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○うるま市地域交流センター条例 

平成２２年３月１９日 

条例第８号 

改正 平成２５年１０月８日条例第４０号 

平成２７年１２月２１日条例第４５号 

 令和３年１０月６日条例第２４号 

（設置） 

第１条 市民の交流を促進することにより地域経済の活性化を推進するため、うるま市

地域交流センター（以下「交流センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 うるま市地域交流センター 

位置 うるま市安慶名三丁目２番１号 

（施設の管理） 

第３条 市長は、交流センターの全部又は一部の管理を地方自治法（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。）に行わせることがで

きるものとする。 

（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） 交流センターの利用の許可及び許可に付する条件に関する業務 

（２） 交流センターの利用許可の取消し、立入りの制限等に関する業務 

（３） 交流センターの原状回復に関する業務 

（４） 利用料金の収受、減免又は返還に関する業務 

（５） 交流センターの維持管理に関する業務 

（６） その他市長が必要と認める業務 

（指定管理者の指定の申請） 

第５条 第３条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業

計画書その他規則で定める書類（以下「事業計画書等」という。）を添えて、市長に
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提出しなければならない。 

（指定管理者の指定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、

最も適切に交流センターの管理を行うことができると認めるものを候補者として選

定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。 

（１） 事業計画書等の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであ

ること。 

（２） 事業計画書等の内容が、地域交流センターの効用を最大限に発揮させるもの

であるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。 

（３） 事業計画書等の内容に沿った交流センターの管理を安定して行う能力を有す

ること。 

（４） その他市長が施設の性質又は目的に応じて必要とする法人その他の団体であ

ること。 

２ 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより公募す

るものとする。 

（公募によらない指定管理者の指定） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定によらず指定管理

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するものとする。 

（１） 交流センターの設置目的、特性、規模等から、特定の団体に管理させること

が適切な管理運営に資すると認められるとき。 

（２） 緊急の必要により公募することができないとき。 

（３） 申請した団体の中に指定管理者として適当な団体がないと認められたとき。 

（４） その他市長が必要と認めたとき。 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第８条 市長は、指定管理者が法第２４４条の２第１０項の指示に従わないとき、又は

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業務の全部若しくは一部
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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、市長は、その賠償の責め

を負わない。 

（指定管理者の指定等の告示） 

第９条 市長は、第６条及び第７条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨

を告示しなければならない。 

２ 前項の規定は、前条第１項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を

定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。 

（協定の締結） 

第１０条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と交流センターの管理に関する協定

を締結しなければならない。 

（開館時間） 

第１１条 交流センターの開館時間は、午前９時から午後９時までとする。ただし、指

定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間を変更すること

ができる。 

（休館日） 

第１２条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が、必要

があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外

の日に休館することができる。 

（１） 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日及び６月２３日（慰霊の日）に当たる場合は、その翌日 

（２） １２月２９日から翌年の１月３日まで 

（利用の許可） 

第１３条 交流センターの施設及び附属設備（以下「施設等」という。）を利用しよう

とする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。利用の許可を受

けた者（以下「利用者」という。）が許可を受けた事項を変更しようとするときも同

様とする。 

２ 前項の許可を与える場合において、指定管理者は、管理上必要な条件を付すること

ができる。 

（許可の基準） 
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第１４条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利

用を許可しない。 

（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） 集団的に又は常習的に暴力的不法行為（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１号に規定する暴力的不法行為等

をいう。）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。 

（３） 公益を害するおそれがあると認められるとき。 

（４） 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

（５） 交流センターの管理及び運営に支障があると認められるとき。 

（６） その他利用が不適当と認められるとき。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第１５条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（利用許可の取消し等） 

第１６条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利

用許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。 

（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） 正当な手続によらないで利用目的及び内容等を変更したとき。 

