
議第３６号 

 

令和３年度酒田市一般会計補正予算（第７号）について 

 

令和３年度酒田市一般会計補正予算（第７号）について、酒田市長より意見

を求められているので、同意するものとする。 

 

令和３年１１月２９日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議第３７号 

 

酒田市立図書館設置条例の一部を改正する条例の一部の施行期日

を定める規則の制定について 

 

酒田市立図書館設置条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規

則を次のように制定する。 

 

令和３年１１月２９日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

酒田市立図書館設置条例の一部を改正する条例の一部の施行期日 

を定める規則 

 

酒田市立図書館設置条例の一部を改正する条例（平成３１年条例第７号）第

２条の規定の施行期日は、令和４年４月１日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 中央図書館を移転オープンさせるため、酒田市立図書館設置条例の一部を改

正する条例の一部の施行期日を定める規則を制定するものである。 



酒田市立図書館設置条例の一部を改正する条例（平成３１年条例第７号）（抄） 

第２条 酒田市立図書館設置条例の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

酒田市立図書館設置管理条例 

第１条中「設置」を「設置及び管理」に改める。 

第２条第１項の表中 

「  

酒田市中央西町２番５９号 

」 

を 

「  

酒田市幸町一丁目１０番１号 

」 

に改め、同条第２項中「酒田市立中央図書館」の次に「（以下「中央図書館」

という。）」を加える。 

第３条から第５条までを次のように改める。 

（指定管理者による管理） 

第３条 図書館（分館を含むものとする。以下同じ。）の管理は、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、法人

その他の団体であって、酒田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

（指定管理者が行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

( 1 )  図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、市民の 

利用に供する業務 

(2) 図書館の設置目的に資するための事業に関する業務

(3) 第１３条に規定する使用の制限、第１４条に規定する使用の許可、

第１５条第１項に規定する使用許可の取消し及び第１７条第２項に規定

する原状回復義務の特例承認に関する業務 

(4) 図書館の施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(5) 図書館の安全及び防犯の確保に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理及び運営に関して教育委

員会が必要と認める業務 

議第３７号参考資料 

２ 前条の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合において、

第１３条、第１４条、第１５条第１項及び第１７条第２項の規定中「教育

委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（指定管理者の管理の期間） 

第５条 指定管理者が図書館の管理を行う期間は、議会の議決を経て定める

期間とする。ただし、再指定を妨げない。 

第６条を第２３条とし、第５条の次に次の１７条を加える。 

（指定管理者の指定の申請） 

第６条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするも

のは、別に定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について教

育委員会に申請しなければならない。 

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要なものとして別に

定める書面 

２ 前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。 

（指定管理者の指定） 

第７条 教育委員会は、前条第１項（同条第２項において準用する場合を含

む。）の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する

もののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理

者を指定しなければならない。 

(1) 事業計画書の内容が、使用対象者の平等な使用が図られるものであ

ること及びサービスの向上が図られるものであること。 

(2) 事業計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができ

るものであること並びに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

しているものであること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、図書館の設置の目的を達成するために

十分な能力を有しているものであること。 

２ 教育委員会は、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、あらかじめ、指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第８条 指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、図書館に関する次に掲

げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会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１０条の規定により指定を取り消
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されたときは、その取り消された日から起算して３０日以内に当該年度の

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) 管理に係る経費の収支状況 

(3) 前２号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために教育委員

会が必要と認める事項 

（業務報告の聴取等） 

第９条 教育委員会は、図書館の管理の適正を期するため、指定管理者に対

し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に

報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。  

（指定の取消し等） 

第１０条 教育委員会は、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

することができ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。 

（開館時間） 

第１１条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会

は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

名称 開館時間 備考 

中央図書館 午前９時から午後９時

まで 

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、午後７

時までとする。 

酒田市立光丘文庫 午前９時３０分から午

後４時４５分まで 

 

八幡分館 午前９時３０分から午

後６時３０分まで 

た だ し 、 日 曜 日 及 び 祝 日

は、午後５時までとする。 

松山分館 午前９時３０分から午

後５時まで 

 

