【関連法令等１】
○地方自治法（抄）
昭和22年4月17日法律第67号
第十章 公の施設
（公の施設）
第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供す
るための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。
２ 普通地方公共団体（次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）
は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いを
してはならない。
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある
ものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなけれ
ばならない。
２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なもの
について、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするとき
は、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認め
るときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体
が指定するもの（以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）
に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範
囲その他必要な事項を定めるものとする。
５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通
地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を
作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用
に係る料金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受さ
せることができる。
９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定
めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、
あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
１０ 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を
期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実
地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
１１ 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者
による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間
を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
（公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用）
第二百四十四条の三 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公
共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
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２ 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団
体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。
３ 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
（公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求）
第二百四十四条の四 普通地方公共団体の長以外の機関（指定管理者を含む。）がした公の
施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機
関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものと
する。
２ 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求が
された場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した
上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
３ 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならな
い。
４ 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下し
たときは、その旨を議会に報告しなければならない。
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○佐倉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６月29日条例第21号
（趣旨）
第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２第
３項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必
要な事項を定めるものとする。
（指定管理者の公募）
第２条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を
明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体（以下「団体」という。）
を公募しなければならない。
(１) 管理を行う公の施設の概要
(２) 申請の資格
(３) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(４) 指定の期間
(５) 申請の方法
(６) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
（指定管理者の指定の申請）
第３条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に
申請しなければならない。
(１) 指定を受けようとする公の施設の管理に係る事業計画書（以下「事業計画書」という。）
(２) 指定を受けようとする公の施設の管理に係る収支計画書
(３) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める書類
（申請の資格の制限）
第４条 市長又は議員が代表者又はこれに準ずる地位にある者となっている団体は、指定管理
者の指定の申請をすることができない。
（指定管理者の候補者の選定）
第５条 市長は、第３条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし、最も適
当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(１) 事業計画書による公の施設の運営が、市民の平等な利用を確保するものであること。
(２) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係
る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものである
こと。
(４) 前３号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために市長が必要と認
める基準
２ 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、佐倉市指定管理者審査
委員会の意見を聴いた上で総合的に判断するものとする。
（指定管理者の候補者の選定の特例）
第６条 市長は、第３条の規定による申請がなかった場合、前条第１項各号に掲げる基準を満
たす団体がなかった場合等により指定管理者の候補者の選定ができない状態において、当該
公の施設について直ちに指定管理者を指定しなければ著しく公益が損なわれるおそれがあ
