宗像市 市民活 動交 流館

ロッ カー ・メー ルボ ッ クス利 用要領
制定

第1条

令和 ３年 ２月９ 日

趣旨

この要 領は 、宗 像市市 民活 動交流 館（ 以下「交 流館 」とい う。）に附 帯 す る ロ ッ カ ー ・
メール ボック スの 設備（以 下「ロ ッカー 等」と いう。）を、交流 館を利 用す る団体 の活 動
用具等 の収容 のた めに利 用し 、活 動の利 便性 を 向上さ せるこ とを 目的に 必要 な事 項を定
める。
第2条

利用 条件

ロッカ ー等の 利用 は長期 利用 とし 、利用 でき る 団体は 、「宗 像市 市民活 動団 体の 登録
に関す る要綱 」に 基づき 登録 をして いる 市民活 動団体（ 以下「市民 活動 団体」という 。）、
宗像市 社会福 祉協 議会ボ ラン ティ アの構 成団 体 、むな かた市 民学 習ネッ トワ ーク の構成
団体の いずれ かで あって 、次 に掲 げる条 件の す べてを 満たす 団体 とする 。
(1)交流 館を 主たる 活動 の拠 点とし 、お おむね 2 か月 に 1 回 以上、「コ ーディ ネー ト打合
せスペ ース」、「ふ れあい プラ ザ」、「会議 室」 等 のいず れかを 利用 してい るこ と。
(2)交流 館で の活動 にお いて、収容し よう とする 活動用 具の運 搬が 困難ま たは 過度 な負担
となる もので ある こと。
(3)本要 領の 内容を 熟知 し、 かつ遵 守で きるこ と。
第3条

用途

ロッカ ー等の 用途 は、団 体の 活動 に必要 な道 具 類、資 料等を 収容 するも のと する 。な
お、次 に掲げ るも のを収 容し ては ならな い。
(1) 現金 及び 有価 証券
(2) 貴重 品（ 重要 な物品 、書 類、資 料な どを含 む）
(3) 揮発 性も くし は毒性 のあ るもの 、ま たは爆 発物等 の危険 物
(4) 銃砲 刀剣 類等 、又は 法令 などに より 所持・ 携帯が 禁止さ れて いるも の
(5) 臭気 を発 する もの、 不潔 なもの 、腐 敗変質 もしく は破損 しや すいも の、 ロッ カー等
を汚損 ・き損 する 恐れの ある もの
(6) 団体 の活 動用 具でな いも の
(7) その 他保 管に 適さな いと 認めら れる もの
第4条

利用 時間

ロッカー等の収容品を出し入れできる時間は、宗像市市民活動交流館条
例施行規則第 5 条による開館時間に基づくものとする。
第5条

利用 期間
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(1) ロッ カー 等の 利用期 限は 、利用 開始 日から 翌々年 度の末 日ま でとす る。
(2) 翌々 年度 以降 の利用 につ いては 、
「宗 像市 市民活 動交流 館ロ ッカー・メ ールボ ック ス
利用申 込書」(様式 第 1 号)及び、
「 宗像 市市民 活動交 流館ロ ッカ ー・メー ルボ ックス 利用
状況調 査票(様式 第 2 号) を 交流 館受付 へ提 出 するも のとす る。
(3)利用 期間 内に利 用を 中止 すると きは、速 や かに「宗 像市市 民活 動交流 館ロ ッカー・メ
ールボ ックス 利用 中止届 」（ 様式第 3 号 ）を交 流館受 付へ提 出す るもの とす る。
第6条

使用 料

ロッカ ー等の 使用 料は、 無料 とす る。
第7条

利用 申込 ・利用 団体 等の 決定

(1)ロッ カー 等の利 用を 希望 する者 は、 交流館 の定め る期間 に、「 宗像 市市 民活動 交流 館
ロッカ ー・メ ール ボック ス利 用申 込書」 (様式 第 1 号) 及び、「宗 像市 市民活 動交 流館ロ
ッカー ・メー ルボ ックス 利用 状況 調査票 」(様 式第 2 号)を 交流館 受付 へ提 出しな けれ ば
ならな い。
(2)市長 は 、利用 申込 書等の 審査 後 、利用 審査 結果通 知書（様 式第 4 号 ）を 申込団 体へ 送
付する 。
(3)ロッ カー 等の総 数を 上回 る件数 の利 用申込 があっ たとき は、許 可の 可否 は、審 査及び
抽選の 結果に より これを 決定 する。抽選に より 落選し た申込 団体 には抽 選結 果通 知書（様
式第 5 号）を 送付 する。なお、 ロッ カー の型に ついて は利用 申込 者の希 望ど おり になら
ない場 合があ るも のとす る。
(4)利用 決定 総数が ロッ カー 等の総 数を 下回っ た場合 は、利用 申込 受付期 間終 了後 も利用
申込の 申請を 受け 付ける もの とし 、申請 順で 利 用申込 書の審 査を 行い、 順次 、利 用団体
を決定 する。
(5)利用 決定 総数が ロッ カー 等の総 数に 達して いる場 合も、利 用申 込の申 請を 受け 付ける
ものと し、ロ ッカ ー等に 空き が生 じた場 合に は 申請順 で利用 申込 書の審 査を 行い 、利用
団体を 決定す る。 この場 合の 利用 期間に つい て は、翌 々年度 末ま での残 存期 間と する。
第8条