ひ ら た 図 書 セ ン

ター 

午前９時３０分から午

後６時３０分まで 

た だ し 、 日 曜 日 及 び 祝 日

は、午後５時までとする。 
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２ ひらた図書センターの学習室の開館時間については、前項の規定にかか

わらず、午前８時３０分から午後９時３０分までとする。 

３ 指定管理者は、必要があると認めるときは、前２項の規定にかかわら

ず、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。  

（休館日） 

第１２条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、

必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。 

名称 図書整理期間 年末年始 定期休館日 

中央図書館 

 

年間７日以内で

教育委員会が定

める日 

１２月２９日か

ら翌年１月３日

までの日 

毎月第２水曜日及び第

４水曜日とし、その日

が 祝日 に当た る とき

は、教育委員会が別に

定める日とする。 

酒田市立光丘

文庫 

年間１４日以内

で教育委員会が

定める日 

１２月２９日か

ら翌年１月３日

までの日 

日曜日、土曜日及び祝

日 

八幡分館 年間７日以内で

教育委員会が定

める日 

１２月２９日か

ら翌年１月３日

までの日 

第３日曜日 

松山分館 年間７日以内で

教育委員会が定

める日 

１２月２９日か

ら翌年１月３日

までの日 

第３日曜日 

ひらた図書セ

ンター 

年間７日以内で

教育委員会が定

める日 

１２月２９日か

ら翌年１月３日

までの日 

第３月曜日（ただし、

その日が祝日に当たる

ときは、当該祝日以後

の直近の祝日でない日

とする。） 

２ 中央図書館において、教育委員会の定めるところにより前項の休館日に

おいても、中央図書館の一部を開館することができる。 

３ 指定管理者は、必要があると認めるときは、前２項の規定にかかわら

ず、教育委員会の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。 

（使用の制限） 

第１３条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、資料及

び施設の利用を制限し、又は禁止することができる。 

(1) 図書館内の風紀秩序を乱し、又は騒がしい行為をした者 

(2) 危険物、動物その他これに類するものを携帯している者 

(3) 感染症疾患があると認められる者 
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(4) 前３号に掲げる者のほか、図書館の管理運営上支障があると認めら 

れる者 

（使用の許可） 

第１４条 中央図書館の研修室（以下「研修室」という。）を使用しようと

する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を

受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。  

２ 教育委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項

の許可をしないことができる。  

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められ 

るとき。  

(2) 施設若しくはその展示物等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれ

があると認められるとき。  

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力

的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。  

(4) 前３号に掲げる場合のほか、中央図書館の管理運営上支障があると

認められるとき。 

３ 教育委員会は、第１項の許可をする場合において、必要な条件を付すこ

とができる。 

（使用許可の取消し等） 

第１５条 教育委員会は、研修室の使用の許可を受けた者（以下「使用者」

という。）が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変

更し、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。  

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。  

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の

指示した事項に違反したとき。  

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって

許可を受けたとき。  

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認

められるとき。  

(5) 公益上必要があると認められるとき。  

(6) 前各号に掲げる場合のほか、中央図書館の管理運営上特に必要と認

められるとき。  

２ 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の

中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市はその賠償の責め

議第３７号参考資料  

を負わないものとする。ただし、前項第６号に該当する場合は、この限り

でない。  

（使用権の譲渡等の禁止） 

第１６条 使用者は、研修室の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しては

ならない。  

（原状回復義務） 

第１７条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第１０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図書

