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改 正 案 現 行 

１ 趣旨 

このガイドラインは、路上生活者又は

火災、立ち退き等により住宅に困ってい

る生計困難者に対して、社会福祉法（昭

和２６年法律第４５号。以下「法」とい

う。）第２条第３項第８号の規定に基づ

き、無料又は低額な料金で利用させるこ

とを目的とした宿泊所等の届出の事務処

理の方法及び運営について、法及び川越

市被保護者等住居・生活サービス提供事

業の業務の適正化等に関する条例（平成

２５年条例第１７号。以下「条例」とい

う。）の規定を踏まえ、以下のとおり定

めるものとする。 

１ 趣旨 

  このガイドラインは、路上生活者又は 

 火災、立ち退き等により住宅に困ってい  

 る生計困難者に対して、社会福祉法（昭 

 和２６年法律第４５号。以下「法」とい 

 う。）第２条第３項第８号の規定に基づ 

 き、無料又は低額な料金で利用させるこ 

 とを目的とした宿泊所等の届出の事務処 

理の方法及び運営について定めるものと 

する。 

２ 事前協議 

開設希望者は、建築確認申請、用途変

更等の手続や賃貸借契約、売買契約等の

締結前に、川越市（以下「市」という。）

と施設の開設趣旨、設備、運営等に関す

る協議を行うこと。 

２ 事前協議  

 略 

３ 住民説明会 

（１）開設希望者は、市と事前協議終了後、

施設の開設前に地域住民に対する説明

会を行い、理解を得るように努めるこ

と。 

（２）地域住民からの意見、要望等に対し

ては、担当者を定め誠実に対応するこ

と。 

３ 住民説明会 

（１）略 

 

 

 

（２）地域住民からの意見、要望等に対し

ては、担当者を定め誠実に対応するこ

と。 

４ 関係法令の遵守 

（１）開設希望者は、開設前に、施設開設

場所を所管する労働基準監督署、消防

署、保健所、県土整備事務所、市役所

等において関係する基準、手続等きに

４ 関係法令の遵守 

（１）開設希望者は、開設前に、施設開設

場所を所管する労働基準監督署、消防

署、保健所、県土整備事務所、市役所

等において関係する基準、手続等につ
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ついて必要な指導を受け、労働基準法、

消防法、食品衛生法、建築基準法その

他関係法令を遵守すること。 

（２）定員又は面積の規模等により関係法

令の規定が適用されない施設であって

も、法の趣旨に基づいた運営に努める

こと。 

いて必要な指導を受け、労働基準法、

消防法、食品衛生法、建築基準法その

他関係法令を遵守すること。 

（２）略 

５ 第二種社会福祉事業開始届等 

（１）事業者は、法第６９条第１項の規定

により、開始の日から１月以内に、川

越市社会福祉法施行細則（平成１５年

規則第３８号。以下「細則」という。）

第１５条第１項に規定する第二種社会

福祉事業経営開始届出書に次に掲げる

関係書類を添付して届け出ること。ま

た、法第６９条第２項の規定により、

届出の事項に変更が生じた場合、変更

の日から１月以内に、細則第１５条第

２項に規定する社会福祉事業変更・廃

止届出書により届け出ること。事業を

廃止した場合も、同様とする。 

ア 定款その他の基本約款 

    （ア）社会福祉法人及び公益法人 

     定款、寄附行為等法人の概要が紹 

介されているもの 

  （イ）上記以外の法人及び任意団体 

団体の概要が紹介されているもの 

（ウ）個人 

    設立趣旨が分かるもの 

イ 法人及び施設の組織図 

    ウ 事業経営者及び施設長の履歴書及 

び施設に従事する職員名簿 

エ 事業計画、予算書及び会計財産目 

 録 

５ 第二種社会福祉事業開始届等 

（１）略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 略 

 

 

 

 

 

 

 

イ 略 

ウ 事業経営者及び施設長の履歴書及び施 

設に従事する職員名簿 

エ 略 
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  オ 入居（入所、利用）規約 

  カ 入居（入所、利用）契約書 

  キ 施設の使用権原を証する書類（賃

貸借の場合は施設賃貸借契約書の写

し、自己保有の場合は建物登記事項

証明書等） 

    ク 施設見取図（平面図） 

  ケ 施設及び設備等の写真 

  コ 施設設備一覧 

  サ 施設案内図 

    シ 地域住民に対する説明会に関する 

報告書 

    ス  その他関係機関への届出書類等の 

写し 

オ 略 

カ 略 

キ 略 

 

 

 

ク 略 

ケ 施設及び設備等の写真 

コ 略 

サ 略 

シ 略 

 

