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議案第110号
丹波市石生駅西口連絡通路条例の制定について
１

提案の趣旨
石生駅西口において、同駅跨線橋に接続している階段及び連絡通路につい
て、公の施設として管理するため、提案するものである。

２

条例の概要
(１) 設置（第１条）
(２) 名称及び位置（第２条）
名称
位置
丹波市石生駅西口連絡通路
丹波市氷上町石生2705番地
(３) 行為の制限（第３条）
次に掲げる行為は、市長の許可を要する。
ア 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
イ 啓発又は広報活動を行うこと。
ウ ア及びイのほか、市長が管理上必要があると認める行為をすること。
(４) 行為の禁止（第４条）
次に掲げる行為をしてはならない。
ア 施設を損傷し、又は汚損すること。
イ 通行者の妨害となる行為をすること。
ウ 危険物を持ち込むこと。
エ 喫煙をすること。
オ 寝泊りすること。
カ はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
キ 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる
行為をすること。
ク アからキまでに掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と
認められること。
(５) 利用の制限（第５条）
(６) 損害賠償の義務（第６条）

３

施行日
公布の日
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議案第111号
兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増
減及び規約の変更について
１

提案の趣旨
地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定により、令和３年
４月１日付けで北播磨清掃事務組合の兵庫県市町村職員退職手当組合からの
脱退及び市川町外三ケ市町共有財産事務組合の加入に伴い、兵庫県市町村職
員退職手当組合規約（昭和30年兵庫県告示第197号の12）を変更することにつ
いて協議するため、地方自治法第290条の規定により、提案するものである。

２

改正の概要
別表第１号表中「北播磨清掃事務組合」を「市川町外三ケ市町共有財産事
務組合」に改める。

３

施行日
令和３年４月１日

４

新旧対照表
別紙のとおり
【地方自治法 抜粋】
（組織、事務及び規約の変更）
第286条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下この節にお
いて「構成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変
更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公
共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあっては総
務大臣、その他のものにあっては都道府県知事の許可を受けなければな
らない。ただし、第287条第１項第１号、第４号又は第７号に掲げる事項
のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りで
ない。
２ 略
(議会の議決を要する協議)
第290条 第284条第２項、第286条(第286条の２第２項の規定によりその例
によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第287条第１項
第２号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。)及び
前２条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければ
ならない。
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兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約新旧対照表

現

行

改

正

案

別表第１号表

別表第１号表

洲本市、豊岡市、西脇市、宝塚市、三

洲本市、豊岡市、西脇市、宝塚市、三

木市、高砂市、川西市、小野市、三田

木市、高砂市、川西市、小野市、三田

市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹

市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹

波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、

波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、

宍粟市、加東市、たつの市

宍粟市、加東市、たつの市

兵庫県市町村職員退職手当組合、北播

兵庫県市町村職員退職手当組合、北播

衛生事務組合、揖龍保健衛生施設事務

衛生事務組合、揖龍保健衛生施設事務

組合、北播磨清掃事務組合

組合、市川町外三ケ市町共有財産事務

、北播磨こども発達支援センター

組合、北播磨こども発達支援センター

事務組合わかあゆ園、加古郡衛生事務

事務組合わかあゆ園、加古郡衛生事務

組合、淡路広域消防事務組合、南但広

組合、淡路広域消防事務組合、南但広

域行政事務組合、播磨内陸医務事業組

域行政事務組合、播磨内陸医務事業組

合、中播衛生施設事務組合、淡路広域

合、中播衛生施設事務組合、淡路広域

行政事務組合、兵庫県町議会議員公務

行政事務組合、兵庫県町議会議員公務

災害補償組合、丹波少年自然の家事務

災害補償組合、丹波少年自然の家事務

組合、西脇多可行政事務組合、姫路福

組合、西脇多可行政事務組合、姫路福

崎斎苑施設事務組合、美方郡広域事務

崎斎苑施設事務組合、美方郡広域事務

組合、小野加東加西環境施設事務組

組合、小野加東加西環境施設事務組

合、くれさか環境事務組合、北但行政

合、くれさか環境事務組合、北但行政

事務組合、小野加東広域事務組合、淡

事務組合、小野加東広域事務組合、淡

路広域水道企業団、播磨高原広域事務

路広域水道企業団、播磨高原広域事務

組合、中播北部行政事務組合、洲本

組合、中播北部行政事務組合、洲本

市・南あわじ市衛生事務組合、北はり

市・南あわじ市衛生事務組合、北はり

ま消防組合 、西はりま消防組合

ま消防組合 、西はりま消防組合
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議案第112号
丹波市立山南農業者等体育施設の廃止について
１

提案の趣旨
山南地域統合中学校用地とするため、丹波市立山南農業者等体育施設を廃
止することについて、丹波市議会の議決を経なければならない重要な公の施
設の利用等に関する条例（平成16年丹波市条例第59号）第３条の規定に基づ
き、同意を求めるものである。

２

施設名

丹波市立山南農業者等体育施設

３

所在地

丹波市山南町谷川1348番地

４

用

スポーツ施設

５

廃止年月日

途

令和３年６月１日

【丹波市議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関す
る条例 抜粋】
（議会の特別議決を経なければならない特に重要な公の施設の廃止及び
利用）
第３条 法第 244 条の２第２項の規定により議会において出席議員の３分
の２以上の者の同意を得なければならない公の施設の廃止及び利用と
は、別記に掲げる公の施設につきこれを廃止し、又は５年以上の期間で、
かつ、設置の目的を阻害する独占的な利用をさせる場合とする。
別記（第２条、第３条関係）
(１) ～ (10) 略
(11) スポーツ施設
(12) ～ (18) 略
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議案第113号
丹波市立山南中央公園の廃止について
１

提案の趣旨
山南地域統合中学校用地とするため、丹波市立山南中央公園を廃止するこ
とについて、丹波市議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用
等に関する条例（平成16年丹波市条例第59号）第３条の規定に基づき、同意
を求めるものである。

２

施設名

丹波市立山南中央公園

３

所在地

丹波市山南町谷川1348番地

４

用

スポーツ施設

５

廃止年月日

途

令和３年６月１日

【丹波市議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関す
る条例 抜粋】
（議会の特別議決を経なければならない特に重要な公の施設の廃止及び
利用）
第３条 法第 244 条の２第２項の規定により議会において出席議員の３分
の２以上の者の同意を得なければならない公の施設の廃止及び利用と
は、別記に掲げる公の施設につきこれを廃止し、又は５年以上の期間で、
かつ、設置の目的を阻害する独占的な利用をさせる場合とする。
別記（第２条、第３条関係）
(１) ～ (10) 略
(11) スポーツ施設
(12) ～ (18) 略
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議案第114号
丹波市立山南Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの廃止について
１

提案の趣旨
山南地域統合中学校用地とするため、丹波市立山南Ｂ＆Ｇ海洋センタープ
ールを廃止することについて、丹波市議会の議決を経なければならない重要
な公の施設の利用等に関する条例（平成16年丹波市条例第59号）第３条の規
定に基づき、同意を求めるものである。

２

施設名

丹波市立山南Ｂ＆Ｇ海洋センタープール

３

所在地

丹波市山南町谷川1332番地１

４

用

スポーツ施設

５

廃止年月日

途

令和３年６月１日

【丹波市議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関す
る条例 抜粋】
（議会の特別議決を経なければならない特に重要な公の施設の廃止及び
利用）
第３条 法第 244 条の２第２項の規定により議会において出席議員の３分
の２以上の者の同意を得なければならない公の施設の廃止及び利用と
は、別記に掲げる公の施設につきこれを廃止し、又は５年以上の期間で、
かつ、設置の目的を阻害する独占的な利用をさせる場合とする。
別記（第２条、第３条関係）
(１) ～ (10) 略
(11) スポーツ施設
(12) ～ (18) 略
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議案第115号
丹波市立スポーツ施設条例及び丹波市立市民プール条例の一部を
改正する条例の制定について
１

提案の趣旨
丹波市立山南農業者等体育施設、丹波市立山南中央公園及び丹波市立山南
Ｂ＆Ｇ海洋センタープールを廃止し、当該施設の敷地を山南地域統合中学校
用地とすることに伴い、所要の改正を行うものである。

２

改正の概要
(１) 丹波市立スポーツ施設条例
別表第１から丹波市立山南農業者等体育施設の項及び丹波市立山南中
央公園の項を削る。
別表第２から丹波市立山南農業者等体育施設の表及び丹波市立山南中
央公園の表を削る。
(２) 丹波市立市民プール条例
第２条の表から丹波市立山南Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの項を削る。
別表から丹波市立山南Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの表を削る。

３

施行日
令和３年６月１日

４

新旧対照表
別紙のとおり
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第１条関係
丹波市立スポーツ施設条例（平成16年丹波市条例第94号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市立スポーツ施設条例

○丹波市立スポーツ施設条例

平成16年11月１日

平成16年11月１日

条例第94号

条例第94号

最終改正 平成31年３月７日条例第20号

最終改正 平成31年３月７日条例第20号

別表第１（第２条関係）

別表第１（第２条関係）

名称
位置
丹波市立氷上総合グラウン 丹波市氷上町上新庄字西
ド
川３番地
丹波市立大師の杜ホール
丹波市氷上町絹山346番
地
丹波市立春日総合運動公園 丹波市春日町下三井庄73
5番地
丹波市立春日体育センター 丹波市春日町黒井496番
地２
丹波市立山南B＆G海洋セン 丹波市山南町野坂176番
ター（体育館）
地２
丹波市立山南武道場
丹波市山南町野坂176番
地２
丹波市立山南農業者等体育 丹波市山南町谷川1348番
施設
地
丹波市立山南中央公園
丹波市山南町谷川1348番
地
丹波市立市島市民グラウン 丹波市市島町上垣902番
ド
地１
丹波市立三ッ塚テニスコー 丹波市市島町上田1132番
ト
地
丹波市立三ッ塚ふれあいセ 丹波市市島町上田1139番
ンター愛育館
地
丹波市立スポーツピアいち 丹波市市島町中竹田6121
じま
番地３

名称
位置
丹波市立氷上総合グラウン 丹波市氷上町上新庄字西
ド
川３番地
丹波市立大師の杜ホール
丹波市氷上町絹山346番
地
丹波市立春日総合運動公園 丹波市春日町下三井庄73
5番地
丹波市立春日体育センター 丹波市春日町黒井496番
地２
丹波市立山南B＆G海洋セン 丹波市山南町野坂176番
ター（体育館）
地２
丹波市立山南武道場
丹波市山南町野坂176番
地２

別表第２（第６条関係）

別表第２（第６条関係）

丹波市立市島市民グラウン
ド
丹波市立三ッ塚テニスコー
ト
丹波市立三ッ塚ふれあいセ
ンター愛育館
丹波市立スポーツピアいち
じま

丹波市立山南農業者等体育施設
施設使用料
（消費税含む。）
施設名

単位

金額
備考
市内 市外
アリーナ １時間 660円 1,320 (１) 面積の２分
円 の１以下を使用
する場合は、左欄
に掲げる額の半
額とする（以下同
じ。）。
(２) 営利を目的
として入場料を
徴する場合は、左
欄に掲げる額の1
0倍の額とする。
テニスコ １時間 550円 1,100
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丹波市市島町上垣902番
地１
丹波市市島町上田1132番
地
丹波市市島町上田1139番
地
丹波市市島町中竹田6121
番地３

