平成２ ２年
第１回 市議会 定例 会

議案第３ ７号

小学生お よび 中学生 の公の 施設の 使用料の 特例に 関す る条例
の制定に つい て
小学生お よび中 学生 の公の 施設の 使用料 の特例に 関する 条例 を次の よ
う に定め る。
平 成２２年 ２月 ２６日 提出

函館市長

西

尾

正

範

小学生お よび中 学生 の公の 施設の 使用料 の特例に 関する 条例
（目的）
第 １条

この条 例は ，小学 生およ び中学 生の市が 設置す る公 の施設 の使

用料に関 する特 例を 定める ことに より， 小学生お よび中 学生 の学習 活
動および スポー ツ活 動の促 進に資 するこ とを目的 とする 。
（使用料 の特例)
第 ２条

市の区 域内 の学校 に在学 する児 童もしく は生徒 （高 等学校 ，特

別支援学 校の高 等部 および 専修学 校に在 学する者 を除く 。以 下この 条
において 同じ。 ）（ 第２号 ，第３ 号およ び第６号 から第 １０ 号まで に
掲げる施 設にあ って は，教 員等に 引率さ れた児童 および 生徒 を除く 。）
または市 の区域 外の 学校に 在学す る児童 もしくは 生徒で 市の 区域内 に
居住する ものが ，次 の各号 に掲げ る施設 を個人で 利用す る場 合（第11
号に掲げ る施設 （函 館市恵 山プー ルに限 る。）に あって は， 市の区 域
内に居住 する児 童ま たは生 徒が個 人で利 用する場 合を除 く。 ）は， 当
該各号に 定める 使用 料を徴 収しな いもの とする。
(1) 函館市勤労 者総 合福祉 センタ ー条例 （平成１ ５年函 館市 条例第28
号 ）に規 定する 函館 市勤労 者総合 福祉セ ンターの アリー ナ， 軽体育
室 および 和室研 修室

基本 使用料

(2) 函館市写 真歴 史館条 例（平 成７年 函館市条 例第１ ２号 ）に規 定す
る 函館市 写真歴 史館

入館 料

(3) 函館市灯台 資料 館条例 （平成 １６年 函館市条 例第９ ８号 ）に規 定
す る函館 市灯台 資料 館

入館料

(4) 函館市都市 公園 条例（ 昭和３ ３年函 館市条例 第５号 ）に 規定す る
千 代台公 園陸上 競技 場（附 属施設 を除く 。），根 崎公園 アー チェリ
ー 場，千 代台公 園弓 道場， 空港緑 地志海 苔ふれあ い広場 パー クゴル
フ 場およ びすず らん の丘公 園パー クゴル フ場

使用料

(5) 函館市熱帯 植物 園条例 （平成 ２１年 函館市条 例第５ ３号 ）に規 定
す る函館 市熱帯 植物 園

入園料

(6) 函館市重要 文化 財旧函 館区公 会堂条 例（昭和 ５８年 函館 市条例 第
１ ０号） に規定 する 函館市 重要文 化財旧 函館区公 会堂

入館 料

(7) 函館市北方 民族 資料館 条例（ 平成元 年函館市 条例第 ２９ 号）に 規
定 する函 館市北 方民 族資料 館

入館料

(8) 函館市文学 館条 例（平 成４年 函館市 条例第４ ９号） に規 定する 函
館 市文学 館

入館料

(9) 市立函館博 物館 条例（ 昭和２ ７年函 館市条例 第２０ 号） に規定 す
る市立函 館博物 館お よび市 立函館 博物館 郷土資料 館（旧 金森 洋物店 ）
入館料
(10) 函館市 北洋 資料館 条例（ 昭和５ ７ 年函館市 条例第 １７ 号）に 規定
す る函館 市北洋 資料 館