ス 略 

６ 設置基準 

  施設の設置については、次の要件を満 

たすこと。 

（１）施設は、耐火建築又は準耐火建築で 

  あるなど建築基準法を遵守すること。 

（２）施設は、５人以上の人員が利用でき 

る規模とすること。ただし、運営上は 

１０人以上の規模が望ましい。 

（３）条例第８条第１項により、一の居室 

は、原則として２以上の世帯に利用さ 

せないこと。 

（４）条例第８条第２項により、居住スペ

ースは、入居者一人当たり居室面積４．

５㎡以上（収納設備を除く。）かつ空

間の容積９．４５㎥以上とすること。 

（５）居室を地階に設けないこと。 

（６）居室の出入口は硬質な扉とするなど

プライバシーが守られるよう環境整備

に配慮すること。 

（７）談話室及び相談室を設置すること。

６ 設置基準 

  施設の設置については、次の要件を満 

たすこと。 

（１）建物は耐火建築又は準耐火建築であ 

るなど建築基準法を遵守すること。 

（２）１０人以上の人員が利用できる規模 

とすること。 

 

（３）一の居室は、原則として２以上の世 

帯に利用させないこと。 

 

（４）居住スペースは、入居者一人当たり

居室面積４．５㎡（収納設備を除く。）

及び延床面積７㎡を最低基準とするこ

と。 

（５）から（10）まで略 
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兼用とする場合は、プライバシーが守

られるよう配慮すること。 

（８）食堂を設置すること。 

（９）浴室は定員に見合った広さ及び設備

を確保すること。 

（10）洗面所及びトイレを居室のある階に

定員に見合った数を設置すること。 

（11）誘導標識、避難口及び避難通路を整

備し、利用者の安全確保を図ること。

また、消火器、避難器具等を設置する

など消防法を遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

（11）誘導標識、避難口及び避難通路を整

備し、利用者の安全確保を図ること。

また、消火器、避難器具等を設置する

など消防法を遵守すること。 

７ 利用者の安定した居住地への移行支援 

  宿泊所は、一時的な宿泊をさせる場所

であることから、利用者の年齢、障害の

程度、生活の状況等を踏まえ、民間アパ

ートや養護老人ホーム等の社会福祉施設

等に入居させ、安定した地域生活が送れ

るよう支援に努めること。 

７ 略 

８ 職 員 

   施設長及び必要に応じてその他の職員

を置くこと。なお、職員は、地域におけ

る社会福祉の増進に熱意を有し、業務遂

行に必要な能力を有する者を充てるこ

と。 

（１）施設長の要件 

ア 法第１９条第１項各号のいずれか 

に該当する者であること。 

イ 社会福祉事業に２年以上従事した 

者であること。 

ウ 上記ア又はイと同等以上の能力を 

有すると認められる者であること。 

（２）その他の職員の要件 

可能な限り社会福祉主事の資格を有 

  する者であること。 

８ 略 
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９ 職員の職務 

職員は施設管理以外に、利用者等に対

し次の業務を行うこと。事業者はその支

援を行うこと。 

（１）利用者支援 

利用者の安定した生活を確保するた

め、生活全般にわたる相談に応じたり、

健康管理に留意し、通院等の援助を行

うなど利用者処遇の向上に常に努める

こと。 

（２）利用者のプライバシーへの配慮 

利用者が、市や住宅ソーシャルワー

カーと安心して面接できるようプライ

バシーに配慮した対応に努めること。 

（３）自立促進 

情報提供や相談に応じるなど就労援

助を行うこと。就労が困難な者等に対

しては生きがい対策を講じること。 

（４）市及び住宅ソーシャルワーカーとの 

連携促進施設の適正な運営の確保、 

  利用者の支援や自立促進等のため、市 

の職員及び住宅ソーシャルワーカーと 

情報交換を行うなど相互の協力体制を 

構築すること。また、住宅ソーシャル 

ワーカーによる利用者訪問に係る調整 

ついては、市の職員と同様の対応とす 

ること。 

（５）地域住民との関係構築 

利用者や地域の福祉向上のため、住

民の意思を尊重して、情報交換や地域

活動を行い、良好な関係を構築するこ

と。 

９ 職員の職務 

  職員は施設管理以外に、利用者等に対 

 し次の業務を行うこと。事業者はその支 

援を行うこと。 

（１）利用者支援 

利用者の安定した生活を確保するた

め、生活全般にわたる相談に応じたり、

健康管理に留意し、通院等の援助を行

うなど利用者処遇の向上に常に努める

こと。 

（２）略 

 

 

 

（３）略 

 

