
亀岡市総合福祉センター運営委員会 

 

 

日 時  平成２７年３月２３日（木） 

午後２時 ～ ３時３０分 

場 所  亀岡市総合福祉センター ３階 講習室 

 

 

次    第 

 

 

 １ 開   会 

 

 

２ あ い さ つ 

 

 

  ３ 議   事 

   （１）亀岡市総合福祉センターの事業活動について 

   （２）総合福祉センター登録グループの認定について 

   （３）その他 

 

 

４ 閉   会 



 

. 

平成２７年度 事業計画 

 

1. 基本方針 

 

福祉事業については、亀岡市から亀岡市福祉事業団へ委託している事業を中心として

おり、市の政策方針に照らした講座事業などを企画実施します。そのため、行政担当課

や関係機関・団体との連携、市民ニーズの把握に努めます。 

 

施設管理及び公益貸館事業については、施設指定管理者として、市民に安全に利用し

ていただくため施設の点検と必要な修繕を行うとともに、設置者において点検や修繕が

必要なものについては、その実施を要望していきます。 

また、登録グループの自主的な活動に寄与できるように施設利用の向上を図るととも

に、登録グループの育成と活動支援を図ります。 

 

収益事業については、事業実施や登録グループの利用以外での貸館事業として、市民

の連帯感の醸成、ふれあいの施設としての場を提供するといった総合福祉センターの設

置目的を踏まえ、市民の利用拡大を図ります。 

 

 

２．事業計画 
 

（１）福祉事業 
 

○障害者福祉センター 
 

障害者が住みなれた地域で暮らせる社会、自立と共生の社会を実現するため、障害者

総合支援法に基づき、障害者の地域における社会参加と自立を総合的に支援するため、

派遣事業、人材養成・研修事業や幅広い講座・スポーツ養成・交流事業などを行います。 

 

①派遣事業 

   ・意思疎通支援者派遣事業（コミュニケーション支援） 

手話通訳者の派遣 

要約筆記者の派遣 

②人材養成・研修事業 

・要約筆記奉仕員（者）養成事業 

      基礎講座（手書き、パソコン） 

   ・手話奉仕員養成事業 

      入門課程（昼の部、夜の部） 

      基礎課程（昼の部、夜の部） 

      手話ステップアップ講座 ＜新規＞ 

 ・要約筆記者現任研修 

資料１  



    要約筆記者会議 

けい肩腕予防対策講座 

派遣対応実践講座 

  パソコン要約レベルアップ学習会（水曜、土曜コース） 

  要約筆記レベルアップ講座 

   ・登録手話通訳者現任研修 

手話通訳者会議 

けい肩腕予防対策講座 

手話通訳レベルアップ講座 

触手話通訳学習会（盲ろう者対応手話） 

手話通訳応用実践講座 

③講座・スポーツ普及・交流事業 

・手話広場 

      いきいき手話広場 

  ・障害者生活訓練 

パソコン学習（指導員による）  

生け花講座   

筆とふれあう書道講座 

陶芸講座   

絵てがみ講座 

絵てがみ～おさらい語らい自習会～ ＜新規＞ 

簡単健康料理講座   

わいわいパソコン広場 

あいあい広場（リサイクル手芸、交流、講座補習など） 

透析食講習会（腎友の会共催）   

はつらつカラオケ広場 

   ・難聴者・中途失聴者情報提供 

      きこえの広場（学習会、交流会、レクリェーションほか） 

      難聴者コミュニケーション広場 

   ・聴覚言語障害者・盲ろう者情報提供・生活訓練 

      さん・サン広場（未就学者・盲ろう者） 

      さんサン料理講座 

      さんサン★サロン 

      コミュニケーション訓練（未就学者・難聴者・盲ろう者） 

   ・視覚障害者情報提供・生活訓練 

      ほのぼの広場（講演会、レクリェーションほか） 

  ・発達障害・知的障害・精神障害・難病対象別事業（社会参加促進） 

精神障害グループワーク・交流サロン❤ハート（障害福祉課共催） 

   ・市民との交流事業 

      合同活動展  

障害者生活文化展 

   ・スポーツクラブの育成 



   ・スポーツ教室の開催 

      卓球バレー広場 

      スポーツ交流広場 

        バドミントン交流広場 

        卓球ひろば 

      健康広場～転倒予防～（運動・体操） 

④指導助言・情報提供その他 

   ・登録グループ（１グループ）への指導助言 

・登録グループ発表会の開催 

  ・声の広報制作事業（視覚障害者協会に委託） 

   ・点字習得のための通信訓練事業（視覚障害者協会に委託） 

   ・第３５回全京都障害者総合スポーツ大会 卓球バレー大会参加 

・亀岡市障害者スポーツミニ交流会参加 

 