ると認めるときは、第２条、第３条及び前条に規定する手続を経ずに指定管理者の候補者を
選定することができる。
２ 市長は、一の指定管理者が併せて複数の公の施設（教育委員会が管理するものを含む。以
下この項において同じ。）の管理を行うことによってより事業効果が期待できると認められ
る場合であって、当該複数の公の施設のいずれかについて現に指定管理者に管理を行わせて
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いるものがあるときは、一の指定管理者に管理を行わせることができるまでの間に限り、第
２条、第３条及び前条に規定する手続を経ずに、当該現に管理を行わせている指定管理者を
当該複数の公の施設の指定管理者の候補者として選定することができる。
３ 市長は、地域の運営によってより事業効果が期待できると認められる公の施設については、
第２条に規定する手続を経ずに当該地域の地縁による団体（法第260条の２第１項に規定す
るものをいう。）等を指定管理者の候補者として選定することができる。
（指定管理者の指定）
第７条 市長は、第５条又は前条の規定により選定した候補者について、法第244条の２第６
項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
２ 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
（協定の締結）
第８条 指定管理者の指定を受けた団体は、規則で定める事項について、市長と公の施設の管
理に関する協定を締結しなければならない。
（事業報告書の作成及び提出）
第９条 指定管理者は、毎年度終了後２月以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる
事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中
において第11条第１項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起
算して１月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(１) 管理業務の実施状況及び利用状況
(２) 利用料金の収入の実績
(３) 管理に係る経費の収支状況
(４) 前３号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
（業務報告の聴取等）
第10条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又
は経理の状況に関し定期に又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な
指示をすることができる。
（指定の取消し等）
第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき
事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指
定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ
る。
２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停
止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
３ 第７条第２項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用す
る。
（原状回復の義務）
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第１項の規定により指定を
取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき
は、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければな
らない。ただし、市長が原状に回復しないことについて承認をしたときは、この限りでない。
（損害賠償の義務）
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊
し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、
市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
（情報の管理等）
第14条 指定管理者は、佐倉市個人情報保護条例（平成17年佐倉市条例第３号）の趣旨にのっ
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とり、個人情報が適切に保護されるよう、当該公の施設の管理に当たって保有する個人情報
の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の適正な管理のために必要な措置を
講じなければならない。
２ 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者（以下この項において「従
事者」という。）は、当該公の施設の管理に当たって知り得た個人情報をみだりに他人に知
らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは
指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。
３ 指定管理者は、佐倉市情報公開条例（平成13年佐倉市条例第２号）の趣旨にのっとり、当
該公の施設の管理に係る情報を適正に管理しなければならない。
（佐倉市指定管理者審査委員会）
第15条 指定管理者の候補者の選定について、市長の諮問に応じて調査及び審議するため、佐
倉市指定管理者審査委員会（以下「審査委員会」という。）を置く。
２ 審査委員会は、委員６人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(１) 学識経験を有する者
(２) 公募による市民
(３) 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
３ 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。
４ 審査委員会は、必要があると認めるときは、指定に係る公の施設の管理運営について専門
的知識を有する者の意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を
求めることができる。
５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
６ 前各項に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
（市長による管理）
第16条 市長は、第11条第１項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業
務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の理由により管理
の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めると
きは、他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の管理の業務の全部又は一部を自ら行う
ことができる。
２ 前項の規定により市長が公の施設の管理の業務の全部又は一部を自ら行う場合において、
当該指定管理者の収入として収受させている当該公の施設の利用に係る料金（以下「利用料
金」という。）があるときは、市長は、自ら管理の業務を行う直前の利用料金の額を使用料
として徴収するものとする。
３ 市長は、前項の使用料について、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を
免除し、又は還付することができる。
４ 指定管理者が行う管理の業務に関する当該公の施設の管理に係る条例の規定は、第１項の
規定により市長が自ら行う管理の業務について準用する。この場合において、当該規定に関
する技術的読替えその他必要な事項は、規則で定める。
（教育委員会が所管する公の施設への適用）
第17条 教育委員会が所管する公の施設について、この条例を適用する場合においては、第２
条、第３条、第５条から第10条まで、第11条第１項、第12条、第13条、第15条第１項並びに
前条の見出し、同条第１項及び第４項中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第４条中「市
長」とあるのは「市長、教育委員会の委員」と、第６条第２項中「教育委員会」とあるのは
「市長」と、前条第２項中「市長が」とあるのは「教育委員会が」と、「自ら」とあるのは
「教育委員会自ら」と、第２条、第３条、第８条、前条第４項及び次条中「規則」とあるの