第１条関係
ート
（１面に
つき）

円

夜間照明使用料
（消費税含む。）
施設名

単位

テニスコート
１時間
（１面につき）

金額
市内
550円

市外
550円

丹波市立山南中央公園
施設使用料
（消費税含む。）
施設名

単位

多目的グラウン １時間
ド

金額
市内
550円

市外
1,100円

夜間照明使用料
（消費税含む。）
施設名

単位

多目的グ 全基 30分
ラウンド ４基 30分

金額
市内
1,650円
1,100円

市外
1,650円
1,100円
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第２条関係
丹波市立市民プール条例（平成26年丹波市条例第８号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市立市民プール条例

○丹波市立市民プール条例

平成26年３月10日

平成26年３月10日

条例第８号

条例第８号

改正 平成31年３月７日条例第20号

改正 平成31年３月７日条例第20号

（名称及び位置）

（名称及び位置）

第２条 プールの名称及び位置は、次のとおりとす
る。

第２条 プールの名称及び位置は、次のとおりとす
る。

名称
丹波市立青垣温水プール

位置
丹波市青垣町田井縄782
番地
丹波市立春日レジャープー 丹波市春日町下三井庄7
ル
90番地１
丹波市立山南Ｂ＆Ｇ海洋セ 丹波市山南町谷川1332
ンタープール
番地１

名称
丹波市立青垣温水プール

別表（第11条関係）

別表（第11条関係）

位置
丹波市青垣町田井縄782
番地
丹波市立春日レジャープー 丹波市春日町下三井庄7
ル
90番地１

丹波市立山南Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
施設利用料
（消費税含む。）
利用区分
高校生、一般
中学生以下

金額（１回当たり）
市内
市外
220円
440円
50円
110円
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議案第116号
丹波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化
のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条
例の制定について
１

提案の趣旨
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第
25条の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令（令和２年総務省
令第87号）が令和２年10月１日に施行されたことに伴い、所要の改正を行う
ため、提案するものである。

２

改正の概要
第２条中「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関
する法律第25条の地方公共団体等を定める省令」を「地域経済牽引事業の促
進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を
定める省令」に改める。

３

施行日
公布の日

４

新旧対照表
別紙のとおり
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丹波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例
（平成21年丹波市条例第43号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市地域経済牽引事業の促進による地
域の成長発展の基盤強化のための固定資
産税の課税免除に関する条例

○丹波市地域経済牽引事業の促進による地
域の成長発展の基盤強化のための固定資
産税の課税免除に関する条例

平成21年12月24日

平成21年12月24日

条例第43号

条例第43号

改正 平成29年12月21日条例第33号

改正 平成29年12月21日条例第33号

（課税の免除）

（課税の免除）

第２条 市長は、地域経済牽引事業の促進による地域 第２条 市長は、地域経済牽引事業の促進による地域
の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方
の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方
公共団体等を定める省令（平成19年総務省令第94
公共団体等を定める省令（平成19年総務省令第94
号。以下「省令」という。）第２条に定める施設（以
号。以下「省令」という。）第２条に定める施設（以
下「対象施設」という。）を同意促進区域内に設置
下「対象施設」という。）を同意促進区域内に設置
した事業者が、法第４条第６項の規定による基本計
した事業者が、法第４条第６項の規定による基本計
画の同意の日から起算して５年以内に対象施設を
画の同意の日から起算して５年以内に対象施設を
設置した者に対し、当該対象施設の用に供する家屋
設置した者に対し、当該対象施設の用に供する家屋
若しくは構築物（当該対象施設の用に供する部分に
若しくは構築物（当該対象施設の用に供する部分に
限るものとし、事務所等に係るものを除く。以下同
限るものとし、事務所等に係るものを除く。以下同
じ。）若しくはこれらの敷地である土地（同意の日
じ。）若しくはこれらの敷地である土地（同意の日
以後に取得したものに限り、かつ、土地については、
以後に取得したものに限り、かつ、土地については、
その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該
その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該
土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着
土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着
手があった場合における当該土地に限る。）又は当
手があった場合における当該土地に限る。）又は当
該対象施設に設置された構築物を除く事業の用に
該対象施設に設置された構築物を除く事業の用に
供する機械及び装置（以下「機械装置」という。）
供する機械及び装置（以下「機械装置」という。）
に対して課する固定資産税について、操業を開始し
に対して課する固定資産税について、操業を開始し
た日以後最初の１月１日を賦課期日とする年度（機
た日以後最初の１月１日を賦課期日とする年度（機
械装置については、最初に操業を開始した日以後最
械装置については、最初に操業を開始した日以後最
初の１月１日に賦課期日を迎えるものに限る。）か
初の１月１日に賦課期日を迎えるものに限る。）か
ら３年度分に限り、課税を免除することができる。
ら３年度分に限り、課税を免除することができる。
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議案第117号
地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に
関する条例の制定について
１

提案の趣旨
地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）が令和２年３月31
日に公布され、延滞金の割合の特例について見直しが行われたことに伴い、そ
れぞれの条例において準用している延滞金の割合の特例について所要の改正
を行うため、提案するものである。

２

改正の概要
地方税法（昭和25年法律第226号）の延滞金の割合の特例に係る規定に合わ
せ、用語の改正等を行う。

３

一部改正する条例
(１) 丹波市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例（平成
16年丹波市条例第57号）
(２) 丹波市介護保険条例（平成16年丹波市条例第130号）
(３) 丹波市後期高齢者医療に関する条例（平成20年丹波市条例第11号）

４

施行日
令和３年１月１日

５

新旧対照表
別紙のとおり
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第１条関係
丹波市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例（平成16年丹波市条例第57号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市税外徴収金の督促手数料及び延滞
金の徴収に関する条例

○丹波市税外徴収金の督促手数料及び延滞
金の徴収に関する条例

平成16年11月１日

平成16年11月１日

条例第57号

条例第57号

改正 平成25年９月30日条例第43号

改正 平成25年９月30日条例第43号

附 則

附 則

（延滞金の割合の特例）

（延滞金の割合の特例）

第３条 当分の間、第４条第１項に規定する延滞金額
の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの
割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準
割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和32年法
律第26号）第93条第２項の規定により告示された割
合
に年１パーセントの割合を加算した
割合をいう。以下同じ。）が年7.3パーセントの割
合に満たない場合には、その年（以下「特例基準割
合適用年」という。）中においては、年14.6パーセ
ントの割合にあっては当該特例基準割合適用年に
おける特例基準割合
に年7.3パーセントの割
合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合に
あっては当該特例基準割合
に年１パーセン
トの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.
3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセ
ントの割合）とする。

第３条 当分の間、第４条第１項に規定する延滞金額
の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの
割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特
例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和
32年法律第26号）第93条第２項に規定する平均貸付
割合をいう。）に年１パーセントの割合を加算した
割合をいう。以下同じ。）が年7.3パーセントの割
合に満たない場合には、その年
中においては、年14.6パーセ
ントの割合にあってはその年
に
おける延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割
合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合に
あっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセン
トの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.
3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセ
ントの割合）とする。

２ 前項の規定の適用がある場合における延滞金額
２ 前項の規定の適用がある場合における延滞金額
の計算において、その計算の過程における金額に１
の計算において、その計算の過程における金額に１
円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
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第２条関係
丹波市介護保険条例（平成16年丹波市条例第130号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市介護保険条例

○丹波市介護保険条例
平成16年11月１日

平成16年11月１日

条例第130号

条例第130号

最終改正 令和２年５月14日条例第33号

最終改正 令和２年５月14日条例第33号

附 則
（延滞金の割合の特例）

附 則
（延滞金の割合の特例）

第５条 当分の間、第11条第１項に規定する延滞金額 第５条 当分の間、第11条第１項に規定する延滞金額
の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの
の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの
割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準
割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特
割合（当該年の前年に租税特別措置法第93条第２項
例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法第93
の規定により告示された割合
に年１
条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１
パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同
パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同
じ。）が年7.3パーセントの割合に満たない場合に
じ。）が年7.3パーセントの割合に満たない場合に
は、その年（以下「特例基準割合適用年」という。）
は、その年
中においては、年14.6パーセントの割合にあっては
中においては、年14.6パーセントの割合にあっては
当該特例基準割合適用年における特例基準割合
その年
における延滞金特例基準割
に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、
合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、
年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割
年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例
合
に年１パーセントの割合を加算した割合
基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合
（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超
（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超
える場合には、年7.3パーセントの割合）とする。
える場合には、年7.3パーセントの割合）とする。
２ 前項の規定の適用がある場合における延滞金額
２ 前項の規定の適用がある場合における延滞金額
の計算において、その計算の過程における金額に１
の計算において、その計算の過程における金額に１
円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

- 28 -

第３条関係
丹波市後期高齢者医療に関する条例（平成20年丹波市条例第11号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市後期高齢者医療に関する条例

○丹波市後期高齢者医療に関する条例

平成20年３月28日

平成20年３月28日

条例第11号

条例第11号

最終改正 令和２年５月14日条例第32号

最終改正 令和２年５月14日条例第32号

附 則

附 則

（延滞金の割合の特例）

（延滞金の割合の特例）

第２条 当分の間、第６条第１項に規定する延滞金額
の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの
割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準
割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和32年法
律第26号）第93条第２項の規定により告示された割
合
に年１パーセントの割合を加算した
割合をいう。以下同じ。）が年7.3パーセントの割
合に満たない場合には、その年（以下「特例基準割
合適用年」という。）中においては、年14.6パーセ
ントの割合にあっては当該特例基準割合適用年に
おける特例基準割合
に年7.3パーセントの割
合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合に
あっては当該特例基準割合
に年１パーセン
トの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.
3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセ
ントの割合）とする。

第２条 当分の間、第６条第１項に規定する延滞金額
の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの
割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特
例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和
32年法律第26号）第93条第２項に規定する平均貸付
割合をいう。）に年１パーセントの割合を加算した
割合をいう。以下同じ。）が年7.3パーセントの割
合に満たない場合には、その年
中においては、年14.6パーセ
ントの割合にあってはその年
に
おける延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割
合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合に
あっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセン
トの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.
3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセ
ントの割合）とする。

２ 前項の規定の適用がある場合における延滞金額
の計算において、その計算過程における金額に１円
未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

２ 前項の規定の適用がある場合における延滞金額
の計算において、その計算過程における金額に１円
未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
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議案第118号
丹波市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
１

提案の趣旨
地方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第264号）が令和２年
９月４日に公布されたことに伴い、国民健康保険税の減額に係る所得の基準
について所要の規定の整備等を行うため、提案するものである。

２ 改正の概要
(１) 国民健康保険税の被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所
得判定基準額について、33万円から43万円に改正する。ただし、当該世
帯に給与所得又は公的年金等に係る所得を有する者（以下「給与所得者
等」という。）が２人以上いる場合には、43万円に給与所得者等の数か
ら１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるものとする。
(２) 年齢65歳以上の公的年金等に係る所得を有する者について、上記改正
に伴う控除の重複が生じることのないよう規定する。
(３) 字句の修正を行う。
３

施行日
令和３年１月１日
第23条の改正規定（「同条第３項本文」を「第２条第３項本文」に、「同
条第４項本文」を「第２条第４項本文」に改める部分に限る。）は、公布の
日から施行

４

新旧対照表
別紙のとおり
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丹波市国民健康保険税条例（平成17年丹波市条例第48号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市国民健康保険税条例