 

○中央老人福祉センター 
 

高齢者が心豊かで健康的な人生をおくることを支援するため、生きがいづくり、健康

づくり、交流をテーマに、様々な講座・セミナー・交流事業などを行います。 

特に、増加する団塊世代のニーズに結びついた事業に取り組みます。 

 

①講座・セミナー・交流事業 

・生きがいづくり事業 

      文学シリーズ「近代日本を支えた女性たち」＜新規＞ 

      やさしい絵手紙講座     

やさしい四季の折り紙講座 

      やさしいハーモニカ講座    

やさしい陶芸講座       

      簡単な文章とインターネット体験 

      パソコンとことんＷｏｒｄ 

      パソコンで年賀状を作ろう 

パソコンとことんＥｘｃｅｌ ＜新規＞ 

プロから学ぶ～花と野菜づくり～ ＜新規＞ 

・健康づくり事業 

      元気になる料理講座＋健康食    

      男の料理講座＋健康食 

      男のストレッチ＆スロトレ講座 ＜新規＞       

やさしいストレッチ講座 

楽しいピンポンひろば 

   ・交流事業 

みんなのひろば 

カラオケひろば・カラオケサロン 



市民との交流「合同活動展」 

・総合講座・セミナー 

シニア世代の地域デビュー講座 

高齢者生活向上セミナー 

②相談事業 

・職員（館長・担当職員）による常時相談（随時） 

③指導助言・情報提供 

・登録グループ（２２グループ）への指導助言 

   ・登録グループ発表会の開催 

・情報誌｛なでしこ｝発行（年１回） 

 

 

○働く女性の家 
 

    男女雇用機会均等法に基づき、女性のスキルアップ、ワーク・ライフ・バランスなどをめざ

し、就労、両立、男女共同参画、交流を支援するため、講座・セミナー・交流事業、相談事

業及び託児事業などを行います。 

相談事業については、新規事業も含めきめ細かな相談事業を展開します。 

 

①講座・セミナー・交流事業 

・就労支援事業 

     パソコン初級～中級講座（ワード編）（エクセル編） 

     パソコンＭＯＳ検定対策講座（ワード編）（エクセル編） 

     再就職準備講座（仕事を始める前の予備知識） 

     女性のための労働講座 

     プチ起業セミナー ＜新規＞ 

     パワーアップ講座 

     パワーアップ実践講座（登録講師によるミニ講座） 

・両立支援事業 

     「仕事×生活」 

     「仕事×子育て」 

     「仕事×介護」 

  ・男女共同参画事業 

     女性のための自己表現セミナー（人権啓発課共催） 

     みんなのためのスキルアップ＆エンパワーメントセミナー（人権啓発課共催） 

・交流事業 

     女性教養セミナー（講演会） 

     なつかしの歌声広場（水曜日クラス・金曜日クラス） 

     やさしいヨーガ講座（前期・後期） 

     介護予防のための腰掛タップダンス講座 ＜新規＞ 

     手仕事の広場（ハートサロン） 

     親から子への食の伝承広場（保存食講座） 



     親から子への文化の伝承広場（目指せ着物美人講座） 

     合同活動展の開催 

②相談事業 

   ・フェミニストカウンセリング（人権啓発課共催） 

   ・法律相談：午後（人権啓発課共催） 

   ・法律相談：夜間（人権啓発課共催） 

   ・働く女性のリフレッシュ相談 

   ・職員（館長、指導員）による常時相談（随時） 

   ・働く女性の労働相談 ＜新規＞ 

   ・働く女性の健康相談 ＜新規＞ 

   ・働く女性の法律相談 ＜新規＞ 

③託児事業 

・６ヶ月から就学前までの乳・幼児の無料託児（一部有料） 

   ・ママのおしゃべりサロン 

   ・交流会 

④導助言・情報提供その他 

   ・図書事業  ①図書の貸し出し ②リユース図書コーナー 

   ・登録グループ（１７グループ）への指導･助言 

・登録グループ発表会の開催 

   ・情報提供その他 

ハローワーク、雇用促進協議会からの情報提供、各地方公共団体等の女性関連情報の

収集・整理・提供 

情報かわら版“さざんか”の発行 

京都府働く女性の家連絡協議会への参加 

 

 