 

 

（４）市及び住宅ソーシャルワーカーとの 

連携促進施設の適正な運営の確保、 

  利用者の支援や自立促進等のため、市 

及び住宅ソーシャルワーカーと情報交 

換を行うなど相互の協力体制を構築す 

ること。また、住宅ソーシャルワーカ 

ーによる利用者訪問に係る調整は、市 

と同様の対応とすること。 

 

（５）略 
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10 施設利用料 

施設利用料は、条例第９条により、社 

会通念上相当と認められる額となるよう 

に定めること。 

（１）居室使用料 

ア 居室使用料は、無料又は地域の実

態等を勘案した低額なものとするこ

と。 

イ 使用料を徴収する場合には、当該

使用料に見合った居住環境を確保す

ること。 

ウ 適正な使用料決定のため、決定及

び見直しの方法について市と協議を

するなど連携を図ること。 

    エ アの「低額」とは、近隣の同種の 

住宅に比べて低額な金額であるこ 

と。 

    オ 敷金、礼金、更新料等による負担 

は求めないこと。 

（２）食貹、日用品貹等 

ア 食事、日用品等を提供し貹用を徴

収する場合は、利用者の負担に見合

った内容のものを提供すること。 

    イ 光熱水貹を徴収する場合は、実貹 

相当とすること。 

（３）（１）及び（２）の金額は、文書で

利用者に明示すること。なお、（２）

については、内訳も明示すること。 

10 入居貹用等 

 

 

 

（１）居室使用料 

ア 略 

 

 

イ 略 

 

 

ウ 適正な使用料決定のため、決定及

び見直しの方法について市と協議を

するなど連携を図ること。 

    エ 略 

 

 

    オ 敷金、礼金、更新料等による負担 

は求めないこと。 

（２）略 

 

 

 

 

 

（３）略 

11 運営基準 

（１）利用の申し込みに当っては、法第７

６条により、契約内容などについて説

明すること。また、条例第４条第１項

により、契約に定めてはならない事項

は説明しなければならないこと。 

11 運営基準 

（１）入居に当たっては、利用者に対し、

法第７７条第１項に規定する書面を交

付すること。 

 

 



第二種社会福祉事業（無料低額宿泊所）の届出の事務処理及び 

運営に関するガイドライン改正案と現行ガイドライン対照表 

7/10 

（２）契約に当っては、契約期間など条例

第６条第１項に規定された事項を定め

なければならないこと。ただし、１年

を超える契約期間など条例第６条第３

項に規定された事項は定めてはならな

い。 

（３）入居に当っては、利用者に対し、事

業の名称、利用料に関する事項等、法

第７７条第１項に規定された事項を記

載した書面を交付しなければならない

こと。 

（４）入居に当たっては、保証人を求めな 

いこと。 

（５）危険物の管理は責任者を定め徹底す 

ること。 

（６）利用者のプライバシーを尊重した施 

設運営に努めること。 

（７）食事を提供する場合は、関係法令を

遵守するとともに、調理従事者、調理

器具、食品、食器、食堂等の衛生管理

に努めること。 

（８）施設内の衛生管理に努めること。 

（９）施設内における感染症の発生及びま 

ん延防止に努めること。 

（10）入浴は週３回以上行うこと。 

（11）常に地域住民との相互理解に努め、

利用者の状況や施設運営等の情報提供

を行うよう努めること。 

（12）利用者、住民等からの苦情に対して 

は、責任者を定め適切な解決に努める 

こと。 

（13）消防法に基づき、消防計画を作成し、 

避難訓練を実施すること。 

（14）職員処遇については、労働基準法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）入居に当たっては、保証人を求めな 

いこと。 

（３）危険物の管理は責任者を定め徹底す 

ること。 

（４）利用者のプライバシーを尊重した施 

設運営に努めること。 

（５）食事を提供する場合は、関係法令を

遵守するとともに、調理従事者、調理

器具、食品、食器、食堂等の衛生管理

に努めること。 

（６）施設内の衛生管理に努めること。 

（７）施設内における感染症の発生及びま 

ん延防止に努めること。 

（８）入浴は週３回以上行うこと。 

（９）常に地域住民との相互理解に努め、

利用者の状況や施設運営等の情報提供

を行うよう努めること。 

（10）利用者、住民等からの苦情に対して 

は、責任者を定め適切な解決に努める 

こと。 

（11）消防計画を作成し、避難訓練を実施 

すること。 

（12）職員処遇については、労働基準法等 
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を遵守し、その向上に努めること。 