○丹波市国民健康保険税条例

平成17年６月３日

平成17年６月３日

条例第48号

条例第48号

最終改正 令和２年５月14日条例第31号

最終改正 令和２年５月14日条例第31号

（国民健康保険税の減額）

（国民健康保険税の減額）

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険
税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の
額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイ
に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額
が施行令第56条の88の２第１項に規定する額を超
える場合には、同項に規定する額）、同条第３項本
文 の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに
掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が
施行令第56条の88の２第２項に規定する額を超え
る場合には、同項に規定する額）並びに同条第４項
本文 の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる
額を減額して得た額（当該減額して得た額が施行令
第56条の88の２第３項に規定する額を超える場合
には、同項に規定する額）の合算額とする。

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険
税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の
額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイ
に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額
が施行令第56条の88の２第１項に規定する額を超
える場合には、同項に規定する額）、第２条第３項
本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに
掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が
施行令第56条の88の２第２項に規定する額を超え
る場合には、同項に規定する額）並びに第２条第４
項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる
額を減額して得た額（当該減額して得た額が施行令
第56条の88の２第３項に規定する額を超える場合
には、同項に規定する額）の合算額とする。

(１) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山
林所得金額の合算額が、33万円

(１) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山
林所得金額の合算額が、43万円（納税義務者並び
にその世帯に属する国民健康保険の被保険者及
び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する
者（前年中に法第703条の５に規定する総所得金
額に係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28
条第１項に規定する給与所得について同条第３
項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者
（同条第１項に規定する給与等の収入金額が55
万円を超える者に限る。）をいう。以下この号に
おいて同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を
有する者（前年中に法第703条の５に規定する総
所得金額に係る所得税法第35条第３項に規定す
る公的年金等に係る所得について同条第４項に
規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年
齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収
入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上
の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110
万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有
する者を除く。）の数の合計数（以下この条にお
いて「給与所得者等の数」という。）が２以上の
場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数
から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を
加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者

を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均
等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世
帯主を除く。）１人について18,970円

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均
等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世
帯主を除く。）１人について18,970円

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等
割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ
に定める額

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等
割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ
に定める額
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(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
14,420円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
14,420円

(イ) 特定世帯 7,210円

(イ) 特定世帯 7,210円

(ウ) 特定継続世帯 10,815円

(ウ) 特定継続世帯 10,815円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険
者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）
１人について5,670円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険
者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）
１人について5,670円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ
る世帯区分に応じ、それぞれに定める額

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ
る世帯区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
4,340円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
4,340円

(イ) 特定世帯 2,170円

(イ) 特定世帯 2,170円

(ウ) 特定継続世帯 3,255円

(ウ) 特定継続世帯 3,255円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均
等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２
項に規定する世帯主を除く。）１人について8,
260円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均
等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２
項に規定する世帯主を除く。）１人について8,
260円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等
割額 １世帯について4,270円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等
割額 １世帯について4,270円

(２) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山
林所得金額の合算額が、33万円

に被保険者及び特定同
一世帯所属者１人につき28万5,000円を加算した
金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該
当する者を除く。）

(２) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山
林所得金額の合算額が、43万円（納税義務者並び
にその世帯に属する国民健康保険の被保険者及
び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数
が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所
得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて
得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同
一世帯所属者１人につき28万5,000円を加算した
金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該
当する者を除く。）

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均
等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世
帯主を除く。）１人について13,550円

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均
等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世
帯主を除く。）１人について13,550円

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等
割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ
に定める額

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等
割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ
に定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
10,300円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
10,300円

(イ) 特定世帯 5,150円

(イ) 特定世帯 5,150円

(ウ) 特定継続世帯 7,725円

(ウ) 特定継続世帯 7,725円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険
者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）
１人について4,050円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険
者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）
１人について4,050円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ
る世帯区分に応じ、それぞれに定める額

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ
る世帯区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
3,100円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
3,100円
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(イ) 特定世帯 1,550円

(イ) 特定世帯 1,550円

(ウ) 特定継続世帯 2,325円

(ウ) 特定継続世帯 2,325円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均
等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２
項に規定する世帯主を除く。）１人について5,
900円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均
等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２
項に規定する世帯主を除く。）１人について5,
900円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等
割額 １世帯について3,050円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等
割額 １世帯について3,050円

(３) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山
林所得金額の合算額が、33万円

に被保険者及び特定同
一世帯所属者１人につき52万円を加算した金額
を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当
する者を除く。）

(３) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山
林所得金額の合算額が、43万円（納税義務者並び
にその世帯に属する国民健康保険の被保険者及
び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数
が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所
得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて
得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同
一世帯所属者１人につき52万円を加算した金額
を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当
する者を除く。）

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均
等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世
帯主を除く。）１人について5,420円

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均
等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世
帯主を除く。）１人について5,420円

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等
割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ
に定める額

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等
割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ
に定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
4,120円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
4,120円

(イ) 特定世帯 2,060円

(イ) 特定世帯 2,060円

(ウ) 特定継続世帯 3,090円

(ウ) 特定継続世帯 3,090円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険
者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）
１人について1,620円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険
者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）
１人について1,620円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ
る世帯区分に応じ、それぞれに定める額

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ
る世帯区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
1,240円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
1,240円

(イ) 特定世帯 620円

(イ) 特定世帯 620円

(ウ) 特定継続世帯 930円

(ウ) 特定継続世帯 930円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均
等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２
項に規定する世帯主を除く。）１人について2,
360円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均
等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２
項に規定する世帯主を除く。）１人について2,
360円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等
割額 １世帯について1,220円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等
割額 １世帯について1,220円

附 則

附 則

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の
課税の特例）

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の
課税の特例）

４ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康
保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前

４ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康
保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前
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年中に所得税法（昭和40年法律第33号）第35条第３
項に規定する公的年金等に係る所得について同条
第４項に規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上
である者に係るものに限る。）の控除を受けた場合
における第23条の規定の適用については、同条中
「法第703条の５に規定する総所得金額
」とあるのは「法第703条の５に規定する総
所得金額（所得税法第35条第３項に規定する公的年
金等に係る所得については、同条第２項第１号の規
定によって計算した金額から15万円を控除した金
額によるものとする。）」
とする。

年中に所得税法
第35条第３
項に規定する公的年金等に係る所得について同条
第４項に規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上
である者に係るものに限る。）の控除を受けた場合
における第23条の規定の適用については、同条中
「法第703条の５に規定する総所得金額及び山林所
得金額」とあるのは「法第703条の５に規定する総
所得金額（所得税法第35条第３項に規定する公的年
金等に係る所得については、同条第２項第１号の規
定によって計算した金額から15万円を控除した金
額によるものとする。）及び山林所得金額」と、「1
10万円」とあるのは「125万円」とする。
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議案第119号
丹波市斎場に係る指定管理者の指定について
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号）第３条の規定により、丹波市柏原斎場つつじ苑及び丹波市氷上斎
場に係る指定管理者の候補者を選定したので、同条及び地方自治法（昭和22年
法律第67号）第244条の２第６項の規定により指定管理者を指定するため、提
案するものである。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名称
位置
丹波市柏原斎場 つつじ苑
丹波市柏原町下小倉2088番地20
丹波市氷上斎場
丹波市氷上町絹山1025番地１

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
株式会社 五輪
代表者
代表取締役 宮本 幸司朗
所在地
富山県富山市奥田新町12番３号

４

指定の期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
令和２年９月２日に開催された指定管理者選定評価委員会において、公募
により２団体から提案を受け審査された結果、当該施設の管理等については、
建設以降、火葬業務実績を有し、他の自治体等における指定管理実績等を有す
る株式会社五輪が行うことで、より効果的な管理運営が期待できることから、
指定管理者の候補者に選定した。

６

指定管理協定内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 本施設の利用に関する業務
イ 本施設の予約に関する業務
ウ 本施設の使用に係る使用料の徴収に関する業務
エ 本施設及び設備の維持管理に関する業務
オ その他、市又は指定管理者が必要と認める業務
(２) 指定管理料
指定管理料は別途年度協定によって定める。
(３) 業務にかかる費用負担
指定管理者が行う施設及び設備の維持管理等に関する業務に要する費
用は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他
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正当な事由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるも
のは、市の負担とする。
(４) 指定の取消し等
ア 市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指定
管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと認
めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若
しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
７

火葬実績
年 度
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
柏原 火葬
512件
539件
540件
546件
528件
氷上 火葬
320件
345件
327件
301件
336件
柏原 動物
455件
508件
486件
480件
456件
使用料収入 22,616千円 23,864千円 23,314千円 22,293千円 22,084千円

８

火葬業務委託料実績
（単位：千円）
年 度
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
火葬業務
37,001
37,001
28,372
28,372
28,634
委託料

９

指定管理料（見込み）
（単位：千円）
年 度 ５年間合計 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
指定管理料 301,127
60,086
60,153
60,177
60,348
60,363
【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらか
じめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 抜粋】
（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号の
いずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会
の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の
確保等に寄与するものであること。

- 36 -

(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮さ
せるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理
的基礎及び技術的能力を有するものであること。
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議案第120号
丹波市障害者総合支援条例の一部を改正する条例の制定について
１

提案の趣旨
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年
法律第123号）第77条に規定する地域生活支援事業の実施事業名等の整理及び
福祉送迎サービス（おでかけサポート）事業の見直しに伴い、所要の改正を行
うため、提案するものである。

２

改正の概要
(１) 第１条中の字句を改正する。
(２) 第３条に規定する地域生活支援事業の実施事業名の改正を行う。
(３) 別表の移動支援事業における車両移送の利用料金について、下記のと
おり改正を行う。
車両移送
改正前
改正後
無料
旧町域内 乗車１回につき500円
旧町域外 乗車１回につき1,000円
通院利用 乗車１回につき500円
(４) 別表の事業の名称等及び利用料金の改正を行う。
(５) 別表の移動支援事業における車両移送の利用料金について、経過措置
として令和３年４月１日から令和６年３月31日までの間は下記のとおり
とする。
車両移送
旧町域内 乗車１回につき300円
旧町域外 乗車１回につき600円
通院利用 乗車１回につき300円

３

施行日
令和３年４月１日

４

新旧対照表
別紙のとおり
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丹波市障害者総合支援条例（平成18年丹波市条例第17号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市障害者総合支援条例

○丹波市障害者総合支援条例

平成18年３月31日

平成18年３月31日

条例第17号

条例第17号

最終改正 平成25年３月８日条例第15号

最終改正 平成25年３月８日条例第15号

（趣旨）

（趣旨）

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律（平成17年法律第1
23号。以下「法」という。）に基づき市が障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援することに
関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項に
ついて定める。
（地域生活支援事業）

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律（平成17年法律第1
23号。以下「法」という。）に基づき市が障がい者
の日常生活及び社会生活を総合的に支援すること
に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項
について定める。
（地域生活支援事業）