○勤労青少年ホーム 
 

若者のキャリアや生活設計力、自己啓発能力、コミュニケーション能力の形成を支援し、

公的支援機関の利用を躊躇しがちな若者が気軽に利用し相談に立ち寄れる場をめざし、講

座・交流事業や相談事業を実施します。 

 

①講座・交流事業 

・キャリア形成事業 

        仕事紹介：起業した先輩に学ぼう ＜新規＞ 

        物づくりの実践講座：陶芸 

        手づくりの実践講座：ＤＩＹ講座 ＜新規＞ 

        社会生活に活かす経済学 

        社会生活に活かす心理学 

   ・交流事業 

     スポーツ広場 

ピンポン 



パワーアップヨーガ講座 

     生活設計広場  

女子力アップのメニューづくり講座 

チャレンジ広場 ＜新規＞ 

春の講座 

秋の講座 

交流会 

     出会い広場 

「花火ＤＥ恋！来い！」 

「月見ＤＥ恋！来い！」 

     地域交流広場 

コンサート 

合同活動展 

登録グループ発表会 

②相談事業 

  ・カウンセリング＠ホーム（第１・３木）全１９回 

・しゃべり場＠ホーム・スペース（第２ 木） 全１２回 

③指導助言・情報提供その他 

・登録グループの育成 

・図書の貸し出し 

・ハローワーク、雇用促進協議会からの情報提供、各地方公共団体等の勤労青少年関連

情報の収集・整理・提供 

・月刊「勤労青少年ホームだより」の発行 

 

 

（２）施設管理及び公益目的貸館事業 
 

１） 施設管理事業 
 

総合福祉センターの指定管理者として、引き続き市民の安全な利用を図るため、施

設の点検と必要な修繕を行うとともに、設置者において点検や修繕が必要なものにつ

いては、引き続きその実施を要望していきます。 

現指定管理期間が平成２７年度末までであり、引き続き指定管理者として施設管理

を担当できるよう必要な手続きを進めます。 

 

２） 施設を公益目的事業に貸与する事業 
 

登録グループの自主的な活動に寄与できるように施設利用の向上を図るとともに、

登録グループの育成と活動支援を図ります。 

平成２４年４月からスタートした登録グループ制度は、平成２６年度１０月に制度

の一部見直しを行い、登録の手続きなどを簡素化しました。 

平成２７年度は４３サークルが登録、活動されます。自立的な活動を保障するとと

もに、登録グループ発表会の開催などの支援を行っていきます。 



 

 

（３）収益事業 
 

公益目的事業以外に施設を貸与する事業などの収益事業については、総合福祉センタ

ーの設置目的を踏まえ、センターの存在を市民にアピールし、より幅広い市民に利用し

ていただき、利用件数の増加を図ります。 

また、利用者の利便を図るため、コピーサービス(有料)や飲料水の自販機設置を引き

続き行います。 

 



  

 

 

 

平成２７年度 総合福祉センター登録グループの認定について 
 

 

１ 経過 
 

  平成２６年１１月１５日  登録グループ公募（広報） 

 

平成２６年１２月 １日  募集開始（１２月２５日まで） 

 

 

 

         ○登録認定件数        ４３件 

          （内訳） 

          ・コミュニティセンター    ３件 

・障害者福祉センター     １件 

・中央老人福祉センター   ２２件 

・働く女性の家       １７件 

・勤労青少年ホーム      ０件 

 

 

 

２ 登録認定グループ名簿 

         裏面のとおり 

 

 

３ 登録認定グループの取り扱い 

 

（１）年間施設利用調整会議への参画 

認定グループは、総合福祉センターの平成２７年度年間活動場所に係る施 

設の利用調整会議に参画する。 

 

（２）使用料の減免 

認定グループ（継続）に限り、総合福祉センターの使用料は「３割減免」 

となる。

資料２  



 