は「教育委員会規則」とする。
（委任）
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第18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
（施行期日）
１ この条例は、公布の日から施行する。
（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）
２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年佐倉市条例第32
号）の一部を次のように改正する。
（次のよう略）
附 則（平成17年９月30日条例第26号抄）
（施行期日）
１ この条例は、平成17年10月１日から施行する。
附 則（平成20年７月７日条例第25号）
（施行期日）
１ この条例は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２ この条例による改正前の佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第15
条第１項の規定により置かれた佐倉市指定管理者選定委員会及びその委員は、この条例の施
行の日において、改正後の佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第15条
第１項の規定により置かれた佐倉市指定管理者審査委員会及びその委員となり、同一性をも
って存続するものとする。
附 則（平成26年９月30日条例第23号）
この条例は、公布の日から施行する。
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○佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年６月29日規則第87号
（趣旨）
第１条 この規則は、佐倉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年佐
倉市条例第21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。
（公募に明示する事項）
第２条 条例第２条第６号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(１) 市が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額
(２) 利用料金に関する事項
(３) 条例第３条各号に掲げる書類の具体的内容
(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
（申請の手続）
第３条 条例第３条の申請書は、佐倉市公の施設指定管理者指定申請書（別記様式第１号）と
する。
２ 条例第３条第１号の事業計画書に記載する事項は、次のとおりとする。
(１) 基本方針に関する事項
(２) 業務計画に関する事項
(３) 運営体制及び組織に関する事項
(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
３ 条例第３条第２号の収支計画書に記載する事項は、次のとおりとする。
(１) 収入に係る計画及びその説明に関する事項
(２) 支出に係る計画及びその説明に関する事項
(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
４ 条例第３条第３号の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(１) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
(２) 登記事項証明書（申請する団体が法人の場合に限る。）
(３) 市長が指定する年度に係る事業報告書、損益計算書（又は収支計算書）、貸借対照表
及び財産目録
(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
（申請の資格）
第４条 条例第３条に規定する指定管理者の指定を受けようとする団体（複数の団体が共同し
て指定管理者の指定を受けようとする場合は、その構成員である団体）は、次の各号のいず
れにも該当しないものとする。
(１) 当該団体の責めに帰すべき事由により本市又は他の地方公共団体から指定管理者の
指定を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない団体
(２) 本市又は他の地方公共団体から複数の団体が共同して指定管理者の指定を受けた場
合であって、当該複数の団体の責めに帰すべき事由により当該指定を取り消され、その取
消しの日から５年を経過しないときに、その構成員であった団体
(３) 当該団体の役員（法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者）のうち次のいずれ
かに該当する者がある団体
ア 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ないもの
ウ 指定管理者の指定の手続において、公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るため
に連合した者
(４) 破産手続開始の決定を受けた法人
(５) 本市における一般競争入札への参加を制限されている団体
(６) 市税を滞納している団体
２ 前項に掲げるもののほか、必要とする申請の資格については、市長が別に定める。
（選定結果及び指定の通知）
第５条 市長は、条例第５条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請をした
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全ての団体に対し、佐倉市公の施設指定管理者候補者選定結果通知書（別記様式第２号）に
よりその選定結果を通知するものとする。
２ 市長は、条例第７条第１項の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に
対し、佐倉市公の施設指定管理者指定通知書（別記様式第３号）により通知するものとする。
（協定書に定める事項）
第６条 条例第８条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(１) 事業計画に関する事項
(２) 利用料金に関する事項
(３) 管理経費の額及び支払方法に関する事項
(４) 事業報告に関する事項
(５) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(６) 管理の業務に当たって知り得た個人情報の保護に関する事項
(７) 施設内の物品の所有権の帰属に関する事項
(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
（事業報告書）
第７条 条例第９条の事業報告書は、別記様式第４号によるものとする。
（審査委員会の組織等）
第８条 条例第15条の佐倉市指定管理者審査委員会（以下「審査委員会」という。）に委員長
及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その
職務を代理する。
４ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
５ 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
６ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
７ 委員は、指定管理者に応募した団体の代表者又はこれに準ずる地位にある者となっている
場合は、その審議に加わることができない。
８ 審査委員会の庶務は、資産管理経営室において処理する。
９ この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員
会に諮って定める。
（補則）
第９条 この規則に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関して必要な
事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則（平成18年７月21日規則第59号）
この規則は、公布の日から施行する。
附 則（平成20年３月31日規則第13号）
この規則は、平成20年４月１日から施行する。
附 則（平成20年７月７日規則第35号）
この規則は、公布の日から施行する。
附 則（平成22年５月31日規則第23号）
この規則は、平成22年６月１日から施行する。（後略）
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別記
様式第１号
佐倉市公の施設指定管理者指定申請書

