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１ 神奈川県立山岳スポーツセンター条例（平成９年神奈川県条例第12号）新旧対照表 

 

改  正 現  行 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第３条 センターの管理に関する業務のうち、次に

掲げる業務（以下「指定管理業務」という。）は、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２

第３項の規定により、知事が指定するもの（以下

「指定管理者」という。）に行わせるものとする。 

第３条 センターの管理に関する業務のうち、次に

掲げる業務（以下「指定管理業務」という。）は、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２

第３項の規定により、知事が指定する者（以下「指

定管理者」という。）に行わせるものとする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（指定管理者の指定の申請） （指定管理者の指定の申請） 

第４条 指定管理者の指定を受けようとするもの

は、法人その他の団体（以下「法人等」という。）

の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

を記載した申請書を、知事が指定する日までに、

知事に提出しなければならない。 

第４条 指定管理者の指定を受けようとする者は、

法人その他の団体（以下「法人等」という。）の

名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を

記載した申請書を、知事が指定する日までに、知

事に提出しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（指定管理者の指定の基準） （指定管理者の指定の基準） 

第５条 知事は、前条の規定による申請書の提出が

あったときは、次に掲げる基準によりセンターの

指定管理者として最も適切であると認めたもの

を指定管理者として指定する。 

第５条 知事は、前条の規定による申請書の提出が

あったときは、次に掲げる基準によりセンターの

指定管理者として最も適切であると認めた者を

指定管理者として指定する。 

（１）～（５） （略） 

（6） 第８条第１項の規定により指定を取り消さ

れ、その取消しの日から２年を経過しないもの

でないこと。 

（７） （略） 

（１）～（５） （略） 

（6） 第８条第１項の規定により指定を取り消さ

れ、その取消しの日から２年を経過しない者で

ないこと。 

（７） （略） 

第６条～第９条 （略） 第６条～第９条 （略） 

（開場時間） （開場時間） 

第10条 センターの開場時間は、午前９時から午後

５時までとする。ただし、宿泊室（宿泊を伴う利

用に限る。）にあっては午後３時から翌日の午前

10時まで、スピードウォール、研修・トレーニン

グ室及びリードウォール（宿泊室の宿泊を伴う利

用に併せてこれらの施設を利用する場合に限

る。）にあっては知事が別に定める時間とする。 

第10条 センターの開場時間は、午前９時から午後

５時までとする。ただし、宿泊室（宿泊を伴う利

用に限る。）にあっては午後３時から翌日の午前

10時まで、研修・トレーニング室及び屋外クライ

ミングウォール（宿泊室の宿泊を伴う利用に併せ

てこれらの施設を利用する場合に限る。）にあっ

ては知事が別に定める時間とする。 

２ （略） ２ （略） 

第11条 （略） 第11条 （略） 

（使用料の徴収）  

第12条 別表第１に掲げる施設等の利用につい

ては、同表に定める額の使用料を徴収する。 

（新規） 

２ 前項の使用料は、前納とする。  

（使用料の減免）  

第13条 前条第１項の規定にかかわらず、知事は、

次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を

減免することができる。 

（新規） 

（１） 県又は市町村がスポーツ行事を行うために

利用するとき。 
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改  正 現  行 

（２） 公共的団体が青少年を対象とするスポーツ

行事を行うために利用するとき。 

 

（３） その他知事が必要と認めるとき。  

（使用料の不還付）  

第14条 既に納付された使用料は、還付しない。た

だし、知事が災害その他施設等の利用の承認を受

けた者の責めに帰することができない理由によ

り施設等を利用することができないと認めたと

きは、この限りでない。 

（新規） 

（利用料金の納付） （利用料金の納付） 

第15条 第11条第１項の承認を受けた者は、別表第

２に掲げる施設等の利用に係る料金（以下「利用

料金」という。）を指定管理者に納付しなければ

ならない。 

第12条 前条第１項の承認を受けた者は、施設等の

利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を

指定管理者に納付しなければならない。 

２ 利用料金は、別表第２に定める額の範囲内にお

いて、指定管理者が知事の承認を得て定める。 

２ 利用料金は、別表に定める額の範囲内におい

て、指定管理者が知事の承認を得て定める。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

第16条 （略） 第13条 （略） 

第17条 （略） 第14条 （略） 

第18条 （略） 第15条 （略） 

第19条 （略） 第16条 （略） 

別表第１（第12条関係） （新規） 

 
区 分 単 位 

使用料の

額 

  
   

 

 

スピード

ウォール 

一 般 利 用 
１人１

時間 
200円 

  
     

 

 
専 用 利 用 

１面１

時間 
2,000円 

  
     

 

別表第２（第15条関係） 別表（第12条関係） 

 
区 分 単 位 

利用料金

の上限額 

  
区 分 単 位 

利用料金

の上限額 

 

 

(略) 
(略) 

(略) (略) (略)   

(略) 
(略) 

(略) (略) (略)  

 (略) (略) (略)   (略) (略) (略)  

 (略) (略) (略)   (略) (略) (略)  

 

(略) 
(略) 

(略) (略)   

(略) 
(略) 

(略) (略)  

 (略) (略)   (略) (略)  

 (略) (略) (略)   (略) (略) (略)  

 

リードウォー

ル 

(略) 
(略) (略)   

屋外クライミ

ングウォール 

(略) 
(略) (略)  

 (略) (略)   (略) (略)  

 
(略) 

(略) (略)   
(略) 

(略) (略)  

 (略) (略)   (略) (略)  

備考 （略） 備考 （略） 

 