館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、

教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。  

２ 使用者は、その使用が終わったとき、又は第１５条第１項の規定により

許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用し

た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、教育

委員会の承認を得たときは、この限りでない。  

（使用料） 

第１８条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただ

し、市長の承認を得たときは、この限りでない。 

（使用料の減免） 

第１９条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除す

ることができる。  

（使用料の返還） 

第２０条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別な理

由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。  

（損害賠償義務） 

第２１条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失により図書館の施設若し

くは設備を毀損し、汚損し、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、事故又は災害等で市長がやむ

を得ないと認めた場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができ

る。  

（秘密保持義務） 

第２２条 指定管理者又はその管理する図書館の業務に従事している者（以

下この条において「従事者」という。）は、酒田市個人情報保護条例（平

成１７年条例第２０号）第１３条に規定する協定を遵守し個人情報が適切

に保護されるよう配慮するとともに、当該図書館の管理に関し知り得た秘
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密を他に漏らし、又は自己の利益のため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、又は従事者の職務

を退いた後においても、同様とする。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第１８条関係） 

区分 

使用料 

日曜日及び祝日 月曜日から土曜日まで 

（祝日を除く。） 

午前９時か

ら午後１時

まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後５時か

ら午後７時

まで 

午前９時か

ら午後１時

まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後５時か

ら午後９時

まで 

研修室 １回につき 

７６０円 

１回につき 

７６０円 

１回につき 

３８０円 

１回につき 

７６０円 

１回につき 

７６０円 
１回につき 

７６０円 

備考 

１ 使用料は、１室についての額とする。 

２ 入場料（入場料とみなされるものを含む。）を徴収する使用又は営 

利を目的とする使用の場合は、使用料の２倍の額とする。 

３ 興行を目的とする使用の場合は、使用料の５倍の額とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める日から施行する。 

(1) 附則第４条の規定 公布の日 

(2) 第１条の規定 平成３１年４月１日 

(3) 第２条の規定 規則で定める日 

（第２条の規定による改正に伴う経過措置） 

第３条 第２条の規定の施行の日前において、当分の間、中央図書館について

は、別に教育委員会が定めるところにより、一部の施設を供用することがで

きる。 

２ 第２条の規定の施行の日の前日において、同条の規定による改正前の酒田

市立図書館設置条例第５条の規定により委嘱又は任命された図書館協議会の

委員である者の任期は、その日に満了する。 

（第２条の規定の施行前の準備） 

議第３７号参考資料  

第４条 第２条の規定による改正後の酒田市立図書館設置管理条例第６条の規

定による指定の申請、第７条の規定による指定及びこれらに関し必要な手続

その他の行為は、第２条の規定の施行の日前においても行うことができる。 

（第２条の規定による改正に伴う関係条例の一部改正） 

第５条 酒田市総合文化センター設置条例（平成１７年条例第１８２号）の一

部を次のように改正する。 

第３条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第６号までを１

号ずつ繰り上げる。 
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議第３８号 

 

酒田市教育委員会科学賞規程の一部改正について 

 

酒田市教育委員会科学賞規程の一部を改正する告示を次のように制定する。 

 

令和３年１１月２９日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

酒田市教育委員会科学賞規程の一部を改正する告示 

 

酒田市教育委員会科学賞規程（平成１７年教育委員会告示第２１号）の一部

を次のように改正する。 

 

第２条中「教育委員会」を「酒田市教育委員会（以下「教育委員会」）という。」

に改める。 

第４条第６項中「酒田市理科教育センター」を「学校教育課」に改める。 

 

附 則 

この告示は、令和３年１２月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

酒田市理科教育センター廃止に伴い、以降の科学賞の庶務業務を学校教育課

が引き継ぐことから酒田市教育委員会科学賞規程の一部を改正するものである。 



酒田市教育委員会科学賞規程新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

 

(表彰対象者) 

第２条 表彰は、次に掲げる科学研究について、酒田市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）が特に優秀と認めた者に対して行う。 

 

(趣旨) 

第４条 教育委員会は、被表彰者の決定を公正かつ適切に行うため、酒田

市教育委員会科学賞審査委員会（以下「委員会」という。）を置き、選

考に係る意見を聴くものとする。 

２～５ （略） 

６ 委員会の庶務は、学校教育課で行う。 

  

 

(表彰対象者) 

第２条 表彰は、次に掲げる科学研究について、教育委員会が特に優秀と

認めた者に対して行う。 

 

