
報第１号 

 

専決事項の報告について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則第５条第１項の規定により、酒田市公

民館設置管理条例施行規則の一部改正について別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和３年３月６日提出 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の使用料に係る減免指針の策定に伴う所要の改正措置について、教

育委員会の会議を招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会教育長事務委

任規則第５条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により

報告し、承認を求めるものである。 



酒田市公民館設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(指定管理者の管理) 

第2条 条例第2条の公民館(以下「公民館」という。)の管理を条例第5

条の規定により指定管理者に行わせる場合において、第 8条、第9条及

び第13条の規定中「酒田市教育委員会」又は「教育委員会」とあるの

は「指定管理者」と、第10条第4項中「市長」とあるのは「指定管理

者」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式につい

て当該読替えを準用する。 

(指定管理者の管理) 

第2条 条例第2条の公民館(以下「公民館」という。)の管理を条例第5

条の規定により指定管理者に行わせる場合において、第 8条、第 9条及

び第 13条の規定中「酒田市教育委員会」又は「教育委員会」とあるの

は「指定管理者」と、第10条及び第 11条中「市長」とあるのは「指定

管理者」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式に

ついて当該読替えを準用する。 

(使用料の減免) 

第10条 条例第20条第1号の規定により減額し、又は免除する使用料の

額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。 

(1) 市内の社会教育団体等で応接室、特別会議室、コミュニティルー

ム又はホール(以下「応接室等」という。)を使用するとき 5割の額 

(2) 市内の社会教育団体等で応接室等以外を使用するとき 全額 

(使用料減免の申請) 

第10条 条例第 20条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとす

る者は、生涯学習施設等使用料減免申請書(様式第 3号)を市長に提出し

なければならない。 

2 条例第 20条第2号の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(新設) 

(1) 市内の公共的団体等が生涯学習又は地域振興を目的として、応接

室等を使用するとき 5割の額 

 

(2) 市内の公共的団体等が生涯学習又は地域振興を目的として、応接

室等以外を使用するとき 全額 

 

3 条例第 20条第3号の規定により使用料を減額し、又は免除することが

できるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところに

より使用料を減額し、又は免除する。 

(新設) 



(1) 本市が主催する事業で使用するとき 全額 
 

(2) 本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のため

に使用する場合に限る。) 全額 

 

(3) 本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用すると

き 全額 

 

(4) 市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外

保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額 

 

(5) 市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する

とき 全額 

 

(6) 市内の小学校、中学校、特別支援学校（高等部を除く。）又は酒

田市立酒田看護専門学校が教育課程（部活動を除く。）で使用すると

き 全額 

 

(7) 本市が共催する事業で使用するとき 5割の額 
 

(8) その他市長が認めるとき 全額又は5割の額 
 

4 前3項(前項第1号を除く。)の規定により使用料の減額又は免除を受

けようとする者は、生涯学習施設等使用料減免申請書(様式第3号)を市

長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(新設) 

(削る) (使用料減免の決定) 

第11条 市長は、前条の減免を決定したときは、生涯学習施設等使用料

減免決定通知書(様式第4号)を交付する。 

(遵守事項) 

第11条 (略) 

(遵守事項) 

第12条 (略) 

(使用後の引渡し) 

第12条 (略) 

(使用後の引渡し) 

第13条 (略) 

(その他) 

第13条 (略) 

(その他) 

第14条 (略) 



 

様式第1号(第9条関係) 

 

様式第 1号(第9条関係) 

公民館使用許可申請書 公民館使用許可申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

様式第2号(第10条関係) 

 

様式第 2号(第10条関係) 

公民館使用許可書 公民館使用許可書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

(削る) 

 

様式第 4号(第11条関係) 
 

生涯学習施設等使用料減免決定通知書 
 

[別紙参照] 

 



報第２号 

 

専決事項の報告について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則第５条第１項の規定により、酒田市ひ

らた生涯学習センター設置管理条例施行規則の一部改正について別紙のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和３年３月６日提出 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の使用料に係る減免指針の策定に伴う所要の改正措置について、教

育委員会の会議を招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会教育長事務委

任規則第５条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により

報告し、承認を求めるものである。 



酒田市ひらた生涯学習センター設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(使用許可の申請) 

第2条 (略) 

(使用許可の申請) 

第2条 (略) 

2 前項の場合のほか、個人で使用するため多目的ホールの使用許可を受

けようとする者は、口頭により申請を行うものとする。 

(新設) 

(使用料の減免) 

第5条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することが

できるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところに

より使用料を減額し、又は免除する。 

(1) 本市が主催する事業で使用するとき 全額 

(2) 本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のため

に使用する場合に限る。) 全額 

(3) 本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用すると

き 全額 

(4) 市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外

保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額 

(5) 市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する

とき 全額 

(6) 市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田

市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 

全額 

(7) 地域住民又は自治会その他の地域のために活動を行う団体が当該

地域の環境保全活動、地域づくり活動又は地域活性化等の活動で使用

するとき 全額 

(使用料減免の申請) 

第5条 条例第11条の規定によりセンター使用料の減額又は免除を受け

ようとする者は、ひらた生涯学習センター使用料減免申請書(様式第 3

号)を市長に提出しなければならない。 



(8) 酒田市芸術文化協会に加盟する団体又は公共的団体が文化芸術、

生涯学習等の社会教育活動で使用するとき 全額 

(9) 本市が共催する事業で使用するとき 5割の額 

(10) 身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳

(以下「手帳等」という。)の交付を受けている者及びその介助者(1

名に限る。)が多目的ホールを個人で使用するとき 5割の額 

(11) その他市長が認めるとき 全額又は5割の額 

2 前項(第1号を除く。)の規定により使用料の減額又は免除を受けよう

とする者は、ひらた生涯学習センター使用料減免申請書(様式第3号)を

市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(新設) 

3 前項の規定にかかわらず、第 1項第10号の事由により使用料の減免を

受けようとする者は、手帳等を提示することにより、ひらた生涯学習セ

ンター使用料減免申請書の提出に代えることができる。 

(新設) 

(削る) (使用料減免の決定) 

第6条 市長は、前条の減免を決定したときは、ひらた生涯学習センター

使用料減免決定通知書(様式第 4号)を交付する。 

(遵守事項) 

第6条 (略) 

(遵守事項) 

第7条 (略) 

(損傷等の届出) 

第7条 (略) 

(損傷等の届出) 

第8条 (略) 

(使用後の点検) 

第8条 (略) 

(使用後の点検) 

第9条 (略) 

(その他) 

第9条 (略) 

(その他) 

第10条 (略) 

 

様式第1号(第2条関係) 

 

様式第 1号(第2条関係) 



ひらた生涯学習センター使用許可申請書 ひらた生涯学習センター使用許可申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