年

月

日

（あて先）佐倉市長

所在地
団体名
代表者職氏名

印

佐倉市公の施設の指定管理者の手続等に関する条例第３条の規定により、次の公の施設につい
て指定管理者の指定を受けたいので申請します。
公の施設の名称
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様式第２号
第
年

号
月

日

団体名
代表者職氏名

様

佐倉市長

印

佐倉市公の施設指定管理者候補者選定結果通知書
年

月

日付けで申請がありました公の施設の指定管理者の指定における候補
選定しました
者の選定については、以下の理由により
ので通知します。
選定しませんでした
１ 公の施設の名称

２ 理由
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様式第３号
第
年

号
月

日

団体名
代表者職氏名

様

佐倉市長

印

佐倉市公の施設指定管理者指定通知書

年

月

日付けで申請のありました公の施設の指定管理者の指定について、佐倉

市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第７条第１項の規定により、以下のとおり
貴団体を当該公の施設の指定管理者として指定します。
１ 公の施設の名称

２ 指定の期間
年

月

日から

年

月

日まで
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様式第４号
事

業

報

告

書

年

月

日

（あて先）佐倉市長

団体名
代表者職氏名

印

年度の業務が完了しましたので、地方自治法第 244 条の２第

次の公の施設について、

７項及び佐倉市公の施設の指定管理者の手続等に関する条例第９条の規定により報告します。

１ 公の施設の名称

２ 添付書類

(１) 管理業務の実施状況及び利用状況

(２) 利用料金の収入の実績

(３) 管理に係る経費の収支状況

(４) その他
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○佐倉市さくらんぼ園の設置及び管理に関する条例
平成 18 年９月 29 日条例第 41 号
改正
平成 19 年７月 10 日条例第 17 号
平成 24 年３月 26 日条例第７号
平成 24 年６月 29 日条例第 28 号
平成 25 年 10 月１日横書き施行
平成 26 年９月 30 日条例第 27 号
佐倉市さくらんぼ園の設置及び管理に関する条例
（趣旨）
第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第１
項の規定に基づき、佐倉市さくらんぼ園の設置及び管理に関し必要な事項を
定めるものとする。
（設置）
第２条 本市は、在宅の障害児（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」
という。）第４条第２項に規定するものをいう。以下同じ。）に対し、その
障害の程度に応じて発達を支援することにより、在宅の障害児の福祉の増進
を図るため、法第 43 条第１号に規定する福祉型児童発達支援センターとして
佐倉市さくらんぼ園（以下「さくらんぼ園」という。）を設置する。
（名称及び位置）
第３条 さくらんぼ園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称