平成２７年度亀岡市総合福祉センター登録認定グループ名簿 

   （順不同・敬称略） 
登録区分 グループの名称 代表者氏名 備考 

コミュニティセンター事業 

亀岡市吹奏楽団 武田 真美  

社交ダンスサークル もみの木 蔭山  暉 新規 

ミュージカル劇団 ぶぶづけ 佐久間 美枝子 新規 

障害者福祉センター事業 バドミントンサークル ドルフィン 伊崎 正史  

中央老人福祉センター事業 

ピンポンサークル 月組 福知 文子  

お茶を楽しむ会 小林 恒  

書道サークル 楽書会 中田 喜久  

パソコンサークル 小原 満智子  

フラダンスサークル レフア 吉田 美喜子  

ピンポンサークル 水仙 田渕 秀明  

コーラスサークル あさぎり 林 隆子  

カラオケサークルＡ 和田 茂明  

いきいき写真サークル 富田 聰  

ピンポンサークル 木の実 杉本 俊博  

カラオケサークルＢ 大塚 千鶴子  

ピンポンサークル 金友会 川村 隆也  

パッチワークサークル 戸田 百合恵  

ピンポンサークル キンビ 二村 昇  

書をたのしむ会 粟田 英子  

カラオケサークルＣ 岩森 和夫  

篆刻サークル 西川 きみ子  

亀岡短歌会 石川 満起乃  

ちぐさ句会 塚本 郁子 新規 

脳トレ 金曜会 並河 哲子 新規 

亀岡市高齢者囲碁クラブ 足立 勝  

元気で明るいサロン 工藤 邦男  

働く女性の家事業 

ストレッチ体操サークル 西村 寿美子  

ソーイングサークル ひまわり 辰井 紀子  

太極拳サークル 蘇州 藤田 鈴子  

くらしの生け花サークル 人見 邦子  

編み物サークル 大石 登美栄  

洋裁サークル ピンクッション 松本 郁子  

ピンポンサークル こすもす  丸山 順子  

ゴスペルサークル Join＆Joy 小多田 紀代  

フラダンスサークル アロハ 冨士原 富美  

洋裁サークルⅠ 高井 富子  

ゴスペルサークル AGUAS!! 加納 由香里  

実用書道サークル 芦田 かおる  

パッチワークサークル 阪口 とよ子  

ピンポンサークル おれんじ 今川 捷代  

新俳画サークル 高田 小百合  

リフレッシュダンス ひまわり 中田 諫子  

健康太極拳サークル 中澤 和美  
 

 



 

 

○亀岡市総合福祉センター条例 

平成17年9月30日条例第33号 

改正 平成24年3月30日条例第12号 

平成25年12月14日条例第36号 

 

亀岡市総合福祉センター条例（昭和57年亀岡市条例第33号）の全部を改正する。 

（目的） 

第1条 この条例は、亀岡市総合福祉センター（以下「総合福祉センター」という。）の設置及び

管理運営に関し必要事項を定めることを目的とする。 

（名称及び位置） 

第2条 総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 亀岡市総合福祉センター 

位置 亀岡市内丸町45番地の1 

（開館時間及び休館日） 

第3条 総合福祉センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要

と認めるときは、これを変更することができる。 

2 総合福祉センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるとき

は、随時に開館又は休館することができる。 

(1) 火曜日 

(2) 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 

(3) 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（前号に掲げる日を除く。） 

（構成） 

第4条 総合福祉センターは、次に掲げる施設をもって構成する。 

(1) 亀岡市コミュニティセンター 

(2) 亀岡市障害者福祉センター 

(3) 亀岡市中央老人福祉センター 

(4) 亀岡市働く女性の家 

(5) 亀岡市勤労青少年ホーム 

（平24条例12・一部改正） 

（業務） 

第5条 総合福祉センターは、市民の連帯感の醸成、障害者、老人、働く女性、勤労青少年の健康

の増進、教養の向上及びレクリエーション又は各種の相談、クラブ活動等市民のふれあいの施

設として便宜を総合的に供与することを業務とする。 

（平24条例12・一部改正） 



 

（利用者） 

第6条 総合福祉センターを利用することができる者は、市内に居住する者で、次の各号に掲げる

ものとする。 

(1) 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な近隣社会の建設とその発展のための事業を行

う者 

(2) 障害者 

(3) 60歳以上の者 

(4) 勤労女性（市内に勤務先を有する女性を含む。）又は勤労者家庭の女性 

(5) 35歳未満の勤労青少年（市内に勤務先を有する青少年を含む。） 

2 市長は、前項各号に定める者のほか、適当と認める者に総合福祉センターを利用させることが

できる。 

（平24条例12・一部改正） 

（使用の許可） 

第7条 総合福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならな

い。総合福祉センターの使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が許可された事項

を変更しようとするときも同様とする。 

2 市長は、総合福祉センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができ

る。 

（使用の許可の制限） 

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用を許可しないことができる。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

(2) 施設又は附属施設その他器具備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。 

(3) 営利を図る目的で使用するおそれがあると認めるとき。 

(4) 管理上支障があると認めるとき。 

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。 

（平24条例12・平25条例36・一部改正） 

（使用許可の取消し等） 

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の許可を取り消し、又は使用を中止

させ、若しくは制限することができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 使用の目的を変更したとき。 