第３条 法第77条第１項の規定により実施する地域
生活支援事業は、次に掲げる事業とする。

第３条 法第77条第１項の規定により実施する地域
生活支援事業は、次に掲げる事業とする。

(１) 障害者に対する理解を深めるための研修・啓
発事業

(１) 理解促進研修・啓発事業

(２) 障害者等、家族、地域住民等が自発的に行う
活動に対する支援事業

(２) 自発的活動支援事業

(３) 相談支援事業

(３) 相談支援事業

(４) 成年後見制度利用支援事業

(４) 成年後見制度利用支援事業

(５) 成年後見制度法人後見支援事業

(５) 成年後見制度法人後見支援事業

(６) 意思疎通支援者派遣事業

(６) 意思疎通支援事業

(７) 日常生活用具費支給事業

(７) 日常生活用具給付等事業

(８) 意思疎通支援事業

(８) 手話奉仕員養成研修事業

(９) 移動支援事業

(９) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター事業

(10) 地域活動支援センター機能強化事業

２ 法第77条第３項の規定により実施する地域生活
支援事業は、次に掲げる事業とする。

２ 法第77条第３項の規定により実施する地域生活
支援事業は、次に掲げる事業とする。

(１) 更生訓練費給付事業

(１) 福祉ホームの運営事業

(２) 知的障害者職親委託事業

(２) 訪問入浴サービス事業

(３) 生活支援事業

(３) 生活訓練等事業

(４) 社会参加促進事業

(４) 日中一時支援事業

(５) 日中一時支援事業

(５) 巡回支援専門員整備事業

(６) 福祉ホーム事業

(６) レクリエーション活動等支援事業

(７) 訪問入浴サービス事業

(７) 点字・声の広報等発行事業
(８) 障害支援区分認定等事務事業
(９) 自動車運転免許取得・改造助成事業
(10) 更生訓練費給付事業

別表（第４条関係）
事業 事業の名称等 区分 区分２
区分
１
第３ 相談支援事業 ―
―
条第 意思疎通支援 ―
―
１項 者派遣事業
に掲 移動支援事業 ―
個別支援

別表（第４条関係）
利用料金
無料
無料
30分当たり100

事業 事業の名称等 区分 区分２
区分
１
第３
条第
１項
に掲 移動支援事業 個別 ―
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利用料金

30分当たり100

げる
事業

―

円
グループ支 １人につき30
援
分当たり50円

―

車両移送

げる
事業

無料

支援
グル ―
ープ
支援
車両 旧町域内
移送
旧町域外
通院利用

地域活動支援 ―
センター事業

―

無料

―

無料

―

無料

―

無料
１回につき150
円

―

１回の利用
時間が４時
間以下
１回の利用
時間が４時
間を超え８
時間以下
１回の利用
時間が８時
間を超える
時間
入浴

―

送迎

第３ 知的障害者職 ―
条第 親委託事業
２項
に掲 生活支援事業 ―
げる
事業 社会参加促進 ―
事業
日中一時支援 基本
事業
事業

訪問入浴サー ―
ビス事業

―

第３ 訪問入浴サー ―
条第 ビス事業
２項
に掲
げる
事業

１回につき400
円

１回につき650
円

１回につき50
円
片道１回につ
き50円
事業に要する
費用の１割に
相当する金額

―

日中一時支援 基本 １回の利用
事業
事業 時間が４時
間以下
１回の利用
時間が４時
間を超え８
時間以下
１回の利用
時間が８時
間を超える
時間
入浴 ―
送迎 ―
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円
１人につき30
分当たり50円
乗車１回につ
き500円
乗車１回につ
き1,000円
乗車１回につ
き500円

事業に要する
費用の１割に
相当する金額

１回につき150
円
１回につき400
円

１回につき650
円

１回につき50
円
片道１回につ
き50円

議案第121号
丹波市立障害者地域活動支援センターに係る指定管理者の指定に
ついて
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号。以下「条例」という。）第４条の規定により、丹波市立障害者地
域活動支援センターに係る指定管理者の候補者を選定したので、条例第３条
及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により、指
定管理者を指定するため、提案するものである。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市立障害者地域活動支援センター
位 置
丹波市柏原町柏原1018番地１

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
特定非営利活動法人 かたくり
代表者
理事長 小寺 昌樹
所在地
兵庫県丹波市柏原町柏原1018番地１

４

指定の期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
障がい者等に創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促
進を図るとともに障がい者等の地域生活を支援することを目的とした当該施
設について、平成23年４月１日の設置以降、現在の指定管理者である特定非
営利活動法人かたくりにより、主に精神に障がいのある方を対象に、地域活
動支援センターとしての運営と就労継続支援Ｂ型事業所としての運営がされ
てきた。
同法人の前身は精神に障がいのある方の家族の会（木の根会家族会）であ
り、昭和63年以降長きにわたって活動をされている。利用者とのこれまでの
関係性から、当該施設の利用者の実態やニーズを最も把握しているのは同法
人であり、同法人が指定管理者となることで、より効率的な管理及び運営が
期待できることから、条例第４条の規定により、指定管理者の候補者に選定
した。

６

指定管理協定内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成
17年法律第123号。以下「法」という。）第５条第14項に規定する就労継
続支援の障害福祉サービスを提供する事業に関する業務
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イ

法第77条第１項第９号に規定する地域活動支援センター事業に関する
業務
ウ 当該施設及び設備の維持管理に関する業務
エ 上記に掲げるもののほか、当該施設の設置の目的を達成するために必
要な業務
(２) 指定管理料
市が支払う指定管理料は無料とする。
(３) 業務にかかる費用負担
指定管理者が行う施設及び設備の維持管理等に関する業務に要する費
用は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その
他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認める
ものは、市の負担とする。
(４) 指定の取消等
ア 市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指
定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと
認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全
部若しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
７

利用者数実績（延べ人数）
年 度
平成28年度
利用者数

８

収支実績
年 度

平成29年度

6,528

6,827

平成30年度

（単位：人）
令和元年度

6,586

6,261

支出額

（単位：円）
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
42,581,770
45,924,876
41,859,775
44,983,337
（0）
（0）
（0）
（0）
44,661,211
44,081,745
41,471,987
43,701,671

差引額

△2,079,441

収入額

1,843,131
387,788
1,281,666
※収入額の（ ）は、指定管理料を内訳で記載

【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あら
かじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
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抜粋】

（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号
のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議
会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の
確保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮さ
せるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理
的基礎及び技術的能力を有するものであること。
（指定管理者の候補者選定の特例）
第４条 市長は、第２条の規定にかかわらず、同条第２項の規定による申
請がなかった場合又は市長が特に必要と認める場合においては、公の施
設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる
公共団体若しくは公共的団体等、市が出資等をしている法人又は地域の
活性化を図ることを目的として設立された団体を指定管理者の候補者と
して選定することができる。
２ 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体と協
議し、第２条に規定する申請を求めた上で、前条の規定に照らし総合的
に判断を行うものとする。
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議案第122号
丹波市立とれとれ市農産物直売施設ひかみ四季菜館に係る指定管
理者の指定について
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号。以下「条例」という。）第４条の規定により、丹波市立とれとれ
市農産物直売施設ひかみ四季菜館に係る指定管理者の候補者を選定したので、
条例第３条及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定
により、指定管理者を指定するため、提案するものである。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市立とれとれ市農産物直売施設ひかみ四季菜館
位 置
丹波市氷上町犬岡467番地１

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
丹波とれとれ市
代表者
会長 長尾 啓二朗
所在地
兵庫県丹波市氷上町犬岡467番地１

４

指定の期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
当該施設の管理等については、地域の農業者が自ら生産する安全で安心な農
産物や農産物加工品を直接消費者に販売する地産地消の取組を実践し、農作
業の栽培技術の向上や販路拡大と収益の向上はもとより、消費者とコミュニ
ティの場を創出し、農業の発展を促すという設置目的を達成するため、市内
の農業者及び農産物等加工者で構成される丹波とれとれ市が行うことで、よ
り効率的な管理及び運営が期待できることから、条例第４条の規定により、
指定管理者の候補者に選定した。

６

指定管理協定内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 施設の管理運営に関する業務
イ 農産物及び特産物の販売に関する業務
ウ 利用者の飲食に関する業務
エ 上記に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみ
の権限に属する事務を除く業務
(２) 指定管理料
市が支払う指定管理料は無料とする。
(３) 業務にかかる費用負担
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指定管理者が行う施設及び設備の維持管理等に関する業務に要する費
用は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その
他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認める
ものは、市の負担とする。
(４) 指定の取消等
ア 市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指
定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと
認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全
部若しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
７

利用者数実績（レジ通過者数）
年 度
平成28年度
平成29年度
利用者数

８

収支実績
年 度

85,852

支出額

平成28年度
16,371,356
（0）
9,777,564

差引額

6,593,792

収入額

78,086

平成29年度
16,500,060
（0）
10,995,090

平成30年度
68,921

（単位：人）
令和元年度
61,011

（単位：円）
平成30年度
令和元年度
15,278,306
15,347,601
（0）
（0）
10,294,812
13,039,210

5,504,970
4,983,494
2,308,391
※収入額については、前年度繰越金を含む。
※収入額の（ ）は、指定管理料を内訳で記載

【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あら
かじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 抜粋】
（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号
のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議
会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の
確保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮さ
せるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
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(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理
的基礎及び技術的能力を有するものであること。
（指定管理者の候補者選定の特例）
第４条 市長は、第２条の規定にかかわらず、同条第２項の規定による申
請がなかった場合又は市長が特に必要と認める場合においては、公の施
設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる
公共団体若しくは公共的団体等、市が出資等をしている法人又は地域の
活性化を図ることを目的として設立された団体を指定管理者の候補者と
して選定することができる。
２ 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体と協
議し、第２条に規定する申請を求めた上で、前条の規定に照らし総合的
に判断を行うものとする。
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議案第123号
丹波市立道の駅あおがき直販加工施設に係る指定管理者の指定に
ついて
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号。以下「条例」という。）第４条の規定により、丹波市立道の駅あ
おがき直販加工施設に係る指定管理者の候補者を選定したので、条例第３条
及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により、指
定管理者を指定するため、提案するものである。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市立道の駅あおがき直販加工施設
位 置
丹波市青垣町西芦田541番地１

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
株式会社 おいでな青垣
代表者
代表取締役 大谷 吉春
所在地
兵庫県丹波市青垣町西芦田541番地

４

指定の期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
当該施設の管理等については、市民及び利用者が直販加工施設を通じて交
流することにより、市の活性化並びに農林水産業及び観光の振興に寄与する
という設置目的を達成するため、地域の雇用確保並びに地域農業の活性化及
び振興を図っていくことを目的としている株式会社おいでな青垣が行うこと
で、効果的な管理及び運営が期待できることから、条例第４条の規定により、
指定管理者の候補者に選定した。

６

指定管理協定内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 道の駅あおがきの管理運営に関する業務
イ 農産物及び特産物の販売に関する業務
ウ 農産物等の加工販売に関する業務
エ 利用者の飲食の用に供する業務
オ 団体等の催しに関する業務
カ 観光案内に関する業務
キ 上記に掲げるもののほか、道の駅あおがきの運営に関する事務のうち、
市長のみの権限に属する事務を除く業務
(２) 指定管理料
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市が支払う指定管理料は無料とする。
(３) 業務にかかる費用負担
指定管理者が行う施設及び設備の維持管理等に関する業務に要する費
用は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その
他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認める
ものは、市の負担とする。
(４) 指定の取消等
ア 市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指
定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと
認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全
部若しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
７