(趣旨) 

第４条 教育委員会は、被表彰者の決定を公正かつ適切に行うため、酒田

市教育委員会科学賞審査委員会（以下「委員会」という。）を置き、選

考に係る意見を聴くものとする。 

２～５ （略） 

６ 委員会の庶務は、酒田市理科教育センターで行う。 

  

 



議第３９号 

 

ミライニ運営評価審議会委員の委嘱について 

 

ミライニ運営評価審議会委員に、次の者を委嘱するものとする。 

 

令和３年１１月２９日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

１ ミライニ運営評価審議会委員 

 別紙のとおり 

 

２ 委嘱期間 

令和４年１月４日から令和５年１２月２８日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

ミライニ運営評価審議会の設置に伴い、酒田市酒田駅前交流拠点施設ミライ

ニ設置管理条例第５条第２項の規定に基づき、委嘱しようとするものである。 



別紙        ミライニ運営評価審議会委員  

 

 

 

 

 

 

住 所  氏 名  生年月日  推薦団体等  備考  

酒田市南新町一丁目９

番４号  
阿部 建治 

昭和２２年５月  

１９日  
酒田市自治会連合会  新任  

酒田市本町二丁目５番

１８号  
矢野 京太 

昭和５１年７月  

１日  
酒田商工会議所  新任  

酒田市高見台二丁目  

１０番地の１６ エス

ポワールヒル２０２号  

西村 まどか 
昭和４７年１１月  

２９日  
東北公益文科大学  新任  

酒田市駅東二丁目 

１６番地の２５ 
金子  尚 

昭和３９年８月  

１１日  
酒田市小学校長会  新任  

酒田市豊里字芦原９１

番地の２  
榊原 有友子 

昭和４８年４月  

２３日  
（推薦団体なし） 新任  

山形市江南一丁目２５

番１７号  
佐藤 佳奈江 

昭和３６年９月  

１０日  
山形県立図書館  新任  

鶴岡市稲生二丁目２０

番１５号  
本間 俊美 

昭和２２年３月  

２７日  
（推薦団体なし） 新任  

酒田市千石町二丁目  

１３番２３号  
船越 伸 

昭和３７年９月  

２７日  

酒田市法人保育園・認

定こども園協議会  
新任  

鶴岡市西荒屋字角田  

８３番地  
佐久間 一徳 

昭和４１年８月  

１５日  

庄内総合支庁地域産

業経済課観光振興室  
新任  

酒田市京田一丁目２番

地の１２  
眞島 裕 

昭和２５年４月  

８日  

一般社団法人酒田観

光物産協会  
新任  



酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項１】 

 

件 名 公募型プロポーザルの実施について（酒田市民会館舞台等管理運営業務

委託） 

担 当 課 社会教育文化課（電話２６－５４５０） 

【報告の概要】 

 

１ 業務概要 

(1) 業務名称 酒田市民会館舞台等管理運営業務委託 

(2) 業務内容 酒田市文化芸術基本条例(平成 30 年３月 20 日条例第 16 号)の理念のも

と、利用者に安全で快適な文化芸術発表の場を提供することを目的とし

て、酒田市民会館の日常管理・安全管理、設備機器等の運転・維持管理業

務、舞台の操作管理及び相談業務等を委託するもの。 

(3) 履行期間 令和４年４月１日～令和７年３月 31日（３か年） 

(4) 履行場所 酒田市本町二丁目２番 10号 酒田市民会館「希望ホール」 

 

２ スケジュール（予定） 

項番 内 容 期 日 

１ プロポーザル実施公告 令和３年 12月 20日（月） 

２ 参加表明書等の提出期限 令和４年１月 17日（月）午後５時まで 

３ 企画提案書の提出期限 令和４年１月 31日（月）午後５時まで 

４ 提案内容プレゼンテーション 令和４年２月９日（水） 

５ 審査結果通知 令和４年２月 10日（木） 

 