(3) 災害その他不可抗力の事由によって施設が使用できなくなったとき。 

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。 

（平25条例36・一部改正） 

（使用料） 



 

第10条 総合福祉センターの使用料は、別表第1に掲げる額とする。 

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、

この限りでない。 

（平25条例36・一部改正） 

（使用料の減免） 

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の不還付） 

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全

部又は一部を還付することができる。 

（目的外使用） 

第13条 総合福祉センターは、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用する

ことができない。ただし、使用が総合福祉センターの管理上支障がないと認められるもので、

特に市長が許可した場合は、この限りでない。 

（目的外使用料） 

第14条 目的外使用の許可を受けて総合福祉センターの一部を使用する者（以下「目的外使用者」

という。）は、目的外使用料を市長が定める期日までに納付しなければならない。 

2 目的外使用料は、別表第2に掲げる額とする。 

（平25条例36・一部改正） 

（目的外使用料の減免） 

第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、目的外使用料を減額し、又は免除することが

できる。 

（特別の設備等） 

第16条 使用者が、総合福祉センターの使用に際し、特別の設備をし、総合福祉センター施設に

変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、申請と同時に市長の承

認を受けなければならない。 

（原状回復義務） 

第17条 使用者は、総合福祉センターの使用が終わったとき、使用の許可を取り消されたとき、

又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。 

（損害賠償） 

第18条 使用者が故意又は過失により総合福祉センター施設を毀損し、又は滅失したときは、そ

の損害を賠償しなければならない。 

（平24条例12・一部改正） 

（運営委員会） 

第19条 総合福祉センターの運営を円滑に行うため、亀岡市総合福祉センター運営委員会（以下

「運営委員会」という。）を置く。 



 

（組織） 

第20条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 市及び関係行政機関の職員 

(3) 利用者の代表 

(4) 企業及び団体の代表 

3 運営委員会に専門部会を置くことができる。 

（委員の任期） 

第21条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（指定管理者による管理） 

第22条 市長は、総合福祉センターの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めると

きは、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、総合福祉センター

の管理を指定管理者に行わせることができる。 

2 総合福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指

定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年亀岡市条例第4号）の定めるところによる。 

3 総合福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第3に定める

とおりとする。 

4 指定管理者が行う総合福祉センターの管理の基準は、第3条及び第6条から第9条までの規定に

定めるところによる。この場合において、これらの適用については、第3条中「市長が必要と認

める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第6条から第10条までの規定、第12

条及び第16条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。 

（利用料金） 

第23条 総合福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条の規定にかかわらず、

使用者は、指定管理者に使用に係る料金（以下「利用料金」という。）を前納しなければなら

ない。この場合において、第10条から第12条までの規定、別表第1及び別表第3中「使用料」と

あるのは「利用料金」とする。 

2 前項の利用料金の額は、別表第1に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承

認を得て、指定管理者が定める。 

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができ

る。 

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

（委任） 

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 



 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この条例の施行の際、現に改正前の亀岡市総合福祉センター条例第6条の規定により市長から

使用の許可を受けているものについて、改正後の亀岡市総合福祉センター条例第22条の規定に

より指定管理者に管理を行わせる場合は、同条例第7条の規定により指定管理者から使用の許可

を受けたものとみなす。 

附 則（平成24年条例第12号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年条例第36号） 

（施行期日） 

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この条例による改正後の亀岡市総合福祉センター条例の規定は、平成26年4月1日以後に許可

を受けた使用料及び目的外使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料及び目的外使用料

については、なお従前の例による。 

別表第1（第10条関係） 

（平24条例12・平25条例36・一部改正） 

総合福祉センター使用料 

種別＼使用時間区分 午前 午後 夜間 全日 

午前9時～正

午 

午後1時～午

後5時 

午後6時～午

後10時 

午前9時～午

後10時 

亀岡市コミ

ュニティセ

ンター 

（1階） 

コミュニティホール 円

2,160

円

3,240

円

4,320

円

9,720

亀岡市障害

者福祉セン

ター 

（1階） 

会議室 430 540 640 1,620

亀岡市中央

老人福祉セ

ンター 

（2階） 

教養娯楽室 430 540 640 1,620

会議室 430 540 640 1,620



 

