（別記 ）
京丹後 市 久美 浜湾 カヌ ー セン ター 条 例
（設置 ）
第１条

豊か な自 然の 中で 、カ ヌーを 通し て 市民の スポー ツ及 びレ クリエ ーショ ンの 振興 を図り 、心身の 健康 づ くりに 資する とと

もに、 地域の 活性 化に 資する ため、 京丹 後市 久美浜 湾カヌ ーセ ンタ ー （以 下「カ ヌー セン ター」 という 。） を設 置する 。
（名称 及び位 置）
第２条

カヌ ーセ ンタ ーの 名 称及び 位置 は、 次のと おりと する 。

(1) 名称

京丹後 市久 美浜 湾 カヌ ーセン ター

(2) 位置

京丹後 市久 美浜 町 ３１ ４３ 番 地の ３

（管理 及び運 営）
第３条

京丹 後市 教育 委員会（以 下「 教育 委 員会 」とい う。）は、カヌー センタ ー を 常に 良 好な 状態に ある よう 管理し 、第 １条 の

設置目 的に応 じて 効率 的に運 営する よう 努め なけれ ばなら ない 。
（使用 の許可 ）
第 ４条

カヌ ーセ ンタ ー の施 設 及び 附属 設備 （以下 「施設 等」 とい う。） を 使用 しよ うと する者 は、 次 の各 号に 掲げる 日を 除 き 、

使用し ようと する 日（ 教育委 員会 規 則で 定め る 休業 日を除 く。）の属 する月 の前の 月の 初日 から３ 日前ま でに 使用 の申請 を行い 、
あらか じめ教 育委 員会 の許可 を受け なけ れば ならな い。許 可に係 る 事項を 変更し よう とす るとき も、同 様とす る 。ただし、教育
委員会 が特に 必要 があ ると認 めると きは 、こ の限り でない 。
（1） 土曜日 及び日 曜日
（2） 国民の 祝日に 関す る法 律（昭 和２３ 年法 律第 １７８ 号）に 規定 する 休日
（3） １２月 ２９日 から 翌年 １月３ 日まで
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２

教 育委員 会は 、前 項の許 可をす る場 合に おいて 、施設 等の 管理 上必要 な条件 を付 する ことが できる 。
（使用 の制限 ）

第５条

教育 委員 会は 、次の 各号 のい ずれか に該当 すると 認め ると きは、施設 等の 使用 を 許可し ない 。た だし 、教育委 員会が 特に

必要が あると 認め ると きは、 この限 りで ない 。
(1)

設置 の目 的に反 すると き。

(2)

公の 秩序 又は善 良の風 俗を乱 すお それ がある とき。

(3)

施設 等の 管理上 支障が あると き。

(4)

施設 等を 損傷し 、又は 滅失す るお それ がある とき。

(5)

前各 号に 掲げる ものの ほか、 教育 委員 会が不 適当と 認め ると き。

（使用 権の譲 渡等 の禁 止）
第６条

第４ 条の 使用 の許可 を受け た者 （以 下「 使 用者」 とい う。 ）は、 その権 利を 他人 に譲渡 し、又 は転 貸し てはな らない 。

（特別 の設備 の制 限）
第７条

使用 者は 、カ ヌーセ ンター を使 用す るに当 たって 、特別の 設備を し、又は 備付け の物品 以外の 物品 を 使 用する 場合は 、あ

らかじ め教育 委員 会の 許可を 受けな けれ ばな らない 。
（使用 許可の 取消 し等 ）
第 ８条

教育 委員 会は 、使 用者が 次の 各号の いずれ かに該 当す ると きは 、当該 許可 に係る 使用の 条件を 変更 し、若しく は 使用 を 停

止し、 又は 使 用許 可を 取り消 すこと がで きる 。
(1)

この 条例 若しく はこの 条例に 基づ く教 育委員 会規則 に違 反し 、又は 教育委 員会 の指 示に従 わない とき 。

(2)

偽り その 他不正 な手段 により 使用 の許 可を受 けたと き。

(3)

使用 の許 可の条 件に違 反した とき 。
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２

(4)

管理 上特 に必要 と認め られる とき 。

(5)