（15）事業者は、条例第７条により、契約 

の締結の日又は更新の日から１月以内 

に、別紙様式に契約書の写し又は契約 

の内容を記載した書面を添付して川越 

市長（以下「市長」という。）に提出 

しなければならないこと。 

（16）事業者は、次の事項により事業経営 

の透明性を確保すること。 

ア 領収書、契約書等を保管するとと

もに、施設の収支等に関する帳簿類

を整備すること。 

イ 貸借対照表及び損益計算書など収

支の状況を毎会計年度終了後３月以

内に市に報告すること。 

ウ  利用者への情報公開を行うこと。 

（17）利用者名簿を整備し、効率的な支援 

や非常時の適切な対応に資すること。 

（18）利用者が遵守すべき規則を定め、そ 

の遵守を徹底すること。 

（19）利用者の権利利益を侵害することが 

ないよう、条例第１０条第１項により、 

虐待の防止に取り組まなければならな 

いこと。 

（20）利用者の自立を促すため、条例第１ 

０条第２項により、市が実施する自立 

支援事業に協力すること。 

（21）利用者から契約の解除の申入れがあ 

った場合は、遅滞なく契約を解除するこ 

と。ただし、利用者に金銭管理能力がな 

い等特別な事業がある場合には、福祉事 

務所と申入れの妥当性を協議すること。 

（22）法第７９条の規定により、提供する

福祉サービスについて広告をするとき

を遵守し、その向上に努めること。 

 

 

 

 

 

 

（13）事業者は、次の事項により事業経営 

の透明性を確保すること。 

ア 領収書、契約書等を保管するとと

もに、施設の収支等に関する帳簿類

を整備すること。 

イ 貸借対照表及び損益計算書など収

支の状況を毎会計年度終了後３月以

内に市に報告すること。 

ウ  利用者への情報公開を行うこと。 

（14）利用者名簿を整備し、効率的な支援 

や非常時の適切な対応に資すること。 

（15）利用者が遵守すべき規則を定め、そ 

の遵守を徹底すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（16）法第７９条の規定により、提供する

福祉サービスについて広告をするとき
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は、内容等について著しく事実に相違

する表示等をしてはならないこと。 

は、内容等について著しく事実に相違

する表示等をしてはならないこと。 

12 利用者の金銭管理 

（１）利用者の金銭や預金通帳等について

は、本人の承諾なく事業者が預かるこ

とは、財産権の侵害に当たるおそれが

ある。このため、利用者の金銭や預金

通帳等の管理については、次のとおり

とする。 

認知症等で利用者に金銭管理能力が

ない場合には、成年後見制度や福祉サ

ービス利用援助事業を利用すること。

ただし、上記制度等が利用できず、事

業者が利用者の金銭や預金通帳等を管

理する場合には、次のすべての要件を

満たしていること。 

ア 事業者が管理しなければならな 

いやむを得ない事情があること。 

イ 利用者と事業者との間の契約 

書、利用者からの依頼書等がある 

こと。 

ウ 福祉事務所が事業者による管理 

を承知していること。 

エ  財産権の侵害など法律に抵触し 

ないこと。 

（２）施設利用料の徴収に当たり、口座引

き落としにより行おうとする場合は、

利用者から口座振替手数料や引き落と

し金額等を明記した同意書を取るこ

と。 

（３）金銭や預金通帳等の管理をする場合

は、事業者が各利用者の出納簿を作成

し、市長が必要と認める場合は、速や

かに出納簿を市長に提出すること。 

12 利用者の金銭管理 

（１） 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 略 
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13 その他 

（１）利用対象者は、原則として市内に生

活の本拠のある者とすること。 

（２）法第７０条の規定により、市から必

要と認められる事項の報告、立入検査

等を求められた場合は協力をするこ

と。 

（３）法第７２条第１項及び第２項に該当

した場合は、事業の経営の制限又は停

止を命じられることがある。なお、こ

の命令に違反して施設を経営し続けた

場合は、法第１３１条の規定により刑

事罰に処せられるものであること。 

（４）条例第１３条に該当した場合は、契

約の適正な履行その他必要な措置を講

じることを勧告されることがあるこ

と。 

   この勧告に従わない場合は、条例第

１４条により、その旨及び当該勧告内

容を公表されることがあること。 

（５）利用者で組織される自治会等が利用

者から貹用を徴収して活動を行う場合

は、その自治会等に活動実績や収支報

告を利用者に報告するよう指導に努め

ること。 

13 その他 

（１）から（３）まで略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）利用者で組織される自治会等が利用

者から貹用を徴収して活動を行う場合

は、その自治会等に活動実績や収支報

告を利用者に報告するよう指導に努め

ること。 

 


