浜松市 春野 福祉 セン ター 運営 協議会 設置 要綱

（設置 ）
第１条

浜 松市 春野 福祉 セン ター （以 下「 セ ンター 」と いう 。） の事 業運 営等 にあ た

り、円 滑な 管理 運営 及び 市民 の幅 広い 意見 を 反映さ せる ため 、浜 松市 春野 福祉 セン
ター運 営協 議会 （以 下「 協議 会」と いう 。） を設置 する 。
（協議 事項 ）
第２条

協 議会 は、 次の 事項 につい て協 議す る。

（１） セン ター の適 正な 運営 及び事 業内 容等 に関す る事 項
（２） セン ター 運営 のた めの 情報の 提供 及び 交換に 関す る事 項
（３） セン ター の利 用に 関す る事項
（４） 前各 号に 掲げ るも のの ほか、 セン ター の適正 な運 営の ため に必 要な 事項
（構成 ）
第３条

協 議会 は、 指定 管理 者、 施設 利用 者 及び行 政機 関等 の関 係者 をも って 構成 す

る。
２

委 員は 上記 に掲 げる 者の うちか ら、 指定 管理者 、市 が協 議し て選 任す る。

（任期 ）
第４条
２

委 員の 任期 は５ 年と する。 ただ し、 再任を 妨げ ない 。
補欠 委員 の任 期は 、前 任者の 在任 期間 とする 。

（役員 ）
第５条

協 議会 に会 長及 び副 会長を 置き 、委 員の互 選に より 選任 する 。

（協議 会の 開催 ）
第６条

協 議会 は、 通常 年１ 回会 長が 召集 す る。た だし 会長 が必 要と する 場合 は、 そ

の都度 会議 を開 催す るこ とが できる 。
２

協議 会は 、委 員の 半数 以上 の出 席がな ければ 、会 議を 開催 する こと がで きな い。

（庶務 ）
第７条

協議会 の庶 務は 、セ ンタ ーの 指定管 理者 にお いて行 う。

（委任 ）
第８条

この要 綱に 定め るも のの ほか 、協議 会の 運営 に関し 必要 な事 項は 、会 長が 協

議会の 会議 に諮 って 定め る。

附

則

この 要綱 は、 平成 １８ 年４ 月１日 から 施行 する。
附

則

この 要綱 は、 平成 ２１ 年４ 月１日 から 施行 する。