利用者数実績
年 度
平成28年度
利用者数

８

収支実績
年 度

88,514

支出額

平成28年度
94,144,193
（0）
91,784,343

差引額

2,359,850

収入額

平成29年度
89,637

平成29年度
94,647,257
（0）
91,617,417

平成30年度
85,632

（単位：人）
令和元年度
84,352

（単位：円）
平成30年度
令和元年度
91,790,860
90,019,646
（0）
（0）
90,913,697
89,876,157

3,029,840
877,163
143,489
※収入額の（ ）は、指定管理料を内訳で記載

【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あら
かじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 抜粋】
（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号
のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議
会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の
確保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮さ
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せるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理
的基礎及び技術的能力を有するものであること。
（指定管理者の候補者選定の特例）
第４条 市長は、第２条の規定にかかわらず、同条第２項の規定による申
請がなかった場合又は市長が特に必要と認める場合においては、公の施
設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる
公共団体若しくは公共的団体等、市が出資等をしている法人又は地域の
活性化を図ることを目的として設立された団体を指定管理者の候補者と
して選定することができる。
２ 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体と協
議し、第２条に規定する申請を求めた上で、前条の規定に照らし総合的
に判断を行うものとする。
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議案第124号
丹波市立道の駅丹波おばあちゃんの里に係る指定管理者の指定に
ついて
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号。以下「条例」という。）第４条の規定により、丹波市立道の駅丹
波おばあちゃんの里に係る指定管理者の候補者を選定したので、条例第３条
及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により、指
定管理者を指定するため、提案するものである。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市立道の駅丹波おばあちゃんの里
位 置
丹波市春日町七日市710番地

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
丹波ふるさと振興 株式会社
代表者
代表取締役 柳川 拓三
所在地
兵庫県丹波市春日町七日市710番地

４

指定の期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
令和４年度のリニューアルオープンに向け、現指定管理者である丹波ふる
さと振興株式会社から現況施設の課題やその解決案などの提案を受け、工事
内容及び工事に伴う休業期間を含むスケジュール等を策定中である。特に多
目的交流施設を活用して運営されているレストラン事業については、現指定
管理者が施設整備をされてきた経過があり、今後も継続した事業収入を確保
するためには、共同での施設整備が必須である。以上の観点から効果的な管
理及び運営が期待できるため、条例第４条の規定により、指定管理者の候補
者に選定した。

６

指定管理協定内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 施設の利用の許可に関する業務
イ 丹波おばあちゃんの里の管理運営に関する業務
ウ 農畜産物等の販売及び販路拡大に関する業務
エ 農畜産物等の加工に関する業務
オ 多目的交流施設及び遺跡公園の有効的な活用に関する業務
カ 都市との交流に関する業務
キ 地域農業文化等の情報発信に関する業務
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ク
ケ

観光案内に関する業務
上記に掲げるもののほか、丹波おばあちゃんの里の運営に関する事務
のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(２) 指定管理料
市が支払う指定管理料は無料とする。
(３) 業務にかかる費用負担
指定管理者が行う施設及び設備の維持管理等に関する業務に要する費
用は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その
他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認める
ものは、市の負担とする。
(４) 指定の取消等
ア 市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指
定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと
認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全
部若しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
７

利用者数実績
年 度
平成28年度
利用者数

８

収支実績
年 度
収入額
支出額
差引額

平成29年度

339,902

328,749

平成30年度
366,268

（単位：人）
令和元年度
370,344

（単位：円）
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
317,002,410
309,720,354
339,225,850
356,955,237
（2,584,000） （2,584,000） （2,584,000） （2,584,000）
316,176,912
305,975,025
324,746,510
343,992,659
825,498

3,745,329
14,479,340
12,962,578
※収入額の（ ）は、指定管理料を内訳で記載

【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらか
じめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 抜粋】
（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号の
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いずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の
議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の確
保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させ
るとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理
的基礎及び技術的能力を有するものであること。
（指定管理者の候補者選定の特例）
第４条 市長は、第２条の規定にかかわらず、同条第２項の規定による申請
がなかった場合又は市長が特に必要と認める場合においては、公の施設の
設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる公共
団体若しくは公共的団体等、市が出資等をしている法人又は地域の活性化
を図ることを目的として設立された団体を指定管理者の候補者として選
定することができる。
２ 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体と協議
し、第２条に規定する申請を求めた上で、前条の規定に照らし総合的に判
断を行うものとする。

- 52 -

議案第125号
丹波市立市島有機センター条例の一部を改正する条例の制定につ
いて
１

提案の趣旨
平成30年12月18日付け市島有機センター運営委員会からの答申を受け、丹
波市立市島有機センターの継続的な運営に向けた収支の改善を図るため、手
数料の見直しを行うことについて提案するものである。

２

改正の概要
トラックスケール計量器の整備に伴い、搬入家畜ふんの計量による施設手
数料に改定する。また、別表については消費税を含む料金に改定する。
【改正前】
【改正後】
（消費税含む。）
区分
料金
区分
料金
家畜ふん処理手数料
家畜ふん処理手数料
乳牛（経産牛） １頭当たり 572 円
乳牛（経産牛） １トン当た 495 円
（月額）
り
家畜ふん処理手数料
家畜ふん処理手数料
191 円
275 円
和牛 １台（２t 車）当たり
和牛 １トン当たり

３

施行日
令和３年４月１日

４

新旧対照表
別紙のとおり
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丹波市立市島有機センター条例（平成16年丹波市条例第162号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市立市島有機センター条例

○丹波市立市島有機センター条例

平成16年11月１日

平成16年11月１日

条例第162号

条例第162号

最終改正 平成26年３月10日条例第６号

最終改正 平成26年３月10日条例第６号

（手数料）

（手数料）

第６条 センターの手数料は、別表に定めるところ
により算定した合計額に消費税法（昭和63年法律
第108号）に規定する消費税及び地方税法（昭和25
年法律第226号）に規定する地方消費税の額に相当
する額を加えた額とする。この場合において、１
円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

第６条 センターの手数料は、別表に定めるところ
により算定した

別表（第６条関係）

別表（第６条関係）

額とする。この場合において、１円
未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
（消費税を含む。）

種別
区分
施設手数料 家畜ふん処理手数料
乳牛（経産牛） １頭当たり
（月額）
家畜ふん処理手数料
和牛 １台（２t車）当たり

料金
572円

191円

種別
区分
施設手数料 家畜ふん処理手数料
乳牛（経産牛） １トン当た
り
家畜ふん処理手数料
和牛 １トン当たり
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料金
495円

275円

議案第126号
丹波市立丹波悠遊の森条例の一部を改正する条例の制定について
１

提案の趣旨
丹波市立丹波悠遊の森において、利用状況を踏まえた柔軟な営業や新たな
料金体系の導入を図るため、提案するものである。

２

改正の概要
(１) 休館日を指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた日に改める。
(２) 利用料金を下記のとおり改める。
１ 宿泊の使用
ログハウス１棟の利用料金
（消費税含む。）
区分
利用料金
５ 人 か ら ８１ 人 増 え る 時間延長料１
ログハウス
４人以内
人まで
ごとに
時間ごとに
６人用
福祉棟
12 人用

６人用
２

改正前

20,950 円―

4,190 円

2,090 円

改正後

27,230 円―

5,440 円

2,720 円

改正前

23,040 円

1,570 円

1,570 円

改正後

29,950 円―

3,810 円

2,990 円

改正前

18,850 円―

3,140 円

1,570 円

改正後

24,500 円―

4,900 円

2,450 円

29,330 円

宿泊以外の使用
（消費税含む。）
区分

森 林 生 態 学 改正前
習舎
改正後

午前９時から
午後６時まで
１時間につき
620 円
930 円

３

利用料金
午後６時から
午後 10 時まで
１時間につき
940 円
1,410 円

備考

施行日
令和３年４月１日
休館日を定めることに関し必要な手続その他のこの条例を施行するために
必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

４

新旧対照表
別紙のとおり

- 55 -

丹波市立丹波悠遊の森条例（平成18年丹波市条例第72号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市立丹波悠遊の森条例

○丹波市立丹波悠遊の森条例

平成18年６月26日

平成18年６月26日

条例第72号

条例第72号

改正 平成31年３月７日条例第20号

改正 平成31年３月７日条例第20号

（休館日）

（休館日）

第８条 悠遊の森の休館日は、次のとおりとする
第８条 悠遊の森の休館日は、指定管理者があらかじ
。ただし、指定
め市長の承認を得て定めた日とする。ただし、指定
管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認
管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認
を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(１) 毎週火曜日。ただし、７月20日から８月31
日までの期間は除く。
(２) 12月27日から翌年の１月４日まで
別表（第13条、第20条関係）

別表（第13条、第20条関係）

施設等利用料金表

施設等利用料金表

１ 宿泊の使用

１ 宿泊の使用

ログハウス１棟の利用料金

ログハウス１棟の利用料金
（消費税含む。）

利用料金
４人以内 ５人から １人増え 時間延長
８人まで るごとに 料１時間
ごとに
ログ コテージ 20,950円―
4,190円 2,090円
ハウ 「ウグイ
ス ス」
（６人
用・福祉
棟）
コテージ 23,040円 29,330円 1,570円 1,570円
「エナ
ガ」
（12人
用）
コテージ 18,850円―
3,140円 1,570円
「メジ
ロ」
（６人
用）
コテージ 18,850円―
3,140円 1,570円
「ヤマガ
ラ」
（６人
用）
コテージ 18,850円―
3,140円 1,570円
「ホオジ
ロ」
（６人
用・和室）

（消費税含む。）

区分

区分

ログハ コテージ
ウス 「ウグイ
ス」
（６人用・
福祉棟）
コテージ
「エナガ」
（12人用）
コテージ
「メジロ」
（６人用）
コテージ
「ヤマガ
ラ」
（６人用）
コテージ
「ホオジ
ロ」
（６人用・
和室）

古代体験村七ツ塚キャンプ場のロッジ型テン
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利用料金
４人以内 １人増える 時間延長
ごとに
料１時間
ごとに
27,230円
5,440円 2,720円

29,950円

3,810円

2,990円

24,500円

4,900円

2,450円

24,500円

4,900円

2,450円

24,500円

4,900円

2,450円

古代体験村七ツ塚キャンプ場の

ト１基の利用料金

利用料金
（消費税含む。）

区分

ロッジ型テン
ト１基

利用料金
６人以内 浴室利用を伴
備考
う場合
9,420円１人につき520 テント数全
円加算
17基

備考

（消費税含む。）
区分

キャンプサイ
ト

利用料金
６人以内 浴室利用を伴
う場合
9,420円１人につき520
円加算

備考

備考

１ 宿泊に係るログハウスの入室は午後４時か
ら
、退室は午前10時までとする。

１ 宿泊に係るログハウスの入室は午後４時か
らとし、退室は午前10時までとする。

２ ロッジ型テントの入室は午後１時から、退室
は午前11時までとする。

２ キャンプサイトの利用は、午後１時から翌日
の午前11時まで（２泊以上の場合は、午後１時
から最終日の午前11時まで）とする。

２ 宿泊以外の使用

２ 宿泊以外の使用
（消費税含む。）

区分

利用料金
午前９時から 午後６時から
午後６時まで 午後10時まで
１時間につき １時間につき
森林生態学 620円
940円
習舎

（消費税含む。）
区分

備考

利用料金
午前９時から 午後６時から
午後６時まで 午後10時まで
１時間につき １時間につき
森林生態学 930円
1,410円
習舎
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備考

議案第127号
丹波市立薬草薬樹公園条例の一部を改正する条例の制定について
１

提案の趣旨
丹波市立薬草薬樹公園において令和２年度に公園整備工事を実施し、令和
３年度からグラウンドゴルフ場をオープンするにあたり、利用料金等につい
て規定するため、提案するものである。