様式第2号(第3条関係) 

 

様式第 2号(第3条関係) 

ひらた生涯学習センター使用許可書 ひらた生涯学習センター使用許可書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

(削る) 

 

様式第 4号(第6条関係) 
 

ひらた生涯学習センター使用料減免決定通知書 
 

[別紙参照] 

 



報第３号 

 

専決事項の報告について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則第５条第１項の規定により、酒田市ひ

らた農村コミュニティカレッジ拠点施設設置管理条例施行規則の一部改正につ

いて別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告し、承認を

求める。 

 

令和３年３月６日提出 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の使用料に係る減免指針の策定に伴う所要の改正措置について、教

育委員会の会議を招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会教育長事務委

任規則第５条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により

報告し、承認を求めるものである。 



酒田市ひらた農村コミュニティカレッジ拠点施設設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(使用料の減免) 

第3条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することが

できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定めるところに

より使用料を減額し、又は免除する。 

(1) 本市が主催する事業で使用する場合 全額 

(2) 本市から事業の委託を受けたものが使用する場合(当該事業のため

に使用する場合に限る。) 全額 

(3) 本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用する場

合 全額 

(4) 市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外

保育施設が保育又は教育目的で使用する場合 全額 

(5) 市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する

場合 全額 

(6) 市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田

市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用する場合 

全額 

(7) 個人又は団体が奉仕活動目的で使用する場合 全額 

(8) 地域住民又は自治会その他の地域のために活動を行う団体が当該

地域の環境保全活動、地域づくり活動又は地域活性化等の活動で使用

する場合 全額 

(9) 酒田市芸術文化協会に加盟する団体又は公共的団体が文化芸術、

生涯学習等の社会教育活動で使用する場合 全額 

(10) 本市が共催する事業で使用する場合 5割の額 

(11) その他市長が認める場合 全額又は5割の額 

(使用料減免の申請) 

第3条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとす

る者は、生涯学習施設等使用料減免申請書(様式第 3号)を市長に提出し

なければならない。 



2 前項(第1号を除く。)の規定により使用料の減額又は免除を受けよう

とする者は、生涯学習施設等使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

(新設) 

(削る) (使用料減免の決定) 

第4条 市長は、前条の減免を決定したときは、生涯学習施設等使用料減

免決定通知書(様式第4号)を交付する。 

(使用者の遵守事項) 

第4条 (略) 

(使用者の遵守事項) 

第5条 (略) 

(その他) 

第5条 (略) 

(その他) 

第6条 (略) 

 

様式第1号(第2条関係) 

 

様式第 1号(第2条関係) 

ひらた農村コミュニティカレッジ使用許可申請書 ひらた農村コミュニティカレッジ使用許可申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

様式第2号(第2条関係) 

 

様式第 2号(第2条関係) 

ひらた農村コミュニティカレッジ使用許可書 ひらた農村コミュニティカレッジ使用許可書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

(削る) 

 

様式第 4号(第4条関係) 
 

生涯学習施設等使用料減免決定書 
 

[別紙参照] 

 



報第４号 

 

専決事項の報告について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則第５条第１項の規定により、酒田市立

資料館設置管理条例施行規則の一部改正について別紙のとおり専決処分したの

で、同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和３年３月６日提出 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の使用料に係る減免指針の策定に伴う所要の改正措置について、教

育委員会の会議を招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会教育長事務委

任規則第５条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により

報告し、承認を求めるものである。 



酒田市立資料館設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(入館料の減免) 

第5条 条例第13条の規定により入館料を減額し、又は免除することが

できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定めるところに

より入館料を減額し、又は免除する。 

(入館料の減免) 

第5条 条例第13条の規定により入館料の減免を受けることができる者

は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 本市が主催する事業で使用する場合 全額 (1) 教育課程に基づく教育活動として入館する児童、生徒又は学生及

びこれらの引率者 

(2) 本市から事業の委託を受けたものが使用する場合(当該事業のため

に使用する場合に限る。) 全額 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認める

場合 

(3) 本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用する場

合 全額 

(新設) 

(4) 市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外

保育施設が保育又は教育目的で使用する場合 全額 

(新設) 

(5) 市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する

場合 全額 

(新設) 

(6) 市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田

市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用する場合 

全額 

(新設) 

(7) 本市が共催する事業で使用する場合 5割の額 (新設) 

(8) その他市長が認める場合 全額又は5割の額 (新設) 

2 前項(第1号を除く。)の規定により入館料の減免を受けようとする者

は、資料館入館料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を

受けなければならない。 

2 前項(第1号を除く。)の規定により入館料の減免を受けようとする者

は、資料館入館料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を

受けなければならない。 



報第５号 

 

専決事項の報告について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則第５条第１項の規定により、酒田市出

羽遊心館設置管理条例施行規則の一部改正について別紙のとおり専決処分した

ので、同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和３年３月６日提出 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の使用料に係る減免指針の策定に伴う所要の改正措置について、教

育委員会の会議を招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会教育長事務委

任規則第５条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により

報告し、承認を求めるものである。 



専第５号 

 

酒田市出羽遊心館設置管理条例施行規則の一部改正について 

 

酒田市出羽遊心館設置管理条例施行規則の一部を改正する規則を次のように

制定する。 

 

令和３年２月２６日専決 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

酒田市出羽遊心館設置管理条例施行規則の一部を改正する規則 

 

酒田市出羽遊心館設置管理条例施行規則（平成１７年教育委員会規則第４

２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中「及び第６条」を削る。 

第５条を次のように改める。 

（使用料の減免） 

第５条 条例第１９条第１号の規定により減額し、又は免除する使用料の額

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 市又は教育委員会が主催する事業を行うとき 全額 

(2) 市又は教育委員会が共催する事業を行うとき ５割の額 

２ 条例第１９条第２号の規定により使用料を減額し、又は免除することがで

きるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより、

使用料を減額し、又は免除する。 

(1) 本市から事業の委託を受けたものが使用するとき（当該事業のために

使用する場合に限る。） 全額 

(2) 本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用するとき 

全額 

(3) 市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育

施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額 



(4) 市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用するとき

 全額 

(5) 市内の小学校、中学校、特別支援学校（高等部を除く。）又は酒田市

立酒田看護専門学校が教育課程（部活動を除く。）で使用するとき 全額 

(6) 東北公益文科大学が教育又は学習目的で使用するとき 全額 

(7) その他市長が認めるとき 全額又は５割の額 

３ 前２項（第１項第１号を除く。）の規定により使用料の減額又は免除を受

けようとする者は、生涯学習施設等使用料減免申請書（様式第３号）を市長

に提出し、その承認を受けなければならない。 

 第６条を削り、第７条を第６条とし、第８条から第１０条までを１条ずつ繰

り上げる。 

 様式第４号を削る。 

    