亀岡市働く

女性の家 

（3階） 

和室 540 640 750 1,940

会議室 540 640 750 1,940

講習室 1,180 1,400 1,720 4,320

料理実習室 750 860 970 2,590

亀岡市勤労

青少年ホー

ム 

（4階） 

音楽室 640 750 860 2,260

講習室 750 860 1,080 2,700

軽運動室 750 860 1,080 2,700

集会室 430 540 640 1,620

備考 

1 市外居住者が使用するときは、使用料の3割相当額を加算する。 

2 冷暖房設備を使用するときは、次の表に掲げる額を加算する。 

区分 加算額 

冷房 使用料の4割相当額 

暖房 使用料の3割相当額 

3 特別に使用したガス、電気及び水道の使用料は、別に実費を徴収する。 

別表第2（第14条関係） 

（平24条例12・平25条例36・一部改正） 

区分 単位 金額 

団体事務室 1月 42,100円

別表第3（第22条関係） 

指定管理者に行わせる業務の範囲 

1 総合福祉センター各施設の各種事業の実施に関する業務 

2 総合福祉センターの使用に関する付随業務（使用の許可、使用料の徴収、使用の停止及

び使用許可の取消し等） 

3 総合福祉センターの施設及び設備の維持管理（軽微なものに限る。）に関する業務 

4 その他総合福祉センターの管理に関する業務で市長が必要と認める業務 

 



 

○亀岡市総合福祉センター条例施行規則 

平成18年3月20日 

規則第11号 

改正 平成23年10月1日規則第27号 

平成24年3月1日規則第3号 

平成24年3月30日規則第15号 

平成26年10月1日規則第20号 

亀岡市総合福祉センター条例施行規則（昭和58年亀岡市規則第2号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第1条 この規則は、亀岡市総合福祉センター条例（平成17年亀岡市条例第33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。 

（事業） 

第2条 地域住民の連帯意識を高めるため、市民各層を対象として亀岡市コミュニティセンター

（以下「コミュニティセンター」という。）において行う事業は、次のとおりとする。 

(1) 市民の連帯感の醸成及び余暇の活用のための施設の供与に関すること。 

(2) その他市長が必要と認める事業 

第3条 障害者のために亀岡市障害者福祉センター（以下「障害者福祉センター」という。）にお

いて行う事業は、次のとおりとする。 

(1) 生活、健康等の相談及び指導に関すること。 

(2) 教養の向上及びレクリエーションに関すること。 

(3) 機能回復訓練に関すること。 

(4) 職業相談及び就業の援助に関すること。 

(5) その他市長が必要と認める事業 

（平24規則15・一部改正） 

第4条 60歳以上の者のために亀岡市中央老人福祉センター（以下「中央老人福祉センター」とい

う。）において行う事業は、次のとおりとする。 

(1) 生活、健康等の相談及び指導に関すること。 

(2) 教養の向上及びレクリエーションに関すること。 

(3) 職業相談及び就業の援助に関すること。 

(4) その他市長が必要と認める事業 

（平24規則15・一部改正） 

第5条 勤労女性及び勤労者家庭の女性のために亀岡市働く女性の家（以下「働く女性の家」とい

う。）において行う事業は、次のとおりとする。 

(1) 職業、家庭及び生活に関する相談並びに指導に関すること。 

(2) 一般教養及び職業家庭、生活技術等の講習会の開催に関すること。 



 