２

改正の概要
(１) 施設にグラウンドゴルフ場を加える。
(２) グラウンドゴルフ場の利用料金を下記のとおり定める。
（消費税含む。）
区分
利用料金
共同利用
１人１ラウンド
330円
（８ホール）
専用利用
３時間以内
9,900円
６時間以内
19,800円
(３) 字句の修正

３

施行日
令和３年４月１日
グラウンドゴルフ場の利用の許可その他のこの条例を施行するために必要
な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

４

新旧対照表
別紙のとおり
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丹波市立薬草薬樹公園条例（平成18年丹波市条例第76号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市立薬草薬樹公園条例

○丹波市立薬草薬樹公園条例

平成18年６月26日

平成18年６月26日

条例第76号

条例第76号

最終改正 平成31年３月７日条例第20号

最終改正 平成31年３月７日条例第20号

（施設）

（施設）

第３条 丹波市立薬草薬樹公園（以下「薬草公園」と
いう。）の施設は、次のとおりとする。

第３条 丹波市立薬草薬樹公園（以下「薬草公園」と
いう。）の施設は、次のとおりとする。

(１) 薬草薬樹公園庭園

(１) 薬草薬樹公園庭園

(２) リフレッシュ館

(２) リフレッシュ館

(３) 山南薬草等農産物集出荷貯蔵施設

(３) 山南薬草等農産物集出荷貯蔵施設

(４) 山南企業会館（薬草ホール含む。）

(４) 山南企業会館（薬草ホール含む。）

(５) 山南農産物処理加工及び実習施設

(５) 山南農産物処理加工及び実習施設
(６) グラウンドゴルフ場

（利用料金）

（利用料金）

第12条 利用料金は、別表第１から別表第３までに掲
げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ
市長の承認を得て定めるものとする。

第12条 利用料金は、別表第１から別表第４までに掲
げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ
市長の承認を得て定めるものとする。

２ 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなけれ
ばならない。ただし、指定管理者が後納を認める場
合は、この限りでない。

２ 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなけれ
ばならない。ただし、指定管理者が後納を認める場
合は、この限りでない。

（指定管理者の不在等の場合における管理）

（指定管理者の不在等の場合における管理）

第18条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条
の２第11項の規定により指定管理者の指定を取り
消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停
止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者
の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市条例第
３号）第３条又は第４条の規定により指定管理者を
指定するに当たりその候補者が存在しないことに
より指定管理者による管理が行えない場合は、指定
管理者による管理が行えなくなるときから新たな
指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の
停止を命じた期間が終了するときまでの期間にお
いては、第４条の規定にかかわらず、市長が薬草公
園の管理を行うものとする。この場合において、市
長は、別表第１から別表第３までに定める額の範囲
内において利用料金を徴収することができる。

第18条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条
の２第11項の規定により指定管理者の指定を取り
消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停
止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者
の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市条例第
３号）第３条又は第４条の規定により指定管理者を
指定するに当たりその候補者が存在しないことに
より指定管理者による管理が行えない場合は、指定
管理者による管理が行えなくなるときから新たな
指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の
停止を命じた期間が終了するときまでの期間にお
いては、第４条の規定にかかわらず、市長が薬草公
園の管理を行うものとする。この場合において、市
長は、別表第１から別表第４までに定める額の範囲
内において利用料金を徴収することができる。

別表第３（第12条、第18条関係）

別表第３（第12条、第18条関係）

山南農産物処理加工及び実習施設利用料金

山南農産物処理加工及び実習施設利用料金

（消費税含む。）
体験実習室
冷暖房費（体験実習室）
区分
利用料金 利用料金の30％の額
午前９時から正午
3,140円
まで
午後１時から午後
4,190円
５時まで
午後６時から午後
4,190円
９時まで

（消費税含む。）
体験実習室
冷暖房費（体験実習室）
区分
利用料金 利用料金の30％の額
午前９時から正午
3,140円
まで
午後１時から午後
4,190円
５時まで
午後６時から午後
4,190円
９時まで
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備考 １区分につき、１事業のみ利用することができ
る。
備考

備考

１ １区分につき、１事業のみ利用することがで
きる。

１ １区分につき、１事業のみ利用することがで
きる。

２ 利用料金に端数が生じる場合は、10円未満を
切り捨てるものとする。

２ 利用料金に端数が生じる場合は、10円未満を
切り捨てるものとする。
別表第４（第12条、第18条関係）
グラウンドゴルフ場利用料金
（消費税含む。）
区分
共同利用

専用利用
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利用料金
１人１ラ
ウンド（８
ホール）
３時間以
内
６時間以
内

330円

9,900円
19,800円

議案第128号
丹波市立丹波悠遊の森に係る指定管理者の指定について
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号）第３条の規定により、丹波市立丹波悠遊の森に係る指定管理者
の候補者を選定したので、同条及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第244
条の２第６項の規定により、指定管理者を指定するため、提案するものであ
る。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市立丹波悠遊の森
位 置
丹波市柏原町大新屋1153番地２

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
株式会社 丹波悠遊の森協会
代表者
代表取締役 山口 嘉幸
所在地
兵庫県丹波市柏原町大新屋1114番地

４

指定の期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
令和２年８月17日に開催された指定管理者選定評価委員会において、公募
により１団体から提案を受け審査された結果、当該施設の管理等については、
都市部とのネットワークや地元の地域活性化にかかる複数の専門的分野をと
りまとめ、運営を行わなければならないため、運営能力を持つ株式会社丹波
悠遊の森協会が行うことで、効果的な管理及び運営が期待できることから、
指定管理者の候補者に選定した。

６

指定管理協定内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 丹波悠遊の森の利用の許可に関する業務
イ 丹波悠遊の森の管理運営に関する業務
ウ 特産物の利活用に関する業務
エ 上記に掲げるもののほか、丹波悠遊の森の運営に関する事務のうち、
市長のみの権限に属する事務を除く業務
(２) 指定管理料
指定管理料は別途年度協定によって定める。
(３) 指定管理者が定める利用料金
施設の利用料金等は、丹波市立丹波悠遊の森条例（平成18年丹波市条
例第72号）第13条に規定する額の範囲内において、あらかじめ市長の承
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認を得て定めるものとする。
(４) 業務にかかる費用負担
指定管理者が行う施設及び設備の維持管理等に関する業務に要する費
用は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その
他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認める
ものは、市の負担とする。
(５) 指定の取消等
ア 市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指
定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと
認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全
部若しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
７

利用者数実績
年 度
平成28年度
利用者数

８

収支実績
年 度
収入額
支出額
差引額

９

平成29年度

15,155

15,143

平成28年度
平成29年度
40,053,560
40,611,590
（7,500,000） （7,500,000）
38,918,086
41,858,125
1,135,474

△1,246,535
※収入額の（

平成30年度
16,502

指定管理料

19,964

（単位：円）
平成30年度
令和元年度
49,117,369
51,457,407
（7,533,132） （7,886,911）
50,513,421
50,124,984
△1,396,052
1,332,423
）は、指定管理料を内訳で記載

指定管理料（見込み）
年 度

（単位：人）
令和元年度

（単位：千円）

５年間合計

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度

令和７年度

28,225

5,645

5,645

5,645

5,645

5,645

【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あら
かじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
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抜粋】

（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号
のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議
会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の
確保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮さ
せるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理
的基礎及び技術的能力を有するものであること。
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議案第129号
丹波市立ウッディプラザ山の駅に係る指定管理者の指定について
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号。以下「条例」という。）第４条の規定により、丹波市立ウッディ
プラザ山の駅に係る指定管理者の候補者を選定したので、条例第３条及び地
方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により、指定管理
者を指定するため、提案するものである。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市立ウッディプラザ山の駅
位 置
丹波市柏原町柏原1146番地１

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
丹波市商工会
代表者
会長 篠倉 庸良
所在地
兵庫県丹波市氷上町成松140番地７

４

指定の期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
当該施設の管理等については、商業振興及び観光振興の推進により市の活
性化を図るという設置目的に照らし、観光を含む幅広い業種の事業所が会員
となり、総合的な活動を行う丹波市商工会が行うことで、効果的な管理及び
運営が期待できることから、条例第４条の規定により、指定管理者の候補者
に選定した。

６

指定管理協定内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア ウッディプラザ山の駅の管理運営に関する業務
イ 特産物等の展示及び販売に関する業務
ウ 観光情報の発信及び観光案内に関する業務
エ 利用者の飲食の用に供する業務
オ 上記に掲げるもののほか、ウッディプラザ山の駅の運営に関する事務
のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(２) 指定管理料
市が支払う指定管理料は無料とする。
(３) 業務にかかる費用負担
指定管理者が行う施設及び設備の維持管理等に関する業務に要する費
用は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その
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他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認める
ものは、市の負担とする。
(４) 指定の取消等
ア 市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指
定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと
認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全
部若しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
７

利用者数実績
年 度
平成28年度

平成29年度

平成30年度

利用者数
5,886
5,469
5,335
※平成28年度から平成30年度は、観光目的の来客者数
※令和元年度は、ウッディプラザ山の駅への来客者数
８

収支実績
年 度
収入額
支出額
差引額

（単位：人）
令和元年度
17,733

（単位：円）
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
3,587,541
4,749,507
4,220,246
3,923,554
（0）
（0）
（0）
（0）
3,039,957
4,749,507
4,220,246
3,923,554
547,584

0
0
0
※収入額の（ ）は、指定管理料を内訳で記載

【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あら
かじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 抜粋】
（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号
のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議
会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の
確保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮さ
せるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
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(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理
的基礎及び技術的能力を有するものであること。
（指定管理者の候補者選定の特例）
第４条 市長は、第２条の規定にかかわらず、同条第２項の規定による申
請がなかった場合又は市長が特に必要と認める場合においては、公の施
設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる
公共団体若しくは公共的団体等、市が出資等をしている法人又は地域の
活性化を図ることを目的として設立された団体を指定管理者の候補者と
して選定することができる。
２ 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体と協
議し、第２条に規定する申請を求めた上で、前条の規定に照らし総合的
に判断を行うものとする。
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議案第130号
丹波市立今出川親水公園に係る指定管理者の指定について
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号。以下「条例」という。）第４条の規定により、丹波市立今出川親
水公園に係る指定管理者の候補者を選定したので、条例第３条及び地方自治
法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により、指定管理者を指
定するため、提案するものである。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市立今出川親水公園
位 置
丹波市青垣町遠阪1625番地

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
農事組合法人 今出せせらぎ園
代表者
代表理事 山中 利樹
所在地
兵庫県丹波市青垣町遠阪1550番地

４

指定の期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
当該施設の管理等については、地域活性化の拠点として設置された施設で
あることから、地元食材の活用や住民の雇用に貢献し、収益を地域に還元で
きる地元住民による団体である農事組合法人今出せせらぎ園が行うことで、
きめ細かな管理及び運営が期待できることから、条例第４条の規定により、
指定管理者の候補者に選定した。

６

指定管理協定内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 今出川親水公園の管理運営に関する業務
イ 観光の用に供する業務
ウ 来園者の飲食の用に関する業務
エ 農林水産物等の直販加工の用に供する業務
オ 団体等の催しの用に供する業務
カ 上記に掲げるもののほか、今出川親水公園の運営に関する事務のうち、
市長のみの権限に属する事務を除く業務
(２) 指定管理料
指定管理料は別途年度協定によって定める。
(３) 業務にかかる費用負担
指定管理者が行う施設及び設備の維持管理等に関する業務に要する費
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用は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その
他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認める
ものは、市の負担とする。
(４) 指定の取消等
ア 市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指
定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと
認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全
部若しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
７