附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



報第６号 

 

専決事項の報告について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則第５条第１項の規定により、酒田市阿

部記念館設置管理条例施行規則の一部改正について別紙のとおり専決処分した

ので、同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和３年３月６日提出 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の使用料に係る減免指針の策定に伴う所要の改正措置について、教

育委員会の会議を招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会教育長事務委

任規則第５条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により

報告し、承認を求めるものである。 



酒田市阿部記念館設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(入館料の減免) 

第11条 条例第6条の規定により入館料を減額し、又は免除することが

できるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところに

より入館料を減額し、又は免除する。 

(入館料の減免) 

第11条 条例第 6条の規定により入館料の減免を受けることができる者

は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 本市が主催する事業で使用するとき 全額 (1) 教育課程に基づく教育活動として入館する児童、生徒又は学生及

びこれらの引率者 

(2) 本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のため

に使用する場合に限る。) 全額 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認める

場合 

(3) 本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用すると

き 全額 

(新設) 

(4) 市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外

保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額 

(新設) 

(5) 市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する

とき 全額 

(新設) 

(6) 市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田

市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 

全額 

(新設) 

(7) 本市が共催する事業で使用するとき 5割の額 (新設) 

(8) その他市長が認めるとき 全額又は5割の額 (新設) 

2 前項(第1号を除く。)の規定により入館料の減免を受けようとする者

は阿部記念館入館料減免申請書(様式第 2号)を市長に提出し、その承認

を受けなければならない。 

2 前項(第1号を除く。)の規定により入館料の減免を受けようとする者

は阿部記念館入館料減免申請書(様式第 2号)を市長に提出し、その承認

を受けなければならない。 



報第７号 

 

専決事項の報告について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則第５条第１項の規定により、酒田市旧

阿部家設置管理条例施行規則の一部改正について別紙のとおり専決処分したの

で、同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和３年３月６日提出 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の使用料に係る減免指針の策定に伴う所要の改正措置について、教

育委員会の会議を招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会教育長事務委

任規則第５条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により

報告し、承認を求めるものである。 



酒田市旧阿部家設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(使用料の減免) 

第3条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除することがで

きる場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定めるところによ

り、使用料を減額し、又は免除する。 

(使用料の減免) 

第3条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けることができる者

は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 本市が主催する事業で使用する場合 全額 (1) 教育課程に基づく教育活動として使用する児童、生徒又は学生及

びこれらの引率者 

(2) 本市から事業の委託を受けたものが使用する場合(当該事業のため

に使用する場合に限る。) 全額 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認める

者 

(3) 本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用する場

合 全額 

(新設) 

(4) 市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外

保育施設が保育又は教育目的で使用する場合 全額 

(新設) 

(5) 市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する

場合 全額 

(新設) 

(6) 市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田

市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用する場合 

全額 

(新設) 

(7) 本市が共催する事業で使用する場合 5割の額 (新設) 

(8) その他市長が認める場合 全額又は5割の額 (新設) 

2 前項(第1号を除く。)の規定により使用料の減免を受けようとする者

は、旧阿部家使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を

受けなければならない。 

2 使用料の減免を受けようとする者は、旧阿部家使用料減免申請書(別記

様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 



報第８号 

 

専決事項の報告について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則第５条第１項の規定により、酒田市清

亀園設置管理条例施行規則の一部改正について別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和３年３月６日提出 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の使用料に係る減免指針の策定に伴う所要の改正措置について、教

育委員会の会議を招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会教育長事務委

任規則第５条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により

報告し、承認を求めるものである。 



酒田市清亀園設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(使用料の減免) 

第5条 条例第10条第1号の規定により減額し、又は免除する使用料の

額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。 

(1) 市又は教育委員会が主催する事業を行うとき 全額 

(2) 市又は教育委員会が共催する事業を行うとき 5割の額 

(使用料減免の申請) 

第5条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとす

る者は、生涯学習施設等使用料減免申請書(様式第 3号)を市長に提出し

なければならない。 

2 条例第 10条第2号の規定により使用料を減額し、又は免除することが

できるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところに

より、使用料を減額し、又は免除する。 

(新設) 

(1) 本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のため

に使用する場合に限る。) 全額 

 

(2) 本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用すると

き 全額 

 

(3) 市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外

保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額 

 

(4) 市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する

とき 全額 

 

(5) 市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田

市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 

全額 

 

(6) その他市長が認めるとき 全額又は5割の額 
 



3 前2項(第1項第1号を除く。)の規定により使用料の減額又は免除を

受けようとする者は、生涯学習施設等使用料減免申請書(様式第3号)を

市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(新設) 

(削る) (使用料減免の決定) 

第6条 市長は、前条の減免を決定したときは、生涯学習施設等使用料減

免決定通知書(様式第4号)を交付する。 

(遵守事項) 

第6条 (略) 

(遵守事項) 

第7条 (略) 

(損傷等の届出) 

第7条 (略) 

(損傷等の届出) 

第8条 (略) 

(使用後の点検) 

第8条 (略) 

(使用後の点検) 

第9条 (略) 

(その他) 

第9条 (略) 

(その他) 

第10条 (略) 

 

(削る) 

 

様式第 4号(第6条関係) 
 

生涯学習施設等使用料減免決定通知書 
 

[別紙参照] 

 



報第９号 

 

専決事項の報告について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則第５条第１項の規定により、酒田市眺

海の森天体観測館設置管理条例施行規則の一部改正について別紙のとおり専決

処分したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和３年３月６日提出 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の使用料に係る減免指針の策定に伴う所要の改正措置について、教

育委員会の会議を招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会教育長事務委

任規則第５条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により

報告し、承認を求めるものである。 



酒田市眺海の森天体観測館設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(指定管理者が行う業務) 

第2条 条例第3条の規定により酒田市眺海の森天体観測館(以下「天体

観測館」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合において、次

条、第 4条、第7条及び第8条中「教育委員会」とあり、並びに第6条

第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第 9条中「職員」とあ

るのは「指定管理者の職員」と読み替えるものとする。この場合にお

いて、関係する様式について当該読替えを準用する。 

(入館料及び使用料の減免) 

第6条 条例第18条第1号の規定に該当する場合は、入館料又は使用料

の全額を免除する。 

(指定管理者が行う業務) 

第2条 条例第3条の規定により酒田市眺海の森天体観測館(以下「天体

観測館」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合において、次

条、第 4条、第7条及び第 8条中「教育委員会」とあり、並びに第6条

中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第 9条中「職員」とあるの

は「指定管理者の職員」と読み替えるものとする。この場合におい

て、関係する様式について当該読替えを準用する。 

(入館料及び使用料の減免申請) 