３ 審査方法 

審査は、市が設置する酒田市民会館舞台等管理運営業務委託プロポーザル審査委員会（以

下「審査委員会」という。）において、提出された企画提案書等の内容及び提案プレゼンテー

ションについて、各委員の評価点をもとに、応募者が受注者として適当かどうか各委員が意

見を表明し、審査委員会全体で議論し採決する方式によって、最優秀提案事業者及び次点者

の選定を行う。 

・本件プロポーザルは、業務における取組方法、ノウハウ等について提案を求めるものであ

り、本業務内容についての最終成果品の提案を求めるものではない。 

・審査委員会は、非公開とする。 

・全ての企画提案について、契約の目的が十分に達成できないものであると判断したときは、

受託候補者を特定しないものとする。 

 

 



酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項２】 

 

件 名 酒田市酒田駅前交流拠点施設ミライニ設置管理条例の一部の施行期日を

定める規則の制定について 

担 当 課 図書館（電話２４－２９９６） 

【報告の概要】 

 １ 概 要 
  酒田駅前交流拠点施設ミライニ内に中央図書館を移転オープンし、駅前駐車場を  

オープンさせるため、酒田市酒田駅前交流拠点施設ミライニ設置管理条例の一部の  

施行期日を定める規則を制定するもの。（市長が制定する規則） 

 

２ 施行期日 
① 令和３年１２月１日  ② 令和４年４月１日  ③ 令和４年４月３０日 

 

３ 規則の名称及び内容 
○酒田市酒田駅前交流拠点施設ミライニ設置管理条例の一部の施行期日を定める規則 

  酒田市酒田駅前交流拠点施設ミライニ設置管理条例（平成３１年条例第６号）第５

条の施行期日は令和３年１２月１日とし、同条例第３条第１項第１号及び第２項並び

に第３項、第４条第３項、第６条から第１３条まで、第１４条第２項、第１５条第３

項、第２０条第１項並びに第２５条の施行期日は令和４年４月１日とし、同条例第３

条第１項第３号、第１４条第１項（駐車場に係る部分に限る。）、第１５条第１項（ただ

し書のうち駐車場に係る部分に限る。）、第１７条（駐車場に係る部分に限る。）、第１８

条（駐車場の使用者に限る。）、第１９条（駐車場の使用者に限る。）、第２０条第２項

（駐車場の使用者に限る。）、第２１条（駐車場の使用者に限る。）、第２２条（駐車場の

使用者に限る。）、第２４条（駐車場の使用者に限る。）及び別表 ２ 駐車場使用料の

表の施行期日は令和４年４月３０日とする。 

 

４ 施行範囲 

 〇 先行オープン時に施行した範囲 

 

 

  ① 令和３年１２月１日に施行する範囲 

 

 

 ② 令和４年４月１日に施行する範囲 

 

 

 ③ 令和４年４月３０日に施行する範囲 

 

 

 〇 グランドオープン（令和４年夏）時に施行する範囲 

 

 

≪添付資料≫  

・ 酒田市酒田駅前交流拠点施設ミライニ設置管理条例 

 

酒田駅前観光案内所 
（コインロッカー含む） 

ミライニ広場 酒田駅前バス停留所 

事務室・倉庫等管理上必要な部分、設備等 
（条例第３条第１項各号列記以外の部分） 

 

審議会の設置等 

指定管理者による管理等 中央図書館 

酒田駅前駐車場 



○酒田市酒田駅前交流拠点施設ミライニ設置管理条例 

(平成 31年 3月 19日条例第 6号) 

改正 令和 2年 2月 28日条例第 2号 令和 2年 6月 19日条例第 35号 
 

(設置) 

第 1条 市民の多様な活動及び学習の場を創出し、並びに支援するとともに、市民の交

流促進及び中心市街地の活性化を図るため、酒田市酒田駅前交流拠点施設ミライニ

(以下「ミライニ」という。)を設置する。 

(名称及び位置) 

第 2条 ミライニの名称及び位置は、次のとおりとする。 

(1) 名称 酒田市酒田駅前交流拠点施設ミライニ 

(2) 位置 酒田市幸町一丁目 10番 1号 

(構成施設) 