利用者数実績
年 度
平成28年度
利用者数

８

収支実績
年 度
収入額
支出額
差引額

９

平成29年度

6,480

平成30年度

7,691

7,002

指定管理料

5,683

（単位：円）
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
11,235,755
12,688,399
11,409,843
9,171,856
（300,000）
（300,000）
（389,043）
（238,905）
11,459,204
12,740,705
11,510,494
8,972,768
△223,449

△52,306
△100,651
199,088
※収入額の（ ）は、指定管理料を内訳で記載

指定管理料（見込み）
年 度

（単位：人）
令和元年度

（単位：千円）

５年間合計

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度

令和７年度

1,850

370

370

370

370

370

【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あら
かじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 抜粋】
（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号
のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議
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会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の
確保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮さ
せるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理
的基礎及び技術的能力を有するものであること。
（指定管理者の候補者選定の特例）
第４条 市長は、第２条の規定にかかわらず、同条第２項の規定による申
請がなかった場合又は市長が特に必要と認める場合においては、公の施
設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる
公共団体若しくは公共的団体等、市が出資等をしている法人又は地域の
活性化を図ることを目的として設立された団体を指定管理者の候補者と
して選定することができる。
２ 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体と協
議し、第２条に規定する申請を求めた上で、前条の規定に照らし総合的
に判断を行うものとする。
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議案第131号
丹波市立大杉ダム自然公園に係る指定管理者の指定について
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号）第３条の規定により、丹波市立大杉ダム自然公園に係る指定管
理者の候補者を選定したので、同条及び地方自治法（昭和22年法律第67号）
第244条の２第６項の規定により、指定管理者を指定するため、提案するもの
である。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市立大杉ダム自然公園
位 置
丹波市市島町徳尾2162番地２

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
前山地区自治振興会
代表者
会長 坂根 眞一
所在地
兵庫県丹波市市島町上竹田180番地

４

指定の期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
令和２年８月17日に開催された指定管理者選定評価委員会において、公募
により１団体から提案を受け審査された結果、当該施設の管理等については、
関連する資源を有効活用し地域の活性化を図り、集客のための市内外への情
報発信等の企画運営を実行できる民間団体が運営を行わなければならないた
め、運営能力を持つ前山地区自治振興会が行うことで、効果的な管理及び運
営が期待できることから、指定管理者の候補者に選定した。

６

指定管理協定内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 大杉ダム自然公園の利用の許可に関する業務
イ 大杉ダム自然公園の管理運営に関する業務
ウ 上記に掲げるもののほか、大杉ダム自然公園の運営に関する事務のう
ち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(２) 指定管理料
指定管理料は別途年度協定によって定める。
(３) 指定管理者が定める利用料金
施設の利用料金等は、丹波市立大杉ダム自然公園条例（平成18年丹波
市条例第26号）第12条に規定する額の範囲内において、あらかじめ市長
の承認を得て定めるものとする。
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(４)

業務にかかる費用負担
指定管理者が行う施設及び設備の維持管理等に関する業務に要する費
用は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その
他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認める
ものは、市の負担とする。
(５) 指定の取消等
ア 市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指
定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと
認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全
部若しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
７

利用者数実績
年 度
平成28年度
利用者数

８

収支実績
年 度
収入額
支出額
差引額

９

平成29年度

265

平成30年度

372

669

指定管理料

759

（単位：円）
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
560,000
1,067,514
1,797,298
1,834,047
（309,000）
（600,000）
（820,084）
（641,142）
959,662
1,709,408
2,281,378
2,258,588
△399,662

△641,894
△484,080
△424,541
※収入額の（ ）は、指定管理料を内訳で記載

指定管理料（見込み）
年 度

（単位：人）
令和元年度

（単位：千円）

５年間合計

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度

令和７年度

4,705

941

941

941

941

941

【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あら
かじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
（指定管理者の指定）
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抜粋】

第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号
のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議
会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の
確保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮さ
せるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理
的基礎及び技術的能力を有するものであること。
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議案第132号
丹波市立石生第１公園に係る指定管理者の指定について
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号。以下「条例」という。）第４条の規定により、丹波市立石生第１
公園に係る指定管理者の候補者を選定したので、条例第３条及び地方自治法
（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により、指定管理者を指定
するため、提案するものである。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市立石生第１公園
位 置
丹波市氷上町石生1586番地１

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
南町自治会
代表者
自治会長 伊田 稔
所在地
兵庫県丹波市氷上町石生1511番地２

４

指定管理者の管理の期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
当該施設の管理等については、設置当初から南町自治会住民が主に利用し
ている街区公園という意味合いが強い公園であり、同自治会が指定管理業務
を行うことで、利活用の促進並びに効率的な管理及び運営が期待できること
から、条例第４条の規定により、指定管理者の候補者に選定した。

６

指定管理協定の内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 本施設の利用に関する業務
イ 本施設の維持管理に関する業務
ウ その他、市又は指定管理者が必要と認める業務
(２) 指定管理料
市が支払う指定管理料は無料とする。
(３) 業務に係る費用負担
指定管理者が行う施設の維持管理等に関する業務に要する費用負担は、
次のとおりとする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由に
より指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負
担とする。
指定管理者（自治会）の負担
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市の負担

植樹の剪定（中木については要協
議）、剪定枝の運搬及び処分、小
規模な修繕（外構フェンスの張替
え含む。）

遊具の撤去、高木の剪定・伐採、
大規模な遊具等の修繕（外構フェ
ンス支柱の取替えを伴う改修も含
む。）
※大規模な修繕（工事費が概ね10
万円を超えるもので、かつ、開設
当時から設置されているものに限
る。）

(４)
ア

指定の取消し等
市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指定
管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと認
めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若
しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらか
じめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 抜粋】
（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号の
いずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の
議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の確
保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させ
るとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理
的基礎及び技術的能力を有するものであること。
（指定管理者の候補者選定の特例）
第４条 市長は、第２条の規定にかかわらず、同条第２項の規定による申請
がなかった場合又は市長が特に必要と認める場合においては、公の施設の
設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる公共
団体若しくは公共的団体等、市が出資等をしている法人又は地域の活性化
を図ることを目的として設立された団体を指定管理者の候補者として選
定することができる。
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２ 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体と協議
し、第２条に規定する申請を求めた上で、前条の規定に照らし総合的に判
断を行うものとする。
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議案第133号
丹波市立石生第２公園に係る指定管理者の指定について
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号。以下「条例」という。）第４条の規定により、丹波市立石生第２
公園に係る指定管理者の候補者を選定したので、条例第３条及び地方自治法
（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により、指定管理者を指定
するため、提案するものである。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市立石生第２公園
位 置
丹波市氷上町石生1444番地

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
領町区自治会
代表者
自治会長 岡林 敏
所在地
兵庫県丹波市氷上町石生1296番地１

４

指定管理者の管理の期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
当該施設の管理等については、設置当初から領町区自治会住民が主に利用
している街区公園という意味合いが強い公園であり、同自治会が指定管理業
務を行うことで、利活用の促進並びに効率的な管理及び運営が期待できるこ
とから、条例第４条の規定により、指定管理者の候補者に選定した。

６

指定管理協定の内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 本施設の利用に関する業務
イ 本施設の維持管理に関する業務
ウ その他、市又は指定管理者が必要と認める業務
(２) 指定管理料
市が支払う指定管理料は無料とする。
(３) 業務に係る費用負担
指定管理者が行う施設の維持管理等に関する業務に要する費用負担は、
次のとおりとする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由に
より指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負
担とする。
指定管理者（自治会）の負担
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市の負担

植樹の剪定（中木については要協
議）、剪定枝の運搬及び処分、小
規模な修繕（外構フェンスの張替
え含む。）

遊具の撤去、高木の剪定・伐採、
大規模な遊具等の修繕（外構フェ
ンス支柱の取替えを伴う改修も含
む。）
※大規模な修繕（工事費が概ね10
万円を超えるもので、かつ、開設
当時から設置されているものに限
る。）

(４)
ア

指定の取消し等
市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指定
管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと認
めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若
しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらか
じめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 抜粋】
（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号の
いずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の
議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の確
保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させ
るとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理
的基礎及び技術的能力を有するものであること。
（指定管理者の候補者選定の特例）
第４条 市長は、第２条の規定にかかわらず、同条第２項の規定による申請
がなかった場合又は市長が特に必要と認める場合においては、公の施設の
設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる公共
団体若しくは公共的団体等、市が出資等をしている法人又は地域の活性化
を図ることを目的として設立された団体を指定管理者の候補者として選
定することができる。
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２ 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体と協議
し、第２条に規定する申請を求めた上で、前条の規定に照らし総合的に判
断を行うものとする。
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議案第134号
丹波市立西中東公園に係る指定管理者の指定について
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号。以下「条例」という。）第４条の規定により、丹波市立西中東公
園に係る指定管理者の候補者を選定したので、条例第３条及び地方自治法（昭
和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により、指定管理者を指定する
ため、提案するものである。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市立西中東公園
位 置
丹波市氷上町西中68番地１

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
西中東自治会
代表者
自治会長 平井 正彦
所在地
兵庫県丹波市氷上町西中68番地３

４

指定管理者の管理の期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
当該施設の管理等については、設置当初から西中東自治会住民が主に利用
している街区公園という意味合いが強い公園であり、同自治会が指定管理業
務を行うことで、利活用の促進並びに効率的な管理及び運営が期待できるこ
とから、条例第４条の規定により、指定管理者の候補者に選定した。

６

指定管理協定の内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 本施設の利用に関する業務
イ 本施設の維持管理に関する業務
ウ その他、市又は指定管理者が必要と認める業務
(２) 指定管理料
市が支払う指定管理料は無料とする。
(３) 業務に係る費用負担
指定管理者が行う施設の維持管理等に関する業務に要する費用負担は、
次のとおりとする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由に
より指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負
担とする。
指定管理者（自治会）の負担
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市の負担

植樹の剪定（中木については要協
議）、剪定枝の運搬及び処分、小
規模な修繕（外構フェンスの張替
え含む。）

遊具の撤去、高木の剪定・伐採、
大規模な遊具等の修繕（外構フェ
ンス支柱の取替えを伴う改修も含
む。）
※大規模な修繕（工事費が概ね10
万円を超えるもので、かつ、開設
当時から設置されているものに限
る。）

(４)
ア

指定の取消し等
市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指定
管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと認
めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若
しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらか
じめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 抜粋】
（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号の
いずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の
議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の確
保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させ
るとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理
的基礎及び技術的能力を有するものであること。
（指定管理者の候補者選定の特例）
第４条 市長は、第２条の規定にかかわらず、同条第２項の規定による申請
がなかった場合又は市長が特に必要と認める場合においては、公の施設の
設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる公共
団体若しくは公共的団体等、市が出資等をしている法人又は地域の活性化
を図ることを目的として設立された団体を指定管理者の候補者として選
定することができる。
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２ 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体と協議
し、第２条に規定する申請を求めた上で、前条の規定に照らし総合的に判
断を行うものとする。
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議案第135号
丹波市立西中西公園に係る指定管理者の指定について
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号。以下「条例」という。）第４条の規定により、丹波市立西中西公
園に係る指定管理者の候補者を選定したので、条例第３条及び地方自治法（昭
和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により、指定管理者を指定する
ため、提案するものである。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市立西中西公園
位 置
丹波市氷上町西中378番地11