第6条 条例第18条の規定により入館料若しくは使用料の減額又は免除

を受けようとする者、又は条例第 19条の規定により入館料若しくは使

用料の返還を受けようとする者は、天体観測館減免(返還)申請書(様式

第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

2 条例第 18条第2号の規定により入館料又は使用料を減額し、又は免除

することができるときは、次に掲げるときとし、当該各号に定めるとこ

ろにより、入館料又は使用料を減額し、又は免除する。 

(新設) 

(1) 本市が主催する事業で使用するとき 全額 
 

(2) 本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のため

に使用する場合に限る。) 全額 

 

(3) 本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用すると

き 全額 

 

(4) 市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外

保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額 

 



(5) 市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する

とき 全額 

 

(6) 本市が共催する事業で使用するとき 5割の額 
 

(7) その他市長が認めるとき 全額又は5割の額 
 

3 前2項(前項第1号を除く。)の規定により入館料又は使用料の減額又

は免除を受けようとする者は、天体観測館減免(返還)申請書(様式第6

号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(新設) 

 



報第１０号 

 

専決事項の報告について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則第５条第１項の規定により、酒田市旧

鐙屋設置管理条例施行規則の一部改正について別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和３年３月６日提出 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の使用料に係る減免指針の策定に伴う所要の改正措置について、教

育委員会の会議を招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会教育長事務委

任規則第５条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により

報告し、承認を求めるものである。 



酒田市旧鐙屋設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(指定管理者が行う業務) 

第2条 条例第3条の規定により酒田市旧鐙屋（以下「旧鐙屋」とい

う。）の管理を指定管理者に行わせる場合において、次条、第5条及

び第6条中「入館料」とあるのは「利用料金」と、第 5条第2項及び第

6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。こ

の場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。 

 

(入館料の減免) 

第5条 条例第16条の規定により入館料を減額し、又は免除することが

できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定めるところに

より、入館料を減額し、又は免除する。 

(指定管理者が行う業務) 

第2条 条例第3条の規定により酒田市旧鐙屋（以下「旧鐙屋」とい

う。）の管理を指定管理者に行わせる場合において、第 5条及び第 6

条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、次条、第 5条及び

第6条中「入館料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとす

る。この場合において、関係する様式について当該読替えを準用す

る。 

(入館料の減免) 

第5条 条例第16条の規定により入館料の減免を受けることができる者

は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 本市が主催する事業で使用する場合 全額 (1) 教育課程に基づく教育活動として入館する児童、生徒又は学生及

びこれらの引率者 

(2) 本市から事業の委託を受けたものが使用する場合(当該事業のため

に使用する場合に限る。) 全額 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認める

場合 

(3) 本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用する場

合 全額 

(新設) 

(4) 市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育所又は認可外保

育施設が保育又は教育目的で使用する場合 全額 

(新設) 

(5) 市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する

場合 全額 

(新設) 



(6) 市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田

市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用する場合 

全額 

(新設) 

(7) 本市が共催する事業で使用する場合 5割の額 (新設) 

(8) その他市長が認める場合 全額又は5割の額 (新設) 

2 (略) 2 (略) 

 



報第１１号 

 

専決事項の報告について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則第５条第１項の規定により、酒田市松

山歴史公園設置管理条例施行規則の一部改正について別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和３年３月６日提出 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の使用料に係る減免指針の策定に伴う所要の改正措置について、教

育委員会の会議を招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会教育長事務委

任規則第５条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により

報告し、承認を求めるものである。 



酒田市松山歴史公園設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(指定管理者が行う業務) 

第2条 条例第3条の規定により酒田市松山歴史公園の施設の管理を指定

管理者に行わせる場合において、次条から第 4条まで、第6条及び第1

3条の規定中「酒田市教育委員会」又は「教育委員会」とあるものは

「指定管理者」と、第7条中「職員」とあるものは「指定管理者の職

員」と、第10条第3項及び第 11条中「市長」とあるものは「指定管理

者」と、第 14条中「松山文化伝承館長」とあるものは「指定管理者」

と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について

当該読替えを準用する。 

(入館料等の減免) 

第10条 条例第19条第1号の規定により入館料又は使用料を減額し、又

は免除する入館料又は使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

(1) 市又は教育委員会が主催する事業を行うとき 全額 

(2) 市又は教育委員会が共催する事業を行うとき 5割の額 

(指定管理者が行う業務) 

第2条 条例第3条の規定により酒田市松山歴史公園の施設の管理を指定

管理者に行わせる場合において、次条から第 4条まで、第 6条及び第 1

3条の規定中「酒田市教育委員会」又は「教育委員会」とあるものは

「指定管理者」と、第7条中「職員」とあるものは「指定管理者の職

員」と、第10条及び第 11条中「市長」とあるものは「指定管理者」

と、第 14条中「松山文化伝承館長」とあるものは「指定管理者」と読

み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該

読替えを準用する。 

(入館料等の減免申請) 

第10条 条例第 19条の規定により入館料及び使用料の減額、又は免除を

受けようとする者は、松山歴史公園施設入館料等減免(返還)申請書(様

式第 9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

2 条例第 19条第2号の規定により入館料又は使用料を減額し、又は免除

することができるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定め

るところにより、入館料又は使用料を減額し、又は免除する。 

(新設) 

(1) 本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のため

に使用する場合に限る。) 全額 

 

(2) 本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用すると

き 全額 

 



(3) 市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外

保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額 

 

(4) 市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する

とき 全額 

 

(5) 市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田

市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 

全額 

 

(6) 生涯学習施設里仁館が生涯学習等の社会教育活動で使用するとき

 全額 

 

(7) 東北公益文科大学が教育又は学習目的で使用するとき(松山文化伝

承館を使用する場合に限る。) 全額 

 

(8) その他市長が認めるとき 全額又は5割の額 
 

3 前2項の規定により入館料又は使用料の減額又は免除を受けようとす

る者は、松山歴史公園施設入館料等減免(返還)申請書(様式第9号)を市

長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(新設) 

 



報第１２号 

 

専決事項の報告について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則第５条第１項の規定により、酒田市写

真展示館設置管理条例施行規則の一部改正について別紙のとおり専決処分した

ので、同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和３年３月６日提出 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の使用料に係る減免指針の策定に伴う改正及び名称を土門 記念館

に改める等の改正措置について、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がな

く、酒田市教育委員会教育長事務委任規則第５条第１項の規定により専決処分

したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求めるものである。 



酒田市写真展示館設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

酒田市土門 記念館設置管理条例施行規則 酒田市写真展示館設置管理条例施行規則 

 

本則 

 

本則 

(趣旨) 

第1条 この規則は、酒田市土門 記念館設置管理条例(平成17年条例第

200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。 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、酒田市写真展示館設置管理条例(平成 17年条例第 20

0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。 

(指定管理者が行う業務) 