(3) クラブ活動等の指導、援助に関すること。 

(4) スポーツ、レクリエーション等の指導及び援助並びに余暇の活用のための施設の供与に関

すること。 

(5) その他市長が必要と認める事業 

第6条 35歳未満の勤労青少年のために亀岡市勤労青少年ホーム（以下「勤労青少年ホーム」とい

う。）において行う事業は、次のとおりとする。 

(1) 各種講座、講習会、講演会、座談会等の開催に関すること。 

(2) 各種の相談及び指導に関すること。 

(3) クラブ活動の育成、指導に関すること。 

(4) スポーツ、レクリエーション等の指導及び援助並びに余暇の活用のための施設の供与に関

すること。 

(5) その他市長が必要と認める事業 

（平24規則15・一部改正） 

（受付時間） 

第7条 亀岡市総合福祉センター（以下「総合福祉センター」という。）の受付時間は、午前9時

から午後9時までとする。ただし、日曜日は、午前9時から午後5時までとする。 

（利用グループの登録） 

第8条 条例第6条第1項各号に掲げる者は、利用グループとして登録することができる。 

2 登録を受けようとするグループは、亀岡市総合福祉センター利用グループ登録申請書（別記第

1号様式）を市長に提出しなければならない。 

3 第1項の登録及び利用グループの活動に関する取扱いは、市長が別に定める。 

4 市長は、第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用グループとして登

録したときは、亀岡市総合福祉センター利用グループ登録証（別記第2号様式）を交付するもの

とする。 

5 市長は、前項の規定により登録したグループ（以下「登録グループ」という。）について登録

簿を調製し、保管するものとする。 

（平23規則27・追加、平24規則15・平26規則20・一部改正） 

（使用許可の申請） 

第9条 条例第7条第1項の規定により総合福祉センターの使用の許可を受けようとする者は、亀岡

市総合福祉センター使用許可申請書（別記第3号様式。以下「使用許可申請書」という。）を市

長に提出しなければならない。 

2 前項の使用許可申請書の提出期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間と

する。ただし、登録グループが申請する場合又は市長が必要と認めるときは、この限りでない。 

(1) コミュニティセンター 使用しようとする日（以下「使用日」という。）前3月から3日ま

で 



 

(2) 障害者福祉センター、中央老人福祉センター、働く女性の家及び勤労青少年ホーム 使用

日前1月から当日まで 

（平23規則27・旧第8条繰下・一部改正、平24規則15・平26規則20・一部改正） 

（使用の許可） 

第10条 市長は、条例第7条第1項に規定する使用の許可（以下「使用許可」という。）をしたと

きは、条例第10条第2項ただし書に定める場合のほか、使用料の納付のあった後、亀岡市総合福

祉センター使用許可書（別記第4号様式。以下「許可書」という。）を前条第1項に規定する申

請をした者に対し交付するものとする。 

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者（以下「使用者」という。）は、市長から許可書の

提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 

（平23規則27・旧第9条繰下・一部改正） 

（使用期間） 

第11条 総合福祉センターの施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間を超

えて使用することができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。 

(1) コミュニティセンター 5日間 

(2) 障害者福祉センター、中央老人福祉センター、働く女性の家及び勤労青少年ホーム 3日

間 

（平23規則27・旧第10条繰下、平24規則15・平26規則20・一部改正） 

（使用許可の順位） 

第12条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に

必要と認めるときは、この限りでない。 

（平23規則27・旧第11条繰下） 

（使用時間の計算及び延長） 

第13条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を

含めたものとする。 

2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。 

3 使用者は、使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る規定の使用料を直ち

に納付しなければならない。 

（平23規則27・旧第12条繰下） 

（使用内容の変更） 

第14条 使用者は、使用許可を受けた内容を変更しようとするときは、亀岡市総合福祉センター

使用許可内容変更承認申請書（別記第5号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容の変更について承認の可否を決定し、

当該申請をした者に対し、亀岡市総合福祉センター使用許可内容変更承認可否通知書（別記第6



 

号様式）を交付するものとする。 

（平23規則27・旧第13条繰下・一部改正） 

（申出による使用許可の取消し） 

第15条 使用者は、自らの都合により使用許可の取消しを受けようとするときは、亀岡市総合福

祉センター使用許可取消届・使用料還付申請書（別記第7号様式。以下「取消届・還付申請書」

という。）に許可書を添えて市長に提出しなければならない。 

2 市長は、前項の規定による申請について承認するときは、当該申請をした者に対し、亀岡市総

合福祉センター使用許可取消承認通知書（別記第8号様式）を交付するものとする。 

（平23規則27・旧第14条繰下・一部改正） 

（使用料及び目的外使用料の減免） 

第16条 条例第11条及び条例第15条の規定により使用料及び目的外使用料を減額し、又は免除す

ることができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、入場料その他これに類するも

のを徴収するときは、使用料及び目的外使用料を減額し、又は免除しない。 

(1) 使用料の減免 

ア 本市が使用する場合 免除 

イ 登録グループが使用する場合 3割 

ウ 災害その他の特別の理由により公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると

認めるとき。 免除 

エ その他公益のため使用する場合で、市長が必要があると認めるとき。 3割 

(2) 目的外使用料の減免 

公益のため特別の理由により使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免

除 

2 前項の規定により、使用料及び目的外使用料の減額又は免除を受けようとするときは、亀岡市

総合福祉センター使用料（目的外使用料）減免申請書（別記第9号様式）を使用許可申請書に添

付しなければならない。 

（平23規則27・旧第15条繰下・一部改正、平26規則20・一部改正） 

（使用料の還付） 

第17条 条例第12条ただし書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。この場合において、当該各号の規定により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てる。 

(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額 

(2) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額 

(3) 使用許可の取消しを使用の日前7日までにした場合 5割 

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとするときは、取消届・還付申請書に許可書を添

付して市長に提出しなければならない。 



 