位置

佐倉市さくらんぼ園

佐倉市大篠塚 1587 番地

（利用定員）
第４条 さくらんぼ園の１日の利用定員（さくらんぼ園において同時に児童発
達支援（法第６条の２の２第２項に規定するものをいう。以下同じ。）又は
放課後等デイサービス（同条第４項に規定するものをいう。以下同じ。）の
提供を受けることができる障害児の数の上限をいう。）は、40 人とする。
（業務）
第５条 さくらんぼ園の業務は、次のとおりとする。
(１) 利用者の障害の程度に応じた、児童発達支援、放課後等デイサービス、
保育所等訪問支援（法第６条の２の２第５項に規定するものをいう。以
下同じ。）及び障害児相談支援（法第６条の２の２第６項に規定するも
のをいう。）の実施に関すること。
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(２) その他利用者の福祉の増進に関すること。
（指定管理者による管理）
第６条 市長は、さくらんぼ園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自
治法第 244 条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって市長が指
定するもの（以下「指定管理者」という。）にさくらんぼ園の管理を行わせ
るものとする。
（指定管理者が行う業務）
第７条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(１) さくらんぼ園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(２) 第５条各号に掲げる業務の実施に関すること。
(３) その他市長が必要と認める業務
（開所時間）
第８条 さくらんぼ園の開所時間は、午前８時 30 分から午後５時 30 分までと
する。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認
を得て、その時間を変更することができる。
（休所日）
第９条 さくらんぼ園の休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、
特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨
時に休所日を設けることができる。
(１) 日曜日
(２) 土曜日
(３) 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
(４) １月２日から同月４日まで及び 12 月 28 日から同月 31 日まで
２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が別に定める範囲内におい
て土曜日に開所することができる。この場合における前条の規定の適用につ
いては、同条中「午後５時 30 分」とあるのは、「午後２時 30 分」とする。
（利用者）
第 10 条 さくらんぼ園を利用できる者は、法第 21 条の５の５第１項の規定に
よる市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定を受けた障害児とする。
ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
（利用の許可）
第 11 条 さくらんぼ園を利用しようとする障害児の保護者は、指定管理者の許
可を受けなければならない。
（利用の制限）
第 12 条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を
取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。
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(１) 第 10 条に規定する利用者の要件を満たさなくなったとき。
(２) その他さくらんぼ園の管理上支障があると認められるとき。
（利用者の負担）
第 13 条 利用者は、児童発達支援、放課後等デイサービス又は保育所等訪問支
援を受けたときは、法第 21 条の５の３第２項の厚生労働大臣が定める基準に
より算定した費用の額を負担するものとする。
（損害賠償の義務）
第 14 条 故意又は過失によりさくらんぼ園の施設又は附属設備その他器具等を
滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、
市長が特にやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
（委任）
第 15 条 この条例に定めるもののほか、さくらんぼ園の管理及び運営に関し必
要な事項は、規則で定める。
附 則
（施行期日）
１ この条例は、平成 18 年 10 月１日から施行する。
（佐倉市立さくらんぼ園設置条例の廃止）
２ 佐倉市立さくらんぼ園設置条例（昭和 47 年佐倉市条例第 10 号）は、廃止
する。
（経過措置）
３ この条例の施行の際現に廃止前の佐倉市立さくらんぼ園設置条例に基づき
さくらんぼ園への通園の許可を受けている者は、第７条の規定によりさくら
んぼ園の利用の許可を受けた者とみなす。
附 則（平成 19 年７月 10 日条例第 17 号）
この条例は、平成 20 年４月１日から施行する。
附 則（平成 24 年３月 26 日条例第７号）
この条例は、平成 24 年４月１日から施行する。
附 則（平成 24 年６月 29 日条例第 28 号）
この条例は、平成 24 年７月１日から施行する。
附 則（平成 26 年９月 30 日条例第 27 号）
この条例は、平成 27 年１月１日から施行する。
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○佐倉市さくらんぼ園の管理及び運営に関する規則
平成 18 年９月 29 日規則第 72 号
改正
平成 19 年３月 30 日規則第 23 号
平成 19 年７月 10 日規則第 35 号
平成 24 年３月 30 日規則第６号
平成 25 年 10 月１日横書き施行
平成 26 年９月 30 日規則第 41 号
佐倉市さくらんぼ園の管理及び運営に関する規則
（趣旨）
第１条 この規則は、佐倉市さくらんぼ園の設置及び管理に関する条例（平成
18 年佐倉市条例第 41 号。以下「条例」という。）第 15 条の規定に基づき、
佐倉市さくらんぼ園（以下「さくらんぼ園」という。）の管理及び運営に関
し必要な事項を定めるものとする。
（利用許可の申請）
第２条 条例第 11 条の規定によりさくらんぼ園の利用の許可を受けようとする
障害児（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）第４条
第２項に規定するものをいう。）の保護者（以下「申請者」という。）は、
指定管理者（条例第６条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に申請
しなければならない。
２ 指定管理者は、前項の申請があったときは、これを審査の上、利用の可否
を決定し、申請者に通知するものとする。
（利用終了の手続）
第３条 さくらんぼ園の利用者が利用を終了しようとするときは、指定管理者
に届け出なければならない。
２ 指定管理者は、前項の届出により利用の終了を決定したときは、届出者に
通知するものとする。
（利用者負担金の支払）
第４条 児童発達支援（法第６条の２の２第２項に規定するものをいう。）又
は放課後等デイサービス（同条第４項に規定するものをいう。）を受けた利
用者は、指定管理者に対し、条例第 13 条に規定する利用者負担金のうち、法
第 21 条の５の２に規定する障害児通所給付費を控除した額を支払うものとす
る。
（利用者の遵守事項）
第５条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(１) 指導員の指示がなく訓練を行い、又は訓練具を利用しないこと。
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(２) 職員の指示に従うこと。
（補則）
第６条 この規則に定めるもののほか、さくらんぼ園の管理及び運営に関し必
要な事項は、市長が別に定める。
附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成 18 年 10 月１日から施行する。
（佐倉市立さくらんぼ園設置条例施行規則の廃止）
２ 佐倉市立さくらんぼ園設置条例施行規則
（昭和 47 年佐倉市規則第９号）
は、
廃止する。
（経過措置）
３ この規則による廃止前の佐倉市立さくらんぼ園設置条例施行規則（以下「旧
規則」という。）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則中に
これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされた
ものとみなす。
附 則（平成 19 年３月 30 日規則第 23 号）
この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。
附 則（平成 19 年７月 10 日規則第 35 号）
この規則は、平成 20 年４月１日から施行する。
附 則（平成 24 年３月 30 日規則第６号）
この規則は、平成 24 年４月１日から施行する。
附 則（平成 26 年９月 30 日規則第 41 号）
この規則は、平成 27 年１月１日から施行する。
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○佐倉市情報公開条例（抄）
平成13年３月28日条例第２号
（指定管理者の情報公開）
第22条 指定管理者（地方自治法第244条の２第３項の規定により本市の公の施設の管理を行
うものをいう。）は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に当たって保有する
情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
２ 実施機関は、指定管理者に対し、情報公開を推進するため前項に定める必要な措置を講ず
るよう指導を行わなければならない。