第3条 条例第3条の規定により酒田市土門 記念(以下「記念館」とい

う。)の管理を指定管理者に行わせる場合において、第 6条中「入館

料」とあるのは「利用料金」と、第 6条第2項中「市長」とあるのは

「指定管理者」と読み替えるものとする。この場合において、関係する

様式について当該読替えを準用する。 

(指定管理者が行う業務) 

第 3条 条例第3条の規定により酒田市写真展示館(以下「展示館」とい

う。)の管理を指定管理者に行わせる場合において、第 6条中「市長」

とあるのは「指定管理者」と、「入館料」とあるのは「利用料金」と読

み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読

替えを準用する。 

(入館料の承認) 

第5条 条例第15条第2項の規定により、指定管理者は、記念館入館料

承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、入館料の承認を得なければな

らない。 

(入館料の承認) 

第 5条 条例第15条第2項の規定により、指定管理者は、写真展示館入

館料承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、入館料の承認を得なけれ

ばならない。 

(入館料の減免) 

第6条 条例第16条の規定により入館料を減額し、又は免除することが

できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定めるところに

より入館料を減額し、又は免除する。 

(1) 本市が主催する事業で使用する場合 全額 

(2) 本市から事業の委託を受けたものが使用する場合(当該事業のため

に使用する場合に限る。) 全額 

(入館料の減免申請) 

第 6条 条例第16条の規定により入館料の減額又は免除を受けようとす

る者は、写真展示館入館料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 



(3) 本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用する場

合 全額 

(4)  市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外

保育施設が保育又は教育目的で使用する場合 全額 

(5) 市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する

場合 全額 

(6) 市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田

市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用する場合 

全額 

(7) 本市が共催する事業で使用する場合 5割の額 

(8) その他市長が認める場合 全額又は 5割の額 

2 前項の規定により入館料の減額又は免除を受けようとする者は、記念

館入館料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。 

2 条例第16条の規定により入館料の減額又は免除を受けることのできる

者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 教育課程に基づく教育活動として入館する児童、生徒又は学生及

びこれらの引率者 

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると認められるも

の 

(遵守事項) 

第7条 記念館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。 

(遵守事項) 

第 7条 展示館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。 

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略) 

(5) 前各号に掲げるもののほか、記念館の管理運営上支障がある行為

をしないこと。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、展示館の管理運営上支障がある行為

をしないこと。 

 

様式第 1号(第4条関係) 

 

様式第1号(第4条関係) 

入館券 入館券 

[別紙参照] [別紙参照] 



 

様式第 2号(第5条関係) 

 

様式第2号(第5条関係) 

土門 記念館入館料承認申請書 写真展示館入館料承認申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

様式第 3号(第6条関係) 

 

様式第3号(第6条関係) 

土門 記念館入館料減免申請書 写真展示館入館料減免申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 



報第１３号 

 

専決事項の報告について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則第５条第１項の規定により、酒田市美

術館設置管理条例施行規則の一部改正について別紙のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和３年３月６日提出 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の使用料に係る減免指針の策定等に伴う所要の改正措置について、

教育委員会の会議を招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会教育長事務

委任規則第５条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定によ

り報告し、承認を求めるものである。 



酒田市美術館設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(観覧料及び使用料の減免申請) 

第7条 条例第19条の規定により観覧料又は使用料を減額し、又は免除

することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定め

るところにより、観覧料又は使用料を減額し、又は免除する。 

(1) 本市が主催する事業で使用する場合 全額 

(2) 本市から事業の委託を受けたものが使用する場合(当該事業のため

に使用する場合に限る。) 全額 

(3) 本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用する場

合 全額 

(4) 市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外

保育施設が保育又は教育目的で使用する場合 全額 

(5) 市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する

場合 全額 

(6) 市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田

市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用する場合 

全額 

(7) 本市が共催する事業で使用する場合 5割の額 

(8) その他市長が認める場合 全額又は5割の額 

(観覧料及び使用料の減免申請) 

第7条 条例第19条の規定により、観覧料の減額又は免除を受けようと

する者は美術館観覧料減免申請書(様式第 7号)を、使用料の減額又は免

除を受けようとする者は美術館市民ギャラリー使用料減免申請書(様式

第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

2 前項(第1号を除く。)の規定により、観覧料の減額又は免除を受けよ

うとする者は美術館観覧料減免申請書(様式第7号)を、使用料の減額又

は免除を受けようとする者は美術館市民ギャラリー使用料減免申請書

(様式第 8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

2 条例第 19条の規定により観覧料又は使用料の減額又は免除を受けるこ

とのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 教育課程に基づく教育活動として児童、生徒又は学生及びこれら

の引率者 

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると認められるも

の 



 

様式第3号(第4条関係) 

 

様式第 3号(第4条関係) 

美術館市民ギャラリー使用許可(変更・取消し)申請書 美術館市民ギャラリー使用許可(変更・取消し)申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

様式第5号(第5条関係) 

 

様式第 5号(第5条関係) 

観覧券 観覧券 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

様式第6号(第6条関係) 

 

様式第 6号(第6条関係) 

美術館利用料金承認申請書 美術館利用料金承認申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

様式第7号(第7条関係) 

 

様式第 7号(第7条関係) 

美術館観覧料減免申請書 美術館観覧料減免申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

様式第8号(第7条関係) 

 

様式第 8号(第7条関係) 

美術館市民ギャラリー使用料減免申請書 美術館市民ギャラリー使用料減免申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 



報第１４号 

 

専決事項の報告について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則第５条第１項の規定により、酒田市体

育施設設置管理条例施行規則の一部改正について別紙のとおり専決処分したの

で、同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和３年３月６日提出 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の使用料に係る減免指針の策定等に伴う所要の改正措置について、

教育委員会の会議を招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会教育長事務

委任規則第５条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定によ

り報告し、承認を求めるものである。 



酒田市体育施設設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(指定管理者が行う業務) 

第2条 条例第3条の規定により酒田市体育施設(以下「体育施設」とい

う。)の管理を指定管理者に行わせる場合において、次条から第8条ま

で、第10条から第12条まで及び第 15条の規定中「酒田市教育委員

会」、「教育委員会」又は「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使

用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。この場合にお

いて、関係する様式について当該読替えを準用する。 

(指定管理者が行う業務) 

第2条 条例第3条の規定により酒田市体育施設(以下「体育施設」とい

う。)の管理を指定管理者に行わせる場合において、次条から第 6条ま

で、第 8条から第 10条まで及び第 13条の規定中「酒田市教育委員

会」、「教育委員会」又は「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使

用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。この場合にお

いて、関係する様式について当該読替えを準用する。 

(使用料後納の申請) 