前各 号に 掲げる ものの ほか、 教育 委員 会が不 適当と 認め ると き。

前 項に規 定す る場 合のほ か、教育 委員会 は、公用又 は公 益のた めやむ を得な いと 認め るとき は、使用 の許可 を取り 消すこ と が
できる 。

３

前 ２項の 措置 によ って 使 用 者に 損害 が生 じるこ とがあ って も、 教育委 員会は 、そ の責 めを負 わない 。
（使用 料等）

第９条

使用 者は 、使 用の許 可を受 けた とき は、そ の施設 等の 区分 に応じ 、別表 に定 める 使用料 等を納 付し なけ ればな らない 。

（使用 料等の 減免 ）
第１０ 条

市 長は 、公 用又は 公益に 使用 する ときそ の他特 に必 要が あると 認める とき は、前条の 使用料 等を 減額 し、又は免 除す る

ことが できる 。
（使用 料等の 不還 付）
第１１ 条

既 納の 使用 料 等は、還付し ない。ただし、市長は、次の 各号の いずれ かに 該当 すると 認める とき は、その全 部又は 一部

を還付 するこ とが でき る。
(1)

施設 等の 管理上 特に必 要があ るた め、 教育委 員会が 使用 の許 可を取 り消し たと き。

(2)

天候 その 他 使用 者の責 めに帰 する こと ができ ない理 由に より 施設等 を 使用 する こと ができ ないと き。

(3)

使用 者が 、第４ 条第１ 項に規 定す る申 請期限 までに 使用 許可 の取消 又は変 更を 申請 し 、教 育委員 会が これ を認め たとき 。

(4)

前３ 号に 掲げる 場合の ほか、 市長 にお いて、 特別の 事由 があ ると認 めたと き。

（原状 回復の 義 務 ）
第 １２ 条

使 用者 は、施設等 の 使用 が終 わっ たとき は、速や かに当 該施設 等を原 状に 回復 し、又 は搬 入し た物件 を撤去 し 、点検 を

受けな ければ なら ない 。第８ 条第１ 項の 規定 により 使用の 停止 又は 許可の 取消し の処 分を 受けた ときも 、同 様と する。
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２

使 用者が 前項 の義 務を履 行しな いと きは 、教育 委員会 にお いて 原状に 回復し 、こ れに 要した 費用は 、 使 用者 の負担 とする 。
（損害 賠償の 義務 ）

第 １３ 条

使 用者 等は 、故意 又は 過失 により 施設等 を損傷 し 、汚損 し、又 は滅 失し たとき は、直 ちに 教育 委員会 にその 旨を届 け 出

るとと もに、それに よ って生 じた 損 害を 賠償 しなけ ればな らな い。ただし、教育 委員会 が 特別の 理由が ある と認 めると きは、こ
の限り でない 。
（指定 管理者 によ る管 理）
第１４ 条

教 育委 員会 は、地 方自治 法（ 昭和 ２２年 法律第 ６７ 号。 以下「 法」と いう 。） 第２４ ４条の ２第 ３項 の規定 に基 づ き 、

法人そ の他の 団体 であ って教 育委員 会が 指定 するも の（以下「 指定 管理者」という。）に カヌー センタ ー の 管理 に関す る業務 を
行わせ ること がで きる 。
２

３

前 項に規 定す る指 定管理 者が行 う業 務は 、次の とおり とす る。
(1)

施設 等の 維持管 理に関 する業 務

(2)

施設 等の 原状回 復に関 する 業 務

(3)

施設 等の 利用の 許可に 関する 業務

(4)

使用 料等 の徴収 に関す る業務

(5)

前各 号に 掲げる ものの ほか、 教育 委員 会が必 要と認 める 業務

前 項の規 定に より 教育委 員会が 指定 管理 者に同 項各号 に掲 げる 業務（以 下「管理 業務 」という。）を行わ せ る場合 におけ る第
３条か ら第５ 条ま で、 第７条 及び第 ８条 並び に第１ ０条か ら前 条ま での規 定の適 用に つい ては、 これら の規 定中 「教育 委員会 」
又は「 市長」 とあ るの は、「 指定管 理者 」と する。
（指定 管理者 の管 理の 基準）

第 １５ 条

指 定管 理者 は、次 に掲げ る基 準に より管 理業務 を行 わな ければ ならな い。
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(1)