利用 方法

(1)利用 団体 は、許 可を 受け た区画 以外 の区画 を利用 しては なら ない。
(2)利用 団体 は、 許可を 受け た内容 に変 更が生 じたと きは、 速や かに交 流館 受付 へ申し
出るも のとす る。
第9条

管理 責任

(1)ロッ カー の鍵は 、1 つを利 用団 体に貸 与し 、1 つ を交流 館受 付で保 管す る。な お、 鍵
の複製 はしな いこ と。
(2)ロッ カー 等の収 容品 は、 各利用 団体 が責任 をもっ て管理 しな ければ なら ない 。
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(3)利用 団体 の代表 者は、利用 許可 を受け たロ ッカー 等の整 理整 頓を心 がけ 、適切 に使 用
するよ う会員 を指 導する もの とす る。
(4)ロッ カー の鍵を 紛失 した とき、設 備を き損し たとき は利用 団体 の責任 のも と弁 償する
ものと する。
(5)メー ルボ ックス を利 用す る団体 は、 内容物 の確認 を定期 的に 行うこ と。
(6)団体 宛に 届いた 郵便 物は メール ボッ クスに 入れる ことと する。ただ し、書 留郵 便等は
預から ない。
第 10 条

許 可の取 り消 し等

利用団 体が本 要領 の規定 に違 反し、または 収容 品の適 切な管 理を 怠った 場合、市長 は、
許可を 取り消 し、 または 利用 を制 限し、 もし く は利用 の停止 を命 じるこ とが でき る。
第 11 条

物 品の撤 去等

次の事 由が生 じた ときは 、交 流館 館長の 判断 で ロッカ ー等の 収容 品を撤 去す るこ とが
できる 。
(1)利用 期間 を過ぎ てロ ッカ ー等に 物品 が放置 されて いると き。
(2)利用 許可 を受け た区 画以 外の場 所に 物品が 放置さ れてい ると き。
(3)第 3 条の 収容し ては なら ないも のに 該当す る又は その疑 いが ある物 品を 収容 してい
るとき 。
(4)危険 物ま たは犯 罪に 使用 される おそ れのあ るもの が収容 され ている 疑い があ るとき 。
(5)他の 利用 者の身 体、 財産 に被害 が及 ぶおそ れのあ るとき
(6)その 他市 長が必 要と 認め るとき
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前項 に該 当する とき は，その 状況 に応じ て 収容品 の開封・確認、廃棄及 び保 管等の 必

要な措 置を講 じる ことが でき る。 なお、 保管 措 置を講 じると した 場合に は、 保管 を開始
した日 を含 め 60 日 の間、所定の 場所 で保管 す る。保管 中の物 品を 引き取 る場 合は、収 容
物引取 申請書（ 様式 第 6 号 ）を提出 しな ければ ならな い。なお 、60 日が 経過 した後 も物
品の引 取がな い場 合には 、利 用団 体が物 品に 対 する権 利を放 棄し たもの とみ なし 、交流
館館長 の判断 によ って処 分す るこ とがで きる 。 なお、 処分費 が発 生する 場合 は当 該処分
費の支 払を利 用団 体に対 し請 求で きるも のと す る。
第 12 条

免 責事項

ロッ カー等 の収 容品に 紛失 、盗 難，滅 失又 は き損等 の損害 が生 じた場 合で あっ ても次
の各号 に該当 する ときは 、交 流館 は一切 の責 任 を負わ ない。 なお 、前条 によ り保 管中の
収容品 にも本 条を 適用す る。
(1)第 3 条の 収容し ては なら ない物 品が 収容さ れてい たとき 。
(2)鍵の 紛失 、盗用 によ ると き。
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(3)司法 権の 発動に より、関係 官公署 から 押収又 は証拠 品とし て収 容品の 提出 を求 められ
たとき 。
(4)天変 地異 その他 不可 抗力 による とき 。
(5)利用 団体 の故意 ・過 失に よると き。
(6)不法 行為 による 滅失 又は き損の とき 。
(7)その 他交 流館の 責め に帰 さない 事由 による とき。
第 13 条

細 則

この要 領のほ か、 必要な 事項 は市 長が別 に定 め る。

附

則
この要 領は， 令和 ３年４ 月１ 日か ら施行 する 。
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