第 3条 ミライニは、次に掲げる施設をもって構成する。 

(1) 酒田市立中央図書館(以下「中央図書館」という。) 

(2) 酒田市酒田駅前観光案内所(以下「観光案内所」という。) 

(3) 酒田市酒田駅前駐車場(以下「駐車場」という。) 

(4) 酒田市酒田駅前交流拠点施設ミライニ広場(以下「広場」という。) 

(5) 酒田市酒田駅前バス停留所(以下「バス停留所」という。) 

2 ミライニは、前項に規定する施設の相互の連携を図ることにより、総合的かつ有機

的に運営されなければならない。 

3 第 1項第 1号に規定する中央図書館の設置及び管理に関し必要な事項は、酒田市立

図書館設置管理条例(平成 17年条例第 197号)の定めるところによる。 

(所長の設置) 

第 4条 ミライニに、所長を置く。 

2 所長は、ミライニの管理運営の総合統制及び関係機関との連携・調整を行うものと

する。 

3 ミライニの構成施設に対し指定管理者(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、法人その他の団体であって、市長が指定するものをいう。

以下同じ。)を置く場合において、第 1項に規定する所長に、指定管理者が管理する

当該施設の業務に従事する者のうちからふさわしいものを選任することができる。 

(審議会の設置等) 

第 5条 次に掲げる事項を調査審議し、その結果を酒田市教育委員会(以下「教育委員

会」という。)に報告し、又は意見を述べる附属機関として、ミライニ運営評価審議

会(以下「審議会」という。)を置く。 

(1) ミライニの管理運営、評価等に関すること。 

(2) 図書館法(昭和 25年法律第 118号)に基づく図書館の管理運営、評価等に関する

こと。 

(3) 前 2 号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める重要事項に関すること。 

2 審議会の委員は、学識経験のある者、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の

向上に資する活動を行う者並びに観光事業の関係者の中から、教育委員会が委嘱し、

又は任命する。 



3 審議会の委員の定数は 10人以内とし、その任期は 2年とする。ただし、補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

4 教育委員会は、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を委嘱し、又は任命し、

審議会に出席させることができる。この場合において、臨時委員は前項に規定する

定数に含めないものとする。 

5 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。 

(指定管理者による管理) 

第 6条 第 3条第 1項に規定する施設(同項第 1号及び第 5号に規定する施設を除く。

以下「指定管理対象施設」という。)の管理は、指定管理者に行わせることができる。 

(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) 第 16条に規定する使用の制限、第 17条に規定する使用の許可、第 18条第 1項

に規定する使用許可の取消し及び第 20条第 2項に規定する原状回復義務の特例承

認に関する業務 

(2) 指定管理対象施設の施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務 

(3) 指定管理対象施設の安全及び防犯の確保に関する業務 

(4) 前 3号に掲げるもののほか、指定管理対象施設の管理及び運営に関して市長が

必要と認める業務 

2 前条の規定により指定管理対象施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、

第 16条各号列記以外の部分中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「ミライニ」

とあるのは「指定管理対象施設」と、第 17条、第 18条第 1項及び第 20条第 2項の

規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

(指定管理者の管理の期間) 

第 8条 指定管理者が指定管理対象施設の管理を行う期間は、議会の議決を経て定める

期間とする。ただし、再指定を妨げない。 

(指定管理者の指定の申請) 

第 9条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、別に

定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければ

ならない。 

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして別に定める書面 

2 前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。 

(指定管理者の指定) 

第 10条 市長は、前条第 1項(同条第 2項において準用する場合を含む。)の規定によ

る申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者

の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。 

(1) 事業計画書の内容が、使用対象者の平等な使用が図られるものであること及び

サービスの向上が図られるものであること。 

(2) 事業計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであ

ること並びに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しているも

のであること。 



(4) 前 3号に掲げるもののほか、ミライニの設置の目的を達成するために十分な能

力を有しているものであること。 

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、あらかじめ、指

定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。 

(事業報告書の作成及び提出) 