入館料

(11) 函館市 地域 体育施 設条例 （平成 １ ６年函館 市条例 第１ ２６号 ）に
規 定する 函館市 恵山 プール および 函館市 南茅部プ ール

使用 料

(12) 函館市 民体 育館条 例（昭 和４９ 年 函館市条 例第７ ０号 ）に規 定す
る 函館市 民体育 館の 競技場 ，体育 室およ びトレー ニング 室

基本使

用料
(13) 函館市 民プ ール条 例（昭 和４６ 年 函館市条 例第４ ２号 ）に規 定す
る 函館市 民プー ル
附

基本料 金およ び超過 料金

則

１

こ の条例は ，平 成２２ 年４月 １日か ら施行す る。

２

この 条例の 施行 の際現 に次の 各号に 掲げる回 数券を 保有 する者 から，
使用料が 無料と なっ たこと を理由 として ，その理 由を証 する 書面を 添

付等して 当該回 数券 の払戻 しの請 求があ ったとき は，こ の条 例の施 行
の日から 平成２ ２年 ９月３ ０日ま での間 （以下「 払戻期 間」 という 。）
に限り， 当該各 号に 定める 額（そ の額に １円未満 の端数 があ るとき は，
その端数 は，１ 円と する。 ）を払 い戻す ものとす る。
(1) 函館市勤労 者総 合福祉 センタ ー条例 別表第２ に規定 する 小学生 お
よび中 学生の 回数 券

５００円 に，未 使用の券 の枚数 を１ １で除 し

て 得た額 を乗じ て得 た額
(2) 函館市都市 公園 条例別 表５
く 。）お よび児 童の 回数券

１の表 に規定す る生徒 （高 校生を 除
５０ ０円に ，未使用 の券の 枚数 を１１

で 除して 得た額 を乗 じて得 た額
(3) 函 館 市 地 域 体 育 施 設 条 例 別 表 第 ５ に 規 定 す る 中 学 生 の 回 数 券
１，５ ００円 に， 未使用 の券の 枚数を １１で除 して得 た額 を乗じ て
得 た額
(4) 函 館 市 地 域 体 育 施 設 条 例 別 表 第 ５ に 規 定 す る 小 学 生 の 回 数 券
１ ，００ ０円に ，未 使用の 券の枚 数を１ １で除し て得た 額を 乗じて
得 た額
(5) 函館市民体 育館 条例別 表第２ に規定 する小学 生およ び中 学生の 回
数券

６００円 に， 未使用 の券の 枚数を １１で除 して得 た額 を乗じ

て 得た額
(6) 函館市民プ ール 条例別 表第２ に規定 する小学 生およ び中 学生の 回
数券

１，２０ ０円 に，未 使用の 券の枚 数を１１ で除し て得 た額を

乗 じて得 た額
３

こ の条例の 施行 の際現 に函館 市重要 文化財旧 函館区 公会 堂条例 別表，
函館市北 方民族 資料 館条例 別表お よび函 館市文学 館条例 別表 に規定 す
る共通入 館券（ 学生 ，生徒 および 児童の ものに限 る。） を保 有する 者
から，入 館料が 無料 となっ たこと を理由 として， その理 由を 証する 書
面を添付 等して 当該 共通入 館券の 払戻し の請求が あった とき は，払 戻
期間に限 り，次 の各 号に掲 げる共 通入館 券の区分 に応じ ，当 該各号 に
定める額 を払い 戻す ものと する。
(1) ２館共通入 館券

１２ ５円に ，入館 していな い施設 （函 館市旧 イ

ギ リス領 事館（ 開港 記念館 ）条例 （平成 ４年函館 市条例 第２ ９号）
に 規定す る函館 市旧 イギリ ス領事 館（開 港記念館 ）を除 く。 以下同
じ 。）の 数を乗 じて 得た額
(2) ３館共通入 館券

１２ ０円に ，入館 していな い施設 の数 を乗じ て

得 た額
(3) ４館共通入 館券

１０ ５円に ，入館 していな い施設 の数 を乗じ て

得 た額

（提案理 由）
市内の小 学生お よび 中学生 の公の 施設の 使用料を 無料と する ため