【関連法令等６】－1－
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○佐倉市個人情報保護条例（抄）
平成17年３月24日条例第３号
（指定管理者の指定に伴う措置）
第12条の２ 実施機関は、指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項
の規定により本市の公の施設の管理を行うものをいう。以下同じ。）に公の施設の管理を行
わせるときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
（指定管理者等の責務）
第13条の２ 指定管理者は、当該公の施設の管理に当たって保有する個人情報の漏えい、滅失
又はき損の防止その他の保有する個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなけれ
ばならない。
２ 指定管理者の管理する公の施設の業務に従事している者又は従事していた者は、当該公の
施設の管理に当たって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し
てはならない。
３ 実施機関は、指定管理者における公の施設の管理の業務に係る個人情報の不適正な取扱い
により当該個人情報の本人の権利利益を侵害したことが明らかに認められる場合は、当該指
定管理者に対して必要な措置を講ずることができる。

（指定管理者の個人情報保護）
第46条 指定管理者は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に当たって保有する
個人情報の開示等に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
２ 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導を行わなけれ
ばならない。
第５章 罰則
第52条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委託を受けて保有個人情
報を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個
人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又
は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を電子計算機を用いて検索する
ことができるように体系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したもの
を含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
２ 指定管理者の管理する公の施設の業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理
由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル（個人情報を含む情
報の集合物であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号
その他の符号により当該個人を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に
構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を提供した
ときも、前項と同様とする。
第53条 前条第１項に規定する者が、その事務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは
第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は50万円
以下の罰金に処する。
２ 前条第２項に規定する者が、その事務に関して知り得た当該公の施設の管理に当たって保
有する個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき
も、前項と同様とする。
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