第7条 体育施設の使用の許可を受けたものが、条例第 17条第1項ただ

し書きの規定により使用料の後納の承認を受けようとするときは、体育

施設使用料後納申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない 

(新設) 

(使用料後納の事由) 

第8条 条例第17条第1項ただし書の規定により使用料を後納させるこ

とができる特別の事由は、次のとおりとする。 

(新設) 

(1) 使用料について、当該施設を使用する者の利便のため後納する必

要があると認めたとき。 

 

(2) 前号に定めるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認め

たとき。 

 

(利用料金の承認) 

第9条 条例第17条第2項の規定により、指定管理者は、体育施設利用

料金承認申請書(様式第7号)を教育委員会に提出し、利用料金の承認を

得なければならない。 

(利用料金の承認) 

第7条 条例第17条第2項の規定により、指定管理者は、体育施設利用

料金承認申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、利用料金の承認を

得なければならない。 

(使用料の減免申請) (使用料の減免申請) 



第10条 条例第18条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとす

る者は、体育施設使用料減免申請書(様式第 8号)を体育施設使用許可申

請書に添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただ

し、本市が主催して実施する事業については、この限りでない。 

第8条 条例第18条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとす

る者は、体育施設使用料減免申請書(様式第 7号)を体育施設使用許可申

請書に添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただ

し、市が主催して実施する事業については、この限りでない。 

(使用料の減免基準) 

第11条 (略) 

(使用料の減免基準) 

第9条 (略) 

(特別設備使用等) 

第12条 (略) 

(特別設備使用等) 

第10条 (略) 

(占用申請) 

第13条 (略) 

(占用申請) 

第11条 (略) 

(遵守事項) 

第14条 (略) 

(遵守事項) 

第12条 (略) 

(入場の禁止) 

第15条 (略) 

(入場の禁止) 

第13条 (略) 

(その他) 

第16条 (略) 

(その他) 

第14条 (略) 

 

別表(第 11条関係) 

 

別表(第 9条関係) 

(1) 共通事項 (1) 共通事項 

対 象 事 業 等 減額割合

又は免除 

1 本市又は本市が事務局を担

う実行委員会若しくは外郭団体

が主催して実施するもの 

 

 

(1) 各種スポーツ大会及び

イベント等 

免除 

(2) スポーツ以外の各種大

会及び事業・イベント等 

対 象 事 業 等 減額割合

又は免除 

1 市が主催又は委託して実施

するもの 

(1) スポーツ教室 免除 

(2) スポーツ相談(体力テス

ト及び運動能力テストを含

む。) 

  



 

 

 

 

 

 

2 本市から事業の委託を受けたものが使用するもの(当該

事業のために使用するものに限る。) 

 

 

3 公益上特に必要があると認

められるもの 

市長と教育委員会が協議

し、必要があると認められ

る事業 

免除又は5

割減額 

4 選手の強化を目的とし、特

に必要があると認められるもの 

(1) 山形県及び山形県競技

団体が主催して行う事業の

うち、特に必要があると認

められるもの(公益財団法

人酒田市体育協会(平成25

年4月 1日に公益財団法人

酒田市体育協会という名称

で認定された法人をい

う。)に加盟しているもの

に限る。) 

免除 

  

 

 

 

(2) 前号に定めるもののほ

か、教育委員会が特に必要

があると認める事業 
  

(3) 市体育大会、市体育

祭、市スポーツレクリエー

ション祭、スポーツ少年団

各種大会等の各種大会 

  

(4) スポーツ研修会、講習

会等 
  

2 公益上特に必要があると認

められるもの 

(1) 市が主催する事業 免除 

(2) 市長と教育委員会が協

議し、必要があると認めら

れる事業 

  

3 選手の強化を目的とし、特

に必要があると認められるもの 

(1) 山形県及び山形県競技

団体が主催して行う事業の

うち、特に必要があると認

められるもの(ただし、公益

財団法人酒田市体育協会(平

成25年4月 1日に公益財団

法人酒田市体育協会という

名称で認定された法人をい

う。)に加盟しているものに

限る。) 

免除 

  

 

 

 

 

 

 

(2) 前号に定めるもののほ

か、教育委員会が特に必要

があると認める事業 

  



 

5 市内の認可保育所、認定こ

ども園、事業所内保育施設、認

可外保育施設、放課後児童健全

育成事業を行うもの、小学校、

中学校又は特別支援学校(高等

部を除く。)(以下「学校等」と

いう。)における教育又は保育

上、特に必要があると認められ

るもの(右欄に掲げる事業等を

実施するため、当該学校等に当

該事業等を実施する施設が無

く、若しくは当該学校等の施設

では狭いため、又は学校等若し

くは地域の行事等で当該学校等

の施設が使用できないため、使

用するものに限る。) 

(1) スポーツレクリエーシ

ョン事業 
免除 

(2) 記録会   

(3) 体力テスト及び運動能

力テスト 
  

(4) スポーツ少年団(ジュニ

アスポーツクラブを含

む。)及び部活動のうち、

教育委員会が必要があると

認めるもの(次に掲げる要

件を満たすものに限る。) 

  

  ア 使用時間は、月曜日

から金曜日までの間(祝

日及び休館日を除く。)

とし、おおむね午後 3時

から午後 7時までの時間

とすること。 

  

  イ 申請者は、園長、学

校長又は各団の代表者と

し、現場責任者を明示す

ること。 

  

  ウ 現場責任者又は指導

者が立会いの下に使用す

ること。 

  

6 市内の高等学校、酒田市立

酒田看護専門学校又は大学(以

部活動のうち、教育委員会

が必要があると認めるもの

5割減額 

4 幼稚園、保育所、小学校及

び中学校(以下「学校等」とい

う。)における教育又は保育

上、特に必要があると認められ

るもの(ただし、右欄に掲げる

事業等を実施するため、当該学

校等に当該事業等を実施する施

設が無く、若しくは当該学校等

の施設では狭いため、又は学校

等若しくは地域の行事等で当該

学校等の施設が使用できないた

め、使用するものに限る。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 体育事業 免除 

(2) 記録会   

(3) 体力テスト及び運動能

力テスト 
  

(4) スポーツ少年団(ジュニ

アスポーツクラブを含む。)

及び部活動のうち、教育委

員会が必要があると認める

もの。ただし、次に掲げる

要件を満たすものに限る。 

  

  ア 使用時間は、月曜日

から金曜日までの間(祝

日及び休館日を除く。)

とし、おおむね午後 3時

から午後 7時までの時間

とすること。 

  

  イ 申請者は、園長、学

校長又は各団の代表者と

し、現場責任者を明示す

ること。 

  