関係 する 法令、 この条 例及び 教育 委員 会規則 を遵守 し、 適正 に カヌ ーセン ター の管 理を行 うこと 。

(2)

施設 等及 び備品 の維持 管理を 適切 に行 うこと 。

（利用 料金の 収受 ）
第 １６ 条

教 育委 員会 は、適 当と認 める とき は、指 定管理 者に 、 カ ヌーセ ンター の利 用に 係る料 金（以 下「 利用 料金」 という 。）

を法第 ２４４ 条の ２第 ８項の 規定に より 、当 該指定 管理者 の収 入と して収 受させ るこ とが できる 。
２

前 項の規 定に より 利用料 金を指 定管 理者 の収入 として 収受 させ る場合 におい て、利用 者は当 該指定 管理 者に 利用料 金を支 払わ
なけれ ばなら ない 。

３

前 項に規 定す る利 用料金 の額は 、別表に 定める 額の範 囲内 にお いて 、指定 管理 者があ らかじ め市長 の承 諾を 得て定 める 。こ れ
を変更 しよう とす ると きも、 同様と する 。
（委任 ）

第１７ 条
附

こ の条 例の 施行に 関し必 要な 事項 は、教 育委員 会規 則で 定める 。
則

（施 行期日 ）
１

こ の条例 は、 令和 ３年４ 月１日 から 施行 する。
（準 備行為 ）

２

第 ４条の 規定 によ る 使用 の許可 に関 し必 要な 申 請その 他の 行為 は、前 項に規 定す る施 行の日 前にお いて も行 うこと がで き る 。

別表（ 第９条 、第 １６ 条関係 ）
使用料 等
単位

区分
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金額（円）

施設使用料

艇保管料

施設等を占有する場合

４時間以内

施設等を占有しない場合

４時間以内／人

４，４００
大人

２２０

小人（高校生以下）

１１０

艇長５ｍ未満

１艇につき１箇月

５５０

艇長５ｍ以上１０ｍ未満

１艇につき１箇月

７７０

艇長１０ｍ以上

１艇につき１箇月

１，１００

附属設備の使用料

教育委員会規則で定める額

備考
１

カヌ ーセン ター の供 用時間 は、午 前 ８時 ３ ０分か ら午後 ５時 とし 、供用時 間以 外の 使 用 可能時 間は次 に定 める とおり と
する。 ただし 、教 育委 員会は 、特に 必要 があ ると認 めると きは 、供 用時間 を変更 する こと ができ る。
(1) ４月か ら９月

午前 ６時か ら午前 ８時 ３０ 分 及び 午後５ 時か ら午 後７時

(2) １０月 から３ 月

午前 ６時か ら午前 ８時 ３０ 分 及び 午後５ 時か ら午 後６時

２

使用 料等の うち 、４ 時間を 超える 場合 の施 設使用 料は、 ２倍 の金 額とす る。

３

使用 料等の うち、供 用時間 以外 の 時間 に使 用する 場合の 施設 使用 料は、こ の表 の施設 使 用料の 区分 に 応じ た金 額の１ 時
間（１ 時間未 満の もの 又はそ の時間 に１ 時間 未満の 端数を 生じ た場 合の端 数は、 １時 間と みなす 。） 当た りの金 額 （１ ０
円未満 切捨て ） に 使用 する時 間数を 乗じ て得 た額 を 施設使 用料 に加 算した 額を施 設使 用料 の額と する 。

４

艇の 保管期 間は 、１ 申請に つき１ 年を 上限 とし、 同一 の 艇に 係る 保管期 間満了 １箇 月前 の申請 は、こ れを 認め ない。

５

営利 を目的 とす る場 合又は 入場料 その 他こ れに類 する料 金を 徴収 する場 合の使 用料 等は 、こ の表 の使用 料 等 の ３倍の 額
とする 。

６

本市 に住所 を有 する 者又は 市内の 事業 所、各種団 体若し くは これ らの従 業員以 外の 者が 使用す る場合 の使 用料 等は、こ
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の表の 使用料 等の ２倍 の額と する。
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資料７
議案１６５号 参考資料（京丹後市久美浜湾カヌーセンター整備計画図）

カヌーセンター

