５０を乗じた額を加算。 ５０を乗じた額を加算。

ただし、次の者には適用 ただし、次の者には適用 ただし、次の者には適用
しない。

しない。

しない。

ア 市内在勤・在学者

ア 市内在勤・在学者

ア 市内在勤・在学者

イ 朝霞市、志木市又は イ 朝霞市、志木市又は イ 朝霞市、志木市又は
新座市の在住・在勤・在 新座市の在勤・在学者

新座市の在勤・在学者

学者

使用後の手続
公民館

地域センター

コミュニティセンター

地域福祉センター

●原状に復すこと。

規定なし

○鍵を返却し、使用報告 ○使用日誌を記入

○使用日誌を記入。

規定なし

書を提出する。

○受付スタッフによる清

原状回復 ●施設を清掃し、設備等
を整理して原状に復すこ
と。
その他

掃状況の確認。