  ウ 現場責任者又は指導

者が立会いの下に使用す

ること。 
  

5 高等学校及び大学(以下「高

校等」という。)の部活動等

(1) 部活動のうち、教育委

員会が必要があると認める

5割減額 



下「高校等」という。)の部活

動等で、右欄に掲げる事業等を

実施するため、当該高校等に当

該事業等を実施する施設が無

く、又は当該高校等の施設では

狭いため、臨時的に使用するも

の 

(次に掲げる要件を満たす

ものに限る。) 

  ア 使用時間は、月曜日

から金曜日までの間(祝

日及び休館日を除く。)

とし、おおむね午後 3時

から午後 7時までの時間

とすること。 

  イ 申請者は、学校長又

は学長とし、現場責任者

を明示すること。 

  ウ 現場責任者又は指導

者が立会いの下に使用す

ること。 

7 教育委員会が認めた総合型地域スポーツクラブとしての

定期活動 

5割減額 

8 第 1項から前項までに掲げ

るもののほか、営利を目的とし

ないもののうち、市長又は教育

委員会が共催するもの 

市長又は教育委員会が共催

する各種大会、研修会及び

講習会 

5割減額

(ただし、

大会を実

施する場

合におけ

る大会当

日のみと

する。) 
 

で、右欄に掲げる事業等を実施

するため、当該高校等に当該事

業等を実施する施設が無く、又

は当該高校等の施設では狭いた

め、臨時的に使用するもの 

もの。ただし、次に掲げる

要件を満たすものに限る。 

  ア 使用時間は、月曜日

から金曜日までの間(祝

日及び休館日を除 

く。)とし、おおむね午

後3時から午後 7時まで

の時間とすること。 

  イ 申請者は、学校長又

は学長とし、現場責任者

を明示すること。 

  ウ 現場責任者又は指導

者が立会いの下に使用す

ること。 

6 教育委員会が認めた総合型地域スポーツクラブとしての

定期活動 

免除 

7 社会教育団体、社会福祉関

係団体等によるスポーツ事業

で、市が委託して実施するもの

又は公益上特に必要があると認

められるもの 

(1) 勤労者体育大会 免除 

(2) 市青年大会   

(3) 市身体障がい者体育大

会 
  

(4) 市老人体育レクリエー

ション大会 
  

8 第 1項から前項までに掲げ

るもののほか、営利を目的とし

ないもののうち、市長又は教育

委員会が共催又は後援するもの 

(1) 市長又は教育委員会が

共催する各種大会、研修会

及び講習会 

5割減額

(ただし、

大会を実

施する場

合におけ



る大会当

日のみと

する。) 

(2) 市長又は教育委員会が

後援する各種大会、研修会

及び講習会 

2割減額

(ただし、

大会を実

施する場

合におけ

る大会当

日のみと

する。) 
 

(2) 個別事項 (2) 個別事項 

区 分 対象 減額割

合 

市在住の高校生

以下 

 酒田市松山スキー場に係るシュレップリフ

トのシーズン券 

5割減

額 
 

区 分 対象 減額割

合 

1 市在住の中学

生以下 

 酒田市松山スキー場に係るシュレップリフ

トのシーズン券 

4割減

額 

2 市在住の高校

生 

 酒田市松山スキー場に係るシュレップリフ

トのシーズン券 

5割減

額 
 

 

様式第6号(第7条関係) 

 

(新設) 

体育施設使用料後納申請書 
 

[別紙参照] 
 

 

様式第7号(第9条関係) 

 

様式第 6号(第7条関係) 

体育施設利用料金承認申請書 体育施設利用料金承認申請書 

(様式は省略) (様式は省略) 



 

様式第8号(第10条関係) 

 

様式第 7号(第8条関係) 

体育施設使用料減免申請書 体育施設使用料減免申請書 

(様式は省略) (様式は省略) 

 



報第１５号 

 

専決事項の報告について 

 

酒田市教育委員会教育長事務委任規則第５条第１項の規定により、酒田市平

田Ｂ＆Ｇ海洋センター設置管理条例施行規則の一部改正について別紙のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和３年３月６日提出 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の使用料に係る減免指針の策定等に伴う所要の改正措置について、

教育委員会の会議を招集する時間的余裕がなく、酒田市教育委員会教育長事務

委任規則第５条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定によ

り報告し、承認を求めるものである。 



酒田市平田 B＆G海洋センター設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(使用料後納の申請) 

第6条 体育施設の使用の許可を受けたものが、条例第 8条ただし書きの

規定により使用料の後納の承認を受けようとするときは、海洋センター

使用料後納申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。 

(新設) 

(使用料後納の事由) 

第7条 条例第8条ただし書の規定により使用料を後納させることができ

る特別の事由は、次のとおりとする。 

(新設) 

(1) 使用料について、当該施設を使用する者の利便のため後納する必

要があると認めたとき。 

 

(2) 前号に定めるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認め

たとき。 

 

(使用料の減免申請) 

第8条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする

者は、海洋センター使用料減免申請書(様式第5号)を海洋センター使用

許可申請書に添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

ただし、本市が主催して実施する事業については、この限りでない。 

(使用料の減免申請) 

第6条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする

者は、海洋センター使用料減免申請書(様式第4号)を海洋センター使用

許可申請書に添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

ただし、市が主催して実施する事業については、この限りでない。 

(使用料の減免基準) 

第9条 (略) 

(使用料の減免基準) 

第7条 (略) 

(使用料の返還) 

第10条 (略) 

(使用料の返還) 

第8条 (略) 

(その他) 

第11条 (略) 

(その他) 

第9条 (略) 



 

別表(第 9条関係) 

 

別表(第 7条関係) 

対象事業等 減額割合

又は免除 

1 本市又は本市が事務局を担

う実行委員会若しくは外郭団体

が主催して実施するもの 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 各種スポーツの大会及

びイベント等 

免除 

(2) スポーツ以外の各種大

会及び事業・イベント等 

2 本市から事業の委託を受けたものが使用するもの(当該

事業のために使用するものに限る。) 

 

 

 

3 公益上特に必要があると認

められるもの 

 

 

 

 

 

 

市長と教育委員会が協議

し、必要があると認められ

る事業 

免除又は5

割減額 

対象事業等 減額割合

又は免除 

1 教育委員会が主催又は委託

して実施するもの 

(1) スポーツ教室 免除 

(2) スポーツ相談(体力テス

ト及び運動能力テストを含

む。) 

  

(3) 市体育大会、市体育

祭、市スポーツレクリエー

ション祭、スポーツ少年団

各種大会等の各種大会 

  

(4) スポーツ研修会、講習

会等 

  

2 公益上特に必要があると認

められるもの 

(1) 市が主催する事業 免除 

(2) 市長と酒田市教育委員

会(以下「教育委員会」とい

う。)が協議し、必要がある

と認められる事業 

  