（平23規則27・旧第16条繰下） 

（遵守事項） 

第18条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。ただし、市長が特に許可したものは、こ

の限りでない。 

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。 

(3) 許可なく物品等の展示及び販売をしないこと。 

(4) 許可なく印刷物等の掲示及び配布をしないこと。 

(5) 許可を受けた以外の場所及び器具を使用しないこと。 

(6) 使用施設について後始末、原状回復等を行う場合は、市長の指示に従うこと。 

(7) 入館者に対して次条の規定を守らせること。 

（平23規則27・旧第17条繰下） 

第19条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気（喫煙を含む。）を使用しないこと。 

(2) 館内を不潔にしないこと。 

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。 

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。 

(5) その他市長の指示に従うこと。 

（平23規則27・旧第18条繰下） 

（破損等の届出） 

第20条 使用者及び入館者は、総合福祉センターの施設又は附帯設備等を破損し、又は滅失した

ときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。 

（平23規則27・旧第19条繰下） 

（使用終了の届出） 

第21条 使用者は、総合福祉センターの使用を終わったときは、直ちに市長に届け出て、検査を

受けなければならない。 

（平23規則27・旧第20条繰下） 

（冷暖房の実施期間） 

第22条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて、市長はその期間を伸

縮し、又は変更することができる。 

(1) 冷房期間 6月20日から9月20日まで 

(2) 暖房期間 1月1日から3月31日まで及び12月1日から12月31日まで 

（平23規則27・旧第21条繰下、平24規則3・一部改正） 

（運営委員会） 

第23条 亀岡市総合福祉センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）は、次に定める事



 

項を審議するものとする。 

(1) 総合福祉センターの運営方針に関すること。 

(2) 総合福祉センターの事業、使用及び普及に関すること。 

(3) その他市長が必要と認めること。 

（平23規則27・旧第22条繰下） 

（会長及び副会長） 

第24条 運営委員会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選による。 

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を統轄する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

（平23規則27・旧第23条繰下） 

（専門部会） 

第25条 運営委員会の所掌事項のうち、市長が特に必要と認めた事項について能率的かつ効果的

に調査、審議するため専門部会を設置する。 

2 専門部会は、運営委員会の委員7人以内で組織し、その委員は、会長が運営委員会に諮って指

名する。 

3 部会長及び副部会長は、専門部会の委員の互選とする。 

（平23規則27・旧第24条繰下） 

（部会の所掌事項） 

第26条 専門部会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 障害者福祉センター、中央老人福祉センター、働く女性の家及び勤労青少年ホームの運営

に関する基本的事項についての調査及び審議 

(2) 障害者福祉センター、中央老人福祉センター、働く女性の家及び勤労青少年ホームの事業

計画、実施内容の検討及び普及に関すること。 

(3) その他市長が必要と認めること。 

（平23規則27・旧第25条繰下、平24規則15・平26規則20・一部改正） 

（会議の招集） 

第27条 運営委員会は会長が、専門部会は部会長が、これを招集する。 

2 運営委員会及び専門部会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

3 会長は、必要に応じ専門部会に出席し、指導及び助言を与えることができる。 

（平23規則27・旧第26条繰下、平24規則15・一部改正） 

（事務局） 

第28条 運営委員会及び専門部会の事務局は、亀岡市福祉事務所に置く。 

（平23規則27・旧第27条繰下） 

（指定管理者による管理） 



 

第29条 総合福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用に

ついては、第8条、第9条、第10条、第14条、第15条及び第17条から第22条までの規定中「市長」

とあるのは「指定管理者」と、第10条、第13条、第16条、第17条及び別記第7号様式から別記

第9号様式までの様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条、第12条、第16条第1項

第1号及び第30条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」とする。 

（平23規則27・旧第28条繰下・一部改正） 

（その他） 

第30条 この規則に定めるもののほか、総合福祉センターの管理について必要な事項は、市長が

別に定める。 

（平23規則27・旧第29条繰下） 

附 則 

この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則（平成23年規則第27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15条第1項を第16条第1項とし、「条例第6条

第1項による各号の区分に応じて使用するとき。 免除」を「登録グループが使用する場合 3

割」に改める部分は、平成24年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行前に条例第6条第1項による各号の区分に応じて使用していた者は、第16条第1

項第1号（イ）の改正規定にかかわらず、平成27年3月31日までの使用に限り、使用料の減免額

を5割とする。 

附 則（平成24年規則第3号）抄 

（施行期日） 

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則（平成24年規則第15号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年規則第20号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
 