（３） 災害、事故等により施設等の利用ができなくなったとき。 

（４） 交流センターの管理及び運営に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

（５） その他利用が不適当と認められるとき。 

２ 前項の規定に基づく施設等の利用許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しく

は停止した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めは負わな

い。 

（原状回復の義務） 

第１７条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又はその利用を取り消されたとき

は、速やかに利用場所を原状に復しなければならない。 

２ 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者が代わって執行し、

その費用を利用者から徴収することができる。 

３ 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又はその指定を取り消され、若し
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くは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、施設等を

速やかに原状に復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、その限り

でない。 

（利用料金等） 

第１８条 利用者は、指定管理者に対し、別表に定める利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）を納入しなければならない。 

２ 利用料金は、別表に定める額の１００分の７０を乗じて得た額から１００分の１３

０を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が定めるものとし、その額については、市長

の承認を受けなければならない。利用料金を変更するときも、同様とする。 

３ 市長は、前項の承認をしたときは、これを告示するものとする。 

４ 利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。 

（利用料金の減免） 

第１９条 指定管理者は、規則で定める特別な理由があるときは、利用料金を減額し、

又は免除することができる。 

（利用料金の返還） 

第２０条 既に納付された利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める特別な理由

があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第２１条 指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、規則で定めるところにより、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

８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。 

（損害の賠償） 

第２２条 利用者は、施設等を損傷し、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。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減

額し、又は免除することができる。 

（指定管理者が行う個人情報の取扱い） 

第２３条 指定管理者は、交流センターを管理するに当たって、個人情報の減失、破損、

改ざん及び漏えいの防止等個人情報保護のための必要な措置を講じなければならな



‐6‐ 

い。 

２ 第４条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た

個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

（委任） 

第２４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、交流センターの供用開始の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から指定管理者が管理する日までの間においては、第１３条、

第１４条、第１６条、第１７条第２項、第１８条第１項及び第１９条の規定中「指定

管理者」とあるのは「市長」とし、第１８条第１項、第１９条、第２０条及び別表の

規定中「利用料金」とあるのは「使用料」とする。 

附 則（平成２５年１０月８日条例第４０号） 

この条例は、平成２５年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２１日条例第４５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則（令和３年１０月６日条例第２４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１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うるま市地域交流センター条例の規定は、この条例の施行

の日以降に附属設備を利用するものから適用し、同日前に附属設備を利用するものに

ついては、なお従前の例による。 

別表（第１８条関係） 

１ 施設利用料金 

時間 

施設名称 

午前９時から午後９時までの１時間当たりの利用料金 

市民 市民以外 

１階多目的室 ３００円 ６００円
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（２００円） （４００円）

２階会議室 ３００円

（２００円）

６００円

（４００円）

２階屋外作業場 ３００円 ６００円

１階多目的室 

※商業目的の場合 

６００円

（４００円）

１，２００円

（８００円）

２階会議室 

※商業目的の場合 

６００円

（４００円）

１，２００円

（８００円）

２階屋外作業場 

※商業目的の場合 

６００円 １，２００円

交流広場 ５００円 １，０００円

交流広場 

※商業目的の場合 

１，０００円 ２，０００円

交流広場電源使用 交流広場のコンセントから電源を使用する場合の１時間当たりの

利用料金 ２００円 

※（ ）内は冷暖房を使用した場合の追加料金。 

備考 

（１） 商業目的とは、商業宣伝、営利又はこれらに類似する行為を目的として利

用する場合である。 

（２） 利用時間を超過した場合、超過時間が３０分未満は切り捨て、３０分以上

１時間未満は１時間として計算する。 

２ 附属設備利用料金 

品名 単位 利用料金 備考 

プロジェクター １台／時間 ２００円スクリーンを含む。 

ワイヤレスアンプ １台／時間 ２００円 

音響設備 １式／時間 １００円 

備考 利用時間を超過した場合、超過時間が３０分未満は切り捨て、３０分以上１時

間未満は１時間として計算する。 