3 選手の強化を目的とし、特

に必要があると認められるもの 

(1) 山形県及び山形県競技

団体が主催して行う事業の

うち、特に必要があると認

められるもの(ただし、公益

財団法人酒田市体育協会(平

成25年4月 1日に公益財団

法人酒田市体育協会という

名称で認定された法人をい

免除 



 

 

 

 

 

4 選手の強化を目的とし、特

に必要があると認められるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 山形県及び山形県競技

団体が主催して行う事業の

うち、特に必要があると認

められるもの(公益財団法

人酒田市体育協会(平成25

年4月 1日に公益財団法人

酒田市体育協会という名称

で認定された法人をい

う。)に加盟しているもの

に限る。) 

免除 

(2) 前号に定めるもののほ

か、教育委員会が特に必要

があると認める事業 

  

う。)に加盟しているものに

限る。) 

(2) 前号に定めるもののほ

か、教育委員会が特に必要

があると認める事業 

  

4 幼稚園、保育所、小学校及

び中学校(以下「学校等」とい

う。)における教育又は保育

上、特に必要があると認められ

るもの(ただし、右欄に掲げる

事業等を実施するため、当該学

校等に当該事業等を実施する施

設が無く、若しくは当該学校等

の施設では狭いため、又は学校

等若しくは地域の行事等で当該

学校等の施設が使用できないた

め、使用するものに限る。) 

(1) 体育事業 免除 

(2) 記録会   

(3) 体力テスト及び運動能

力テスト 

  

(4) スポーツ少年団(ジュニ

アスポーツクラブを含む。)

及び部活動のうち、教育委

員会が必要があると認める

もの。ただし、次に掲げる

要件を満たすものに限る。 

  

  ア 使用時間は、月曜日

から金曜日までの間(祝

日及び休館日を除く。)

とし、おおむね午後 3時

から午後 7時までの時間

とすること。 

  

  イ 申請者は、園長、学

校長又は各団の代表者と

し、現場責任者を明示す

ること。 

  



 

 

 

5 市内の認可保育所、認定こ

ども園、事業所内保育施設、認

可外保育施設、放課後児童健全

育成事業を行うもの、小学校、

中学校又は特別支援学校(高等

部を除く。)(以下「学校等」と

いう。)における教育又は保育

上、特に必要があると認められ

るもの(右欄に掲げる事業等を

実施するため、当該学校等に当

該事業等を実施する施設が無

く、若しくは当該学校等の施設

では狭いため、又は学校等若し

くは地域の行事等で当該学校等

の施設が使用できないため、使

用するものに限る。) 

(1) スポーツレクリエーシ

ョン事業 

免除 

(2) 記録会   

(3) 体力テスト及び運動能

力テスト 

  

(4) スポーツ少年団(ジュニ

アスポーツクラブを含

む。)及び部活動のうち、

教育委員会が必要があると

認めるもの（次に掲げる要

件を満たすものに限る。） 

  

  ア 使用時間は、月曜日

から金曜日までの間(祝

日及び休館日を除く。)

とし、おおむね午後 3時

から午後 7時までの時間

とすること。 

  

  イ 申請者は、園長、学

校長又は各団の代表者と

し、現場責任者を明示す

ること。 

  

  ウ 現場責任者又は指導

者が立会いの下に使用す

ること。 

  

  ウ 現場責任者又は指導

者が立会いの下に使用す

ること。 

  

5 高等学校及び大学(以下「高

校等」という。)の部活動等

で、右欄に掲げる事業等を実施

するため、当該高校等に当該事

業等を実施する施設が無く、又

は当該高校等の施設では狭いた

め、臨時的に使用するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部活動のうち、教育委

員会が必要があると認める

もの。ただし、次に掲げる

要件を満たすものに限る。 

5割減額 

  ア 使用時間は、月曜日

から金曜日までの間(祝

日及び休館日を除く。)

とし、おおむね午後 3時

から午後 7時までの時間

とすること。 

  

  イ 申請者は、学校長又

は学長とし、現場責任者

を明示すること。 

  

  ウ 現場責任者又は指導

者が立会いの下に使用す

ること。 

  



6 市内の高等学、酒田市立看

護専門学校又は大学(以下「高

校等」という。)の部活動等

で、右欄に掲げる事業等を実施

するため、当該高校等に当該事

業等を実施する施設が無く、又

は当該高校等の施設では狭いた

め、臨時的に使用するもの 

部活動のうち、教育委員会

が必要があると認めるもの

（次に掲げる要件を満たす

ものに限る。） 

5割減額 

  ア 使用時間は、月曜日

から金曜日までの間(祝

日及び休館日を除く。)

とし、おおむね午後 3時

から午後 7時までの時間

とすること。 

  

  イ 申請者は、学校長又

は学長とし、現場責任者

を明示すること。 

  

  ウ 現場責任者又は指導

者が立会いの下に使用す

ること。 

  

7 教育委員会が認めた総合型地域スポーツクラブとしての

定期活動 

 

 

 

 

5割減額 

8 第 1項から前項までに掲げ

るもののほか、営利を目的とし

ないもののうち、市長又は教育

委員会が共催するもの 

市長又は教育委員会が共催

する各種大会、研修会及び

講習会 

5割減額

(ただし、

大会を実

施する場

合におけ

6 教育委員会が認めた総合型地域スポーツクラブとしての

定期活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免除 

7 社会教育団体、社会福祉関

係団体等によるスポーツ事業

で、市が委託して実施するもの

又は公益上特に必要があると認

められるもの 

(1) 勤労者体育大会 免除 

(2) 市青年大会   

(3) 市身体障がい者体育大

会 

  

(4) 市老人体育レクリエー

ション大会 

  

8 第 1項から前項までに掲げ

るもののほか、営利を目的とし

ないもののうち、市長又は教育

委員会が共催又は後援するもの 

(1) 市長又は教育委員会が

共催する各種大会、研修会

及び講習会 

5割減額

(ただし、

大会を実

施する場

合におけ



る大会当

日のみと

する。) 
 

る大会当

日のみと

する。) 

  (2) 市長又は教育委員会が

後援する各種大会、研修会

及び講習会 

2割減額

(ただし、

大会を実

施する場

合におけ

る大会当

日のみと

する。) 
 

 

様式第4号(第6条関係) 

 

(新設) 

平田B&G海洋センター使用料後納申請書 
 

[別紙参照] 
 

[別紙参照] 
 

 

様式第5号(第8条関係) 

 

様式第 4号(第6条関係) 

海洋センター使用料減免申請書 海洋センター使用料減免申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 



議第９号 

 

令和３年度酒田市立小・中学校教職員の人事異動について 

 

令和３年度酒田市立小・中学校教職員の人事異動を別紙のとおり提案する。 

 

令和３年３月６日提出 

 

 

酒 田 市 教 育 委 員 会 

教育長  村上  幸太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