第 11条 指定管理者は、毎年度終了後 30日以内に、指定管理対象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 13条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 30日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) 管理に係る経費の収支状況 

(3) 前 2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 12条 市長は、指定管理対象施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、

その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、

実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。 

(指定の取消し等) 

第 13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できないと認め

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。 

(開館時間) 

第 14条 指定管理対象施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要

があると認めるときは、これを変更することができる。 

名称 
開館時

間 
備考 

観光

案内

所 

午前 9時

から午

後 7時ま

で 

観光案内所に設置するコインロッカーの使用時間は、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)に規定する休日並びに規則で定める日における使用時間

は、午前 9時から午後 7時までとする。)。 

駐車

場 

午前零

時から

午後 12

時まで 

 

広場 午前零

時から

ただし、第 17条により使用の許可を受けて利用する場合は、午前 9時か

ら午後 9時までとする。 



午後 12

時まで 

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認

を得て開館時間を変更することができる。 

(休館日) 

第 15条 指定管理対象施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、駐車場及び広場

については、休館日は設定しないものとする。 

名称 休館日 

観光案内所 12月 31日から翌年 1月 2日までの日とする。 

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又

は開館することができる。 

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、第 1項の規定にかかわらず、市長の承

認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。 

(使用の制限) 

第 16 条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ミライニの利用を制限し、

又は禁止することができる。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者 

(2) 施設若しくはその展示物等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認

められる者 

(3) 前 2号に掲げるもののほか、ミライニの管理運営上支障があると認められる者 

(使用の許可) 

第 17条 駐車場(月極駐車に限る。)及び広場(広場の全部又は一部を独占して使用する

場合に限る。)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。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。 

2 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないこ

とができる。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) 施設若しくはその展示物等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認

められるとき。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号)第 2条

第 2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれ

がある組織の利益になると認められるとき。 

(4) 前 3号に掲げる場合のほか、ミライニの管理運営上支障があると認められると

き。 

3 市長は、第 1項の許可をする場合において、必要な条件を付すことができる。 

(使用許可の取消し等) 

第 18条 市長は、前条の規定による使用の許可を受けた者又はコインロッカー若しく

は駐車場(月極駐車は除く。)の使用者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいず

れかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止

を命ずることができる。 

(1) 使用者が許可を受けた使用許可の目的に違反したとき。 



(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違

反したとき。 

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受け

たとき。 

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められると

き。 

(5) 公益上必要があると認められるとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、ミライニの管理上特に必要と認められるとき。 

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止を命じ

た場合において使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとす

る。ただし、前項第 6号に該当する場合は、この限りでない。 

(使用権の譲渡等の禁止) 

第 19条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 

(原状回復義務) 

第 20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第 13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指定管理対象施設の施設又は設備を

速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この

限りでない。 

2 使用者は、その使用が終わったとき、又は第 18条第 1項の規定により許可を取り消

され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した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、市長の承認を得たときは、この限り

でない。 

(使用料) 

第 21条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長の

承認を得たときは、この限りでない。 

(使用料の減免) 

第 22条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することがで

きる。 

(使用料の返還) 

第 23条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別な理由があると

認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。 

(損害賠償義務) 

第 24条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失により指定管理対象施設の施設若し

くは設備を毀損し、汚損し、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、事故又は災害等で市長がやむを得ないと認めた

場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができる。 

(秘密保持義務) 

第 25条 指定管理者又はその管理する指定管理対象施設の業務に従事している者(以下

この条において「従事者」という。)は、酒田市個人情報保護条例(平成 17年条例第

20号)を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該指定管理対

象施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用して



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

従事者の職務を退いた後においても、同様とする。 

(バス停留所の使用承認) 

第 26条 道路運送法(昭和 26年法律第 183号)第 3条第 1号イに規定する一般乗合旅客

自動車運送事業を経営する者がバス停留所を路線バスの停留所として使用する場合

は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認された事項を取り消し、

又は変更しようとするときも、同様とする。 

(準用) 

第 27条 第 20条第 2項及び第 24条の規定は、前条の規定により承認を受けた者(以下

「バス停使用者」という。)について準用する。この場合において、第 20条第 2項中

「使用者」とあるのは「バス停使用者」と、「第 18条第 1項の規定により許可」と

あるのは「承認」と、第 24条中「指定管理者又は使用者」とあるのは「バス停使用

者」と、「指定管理対象施設」とあるのは「バス停留所」と読み替えるものとする。 

(委任) 

第 28条 この条例に定めるもののほか、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、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

(準備行為) 

2 第 5条の規定による審議会の設置及び委員の委嘱又は任命、第 9条の規定による指

定の申請、第 10条の規定による指定、第 26条の規定による使用の承認並びにこれら

に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことがで

きる。 

附 則(令和 2年 2月 28日条例第 2号)抄 
 

(施行期日) 

1 この条例は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 6月 19日条例第 35号)抄 
 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

別表(第 21条関係) 

1 コインロッカー使用料 

区分 使用料 

小型 1日につき 100円 

大型 1日につき 400円 

2 駐車場使用料 



区

分 
車種 使用料 

普

通

駐

車 

普通

自動

車 

午前 8時から午後

10時まで 

最初の 2時間までは、無料とする。 

2時間を超える分は、30分ごとに 

110円を加算した額とする。 

午前零時から午前

8時まで及び午後

10時から午後 12

時まで 

30分ごとに 110円を加算した額とする。 

特例措置 上記の算定により合計額が 1,000円を超える場合は、当該

算定にかかわらず入場から 24時間までは 1,000円とし、24

時間を超える場合は 1,000円に超過時間 30分ごとに 110円

を加算した額とする。 

月

極

駐

車 

普通

自動

車 

1台につき 1月 11,000円とする。ただし、月極駐車の対象は、都市再開発法

(昭和 44年法律第 38号)に基づく酒田駅前地区第一種市街地再開発事業によ

り整備された集合住宅に居住する者で規則で定めるものに限るものとする。 

備考  

1 この表において「普通自動車」とは、道路交通法(昭和 35年法律第 105号)に定

める自動車の種類をいう。 

2 月極駐車の開始日が月の初日後である場合、又は終了日が月の末日前である場

合においては、当該開始日又は当該終了日の属する月は、それぞれ 1月とみな

す。 

3 広場使用料 

区分 使用料 

午前 9時から午後 1時まで 1回につき 1平方メートル当たり 10円 

午後 1時から午後 5時まで 1回につき 1平方メートル当たり 10円 

午後 5時から午後 9時まで 1回につき 1平方メートル当たり 10円 

備考  

1 入場料(入場料とみなされるものを含む。)を徴収する使用又は営利を目的とす

る使用の場合は、使用料の 2倍の額とする。 

2 興行を目的とする使用の場合は、使用料の 5倍の額とする。 



その他（各課等からの報告）【報告事項３】 

 

件 名 新中央図書館の開館日について 

担 当 課 図書館（ミライニ開設準備室）（電話２１－８３５１） 

【報告の概要】 

 酒田駅前交流拠点施設ミライニへの酒田市立中央図書館の移転開館日を、以下のとおり

とします。 

 

■ 開館日 令和４年５月５日（祝・木） 

 

【決定理由】 

・ 開館日は翌年度以降の記念日にもなるため、こどもの日と同じだと覚えやすく、市民へ

アピールしやすい 

・ 子供の日関連の市内イベントと重なる事で、中心市街地の人出が多いタイミングで集客

が見込まれる 

・ ゴールデンウィーク中の開館期間が増えるため、相応の入込数と、Ａ棟民間事業者（ホ

テル、レストラン）への波及効果が期待できる 

 

 

 

【参考】 

令和４年４月下旬から５月上旬までのカレンダー 

月 火 水 木 金 土 日 

4/18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 5/1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 