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
西中西自治会
代表者
自治会長 小南 慎一
所在地
兵庫県丹波市氷上町西中372番地１

４

指定管理者の管理の期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
当該施設の管理等については、設置当初から西中西自治会住民が主に利用
している街区公園という意味合いが強い公園であり、同自治会が指定管理業
務を行うことで、利活用の促進並びに効率的な管理及び運営が期待できるこ
とから、条例第４条の規定により、指定管理者の候補者に選定した。

６

指定管理協定の内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 本施設の利用に関する業務
イ 本施設の維持管理に関する業務
ウ その他、市又は指定管理者が必要と認める業務
(２) 指定管理料
市が支払う指定管理料は無料とする。
(３) 業務に係る費用負担
指定管理者が行う施設の維持管理等に関する業務に要する費用負担は、
次のとおりとする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由に
より指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負
担とする。
指定管理者（自治会）の負担
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市の負担

植樹の剪定（中木については要協
議）、剪定枝の運搬及び処分、小
規模な修繕（外構フェンスの張替
え含む。）

遊具の撤去、高木の剪定・伐採、
大規模な遊具等の修繕（外構フェ
ンス支柱の取替えを伴う改修も含
む。）
※大規模な修繕（工事費が概ね10
万円を超えるもので、かつ、開設
当時から設置されているものに限
る。）

(４)
ア

指定の取消し等
市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指定
管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと認
めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若
しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらか
じめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 抜粋】
（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号の
いずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の
議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の確
保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させ
るとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理
的基礎及び技術的能力を有するものであること。
（指定管理者の候補者選定の特例）
第４条 市長は、第２条の規定にかかわらず、同条第２項の規定による申請
がなかった場合又は市長が特に必要と認める場合においては、公の施設の
設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる公共
団体若しくは公共的団体等、市が出資等をしている法人又は地域の活性化
を図ることを目的として設立された団体を指定管理者の候補者として選
定することができる。
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２ 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体と協議
し、第２条に規定する申請を求めた上で、前条の規定に照らし総合的に判
断を行うものとする。
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議案第136号
丹波市立西中南公園に係る指定管理者の指定について
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号。以下「条例」という。）第４条の規定により、丹波市立西中南公
園に係る指定管理者の候補者を選定したので、条例第３条及び地方自治法（昭
和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により、指定管理者を指定する
ため、提案するものである。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市立西中南公園
位 置
丹波市氷上町西中454番地３

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
西中南自治会
代表者
自治会長 坂田 一実
所在地
兵庫県丹波市氷上町上成松59番地

４

指定管理者の管理の期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
当該施設の管理等については、設置当初から西中南自治会住民が主に利用
している街区公園という意味合いが強い公園であり、同自治会が指定管理業
務を行うことで、利活用の促進並びに効率的な管理及び運営が期待できるこ
とから、条例第４条の規定により、指定管理者の候補者に選定した。

６

指定管理協定の内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 本施設の利用に関する業務
イ 本施設の維持管理に関する業務
ウ その他、市又は指定管理者が必要と認める業務
(２) 指定管理料
市が支払う指定管理料は無料とする。
(３) 業務に係る費用負担
指定管理者が行う施設の維持管理等に関する業務に要する費用負担は、
次のとおりとする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由に
より指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負
担とする。
指定管理者（自治会）の負担
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市の負担

植樹の剪定（中木については要協
議）、剪定枝の運搬及び処分、小
規模な修繕（外構フェンスの張替
え含む。）

遊具の撤去、高木の剪定・伐採、
大規模な遊具等の修繕（外構フェ
ンス支柱の取替えを伴う改修も含
む。）
※大規模な修繕（工事費が概ね10
万円を超えるもので、かつ、開設
当時から設置されているものに限
る。）

(４)
ア

指定の取消し等
市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指定
管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと認
めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若
しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらか
じめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 抜粋】
（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号の
いずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の
議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の確
保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させ
るとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理
的基礎及び技術的能力を有するものであること。
（指定管理者の候補者選定の特例）
第４条 市長は、第２条の規定にかかわらず、同条第２項の規定による申請
がなかった場合又は市長が特に必要と認める場合においては、公の施設の
設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる公共
団体若しくは公共的団体等、市が出資等をしている法人又は地域の活性化
を図ることを目的として設立された団体を指定管理者の候補者として選
定することができる。
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２ 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体と協議
し、第２条に規定する申請を求めた上で、前条の規定に照らし総合的に判
断を行うものとする。
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議案第137号
丹波市立西中北東公園に係る指定管理者の指定について
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号。以下「条例」という。）第４条の規定により、丹波市立西中北東
公園に係る指定管理者の候補者を選定したので、条例第３条及び地方自治法
（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により、指定管理者を指定
するため、提案するものである。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市立西中北東公園
位 置
丹波市氷上町西中615番地58

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
西中北東自治会
代表者
自治会長 北野 富士夫
所在地
兵庫県丹波市氷上町西中23番地３

４

指定管理者の管理の期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
当該施設の管理等については、設置当初から西中北東自治会住民が主に利
用している街区公園という意味合いが強い公園であり、同自治会が指定管理
業務を行うことで、利活用の促進並びに効率的な管理及び運営が期待できる
ことから、条例第４条の規定により、指定管理者の候補者に選定した。

６

指定管理協定の内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 本施設の利用に関する業務
イ 本施設の維持管理に関する業務
ウ その他、市又は指定管理者が必要と認める業務
(２) 指定管理料
市が支払う指定管理料は無料とする。
(３) 業務に係る費用負担
指定管理者が行う施設の維持管理等に関する業務に要する費用負担は、
次のとおりとする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由に
より指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負
担とする。
指定管理者（自治会）の負担
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市の負担

植樹の剪定（中木については要協
議）、剪定枝の運搬及び処分、小
規模な修繕（外構フェンスの張替
え含む。）

遊具の撤去、高木の剪定・伐採、
大規模な遊具等の修繕（外構フェ
ンス支柱の取替えを伴う改修も含
む。）
※大規模な修繕（工事費が概ね10
万円を超えるもので、かつ、開設
当時から設置されているものに限
る。）

(４)
ア

指定の取消し等
市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指定
管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと認
めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若
しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらか
じめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 抜粋】
（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号の
いずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の
議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の確
保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させ
るとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理
的基礎及び技術的能力を有するものであること。
（指定管理者の候補者選定の特例）
第４条 市長は、第２条の規定にかかわらず、同条第２項の規定による申請
がなかった場合又は市長が特に必要と認める場合においては、公の施設の
設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる公共
団体若しくは公共的団体等、市が出資等をしている法人又は地域の活性化
を図ることを目的として設立された団体を指定管理者の候補者として選
定することができる。
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２ 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体と協議
し、第２条に規定する申請を求めた上で、前条の規定に照らし総合的に判
断を行うものとする。
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議案第138号
丹波市立西中北西公園に係る指定管理者の指定について
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号。以下「条例」という。）第４条の規定により、丹波市立西中北西
公園に係る指定管理者の候補者を選定したので、条例第３条及び地方自治法
（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により、指定管理者を指定
するため、提案するものである。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市立西中北西公園
位 置
丹波市氷上町成松70番地１

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
西中北西自治会
代表者
自治会長 川口 政春
所在地
兵庫県丹波市氷上町成松 566 番地２

４

指定管理者の管理の期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
当該施設の管理等については、設置当初から西中北西自治会住民が主に利
用している街区公園という意味合いが強い公園であり、同自治会が指定管理
業務を行うことで、利活用の促進並びに効率的な管理及び運営が期待できる
ことから、条例第４条の規定により、指定管理者の候補者に選定した。

６

指定管理協定の内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 本施設の利用に関する業務
イ 本施設の維持管理に関する業務
ウ その他、市又は指定管理者が必要と認める業務
(２) 指定管理料
市が支払う指定管理料は無料とする。
(３) 業務に係る費用負担
指定管理者が行う施設の維持管理等に関する業務に要する費用負担は、
次のとおりとする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由に
より指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負
担とする。
指定管理者（自治会）の負担
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市の負担

植樹の剪定（中木については要協
議）、剪定枝の運搬及び処分、小
規模な修繕（外構フェンスの張替
え含む。）

遊具の撤去、高木の剪定・伐採、
大規模な遊具等の修繕（外構フェ
ンス支柱の取替えを伴う改修も含
む。）
※大規模な修繕（工事費が概ね10
万円を超えるもので、かつ、開設
当時から設置されているものに限
る。）

(４)
ア

指定の取消し等
市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指定
管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと認
めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若
しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらか
じめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 抜粋】
（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号の
いずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の
議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の確
保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させ
るとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理
的基礎及び技術的能力を有するものであること。
（指定管理者の候補者選定の特例）
第４条 市長は、第２条の規定にかかわらず、同条第２項の規定による申請
がなかった場合又は市長が特に必要と認める場合においては、公の施設の
設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる公共
団体若しくは公共的団体等、市が出資等をしている法人又は地域の活性化
を図ることを目的として設立された団体を指定管理者の候補者として選
定することができる。
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２ 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体と協議
し、第２条に規定する申請を求めた上で、前条の規定に照らし総合的に判
断を行うものとする。
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議案第139号
柏原・氷上学校給食センター厨房機器購入契約の締結について
１

提案の趣旨
下記の物品購入契約を締結するため、丹波市議会の議決に付すべき契約及
び財産の取得又は処分に関する条例（平成16年丹波市条例第50号）第３条の
規定に基づき、提案するものである。
記

・

物

・

物 品 概 要

(１)
(２)
(３)
(４)
(５)
(６)
(７)
(８)
(９)
(10)
(11)
(12)
(13)

・

納 入 期 限

令和３年12月28日

・

契 約 金 額

・

品

名

契約の相手方

柏原・氷上学校給食センター厨房機器
プレハブ冷蔵庫（野菜用） 一式
プレハブ冷蔵庫（和え物室） 一式
プレハブ冷凍庫（野菜用） 一式
炊飯ライン 一式
プレハブ冷蔵庫（魚肉用） 一式
電気式食器消毒保管機 １台
プレハブ冷凍庫（魚肉用） 一式
冷果物用プレハブ冷蔵庫 一式
フードスライサー ２台
移動式フードスライサー置台改造 一式
コンビオーブン（和え物室） １台
パススルーコンビオーブン ４台
真空冷却機、チラー １台

106,700,000円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
名 称
代表者
所在地

9,700,000円）

株式会社 アイホー 神戸営業所
所長 三輪 浩平
兵庫県神戸市東灘区住吉宮町１丁目21番16号

【丹波市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
抜粋】
（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分）
第３条 地方自治法第96条第１項第８号の規定により議会の議決に付さな
ければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若
しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地については、その面積が１件5,000
平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の
買入れ若しくは売払いとする。
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会
項

社 概

目

会

社

要

内

名

株式会社 アイホー

容

代

表

者

名

代表取締役社長 寺部

本

社

住

所

愛知県豊川市白鳥町防入60番地

営

業

年

数

67年

許

可

区

分

資

本

金

835,512千円

実績高（２年平均）

18,366,563千円

従

461名

業

員

数

契約担当支店営業所等

神戸営業所
（兵庫県神戸市東灘区住吉宮町１丁目21番16号）

受
発注者

元/下

朝来市

元

朝来市

元

神戸すまいま
ちづくり公社

元

たつの市

元

三田市

元

神戸市

元

明石市

元

豊岡市

元

良洋

注
物

実
品

績
名

朝来市学校給食センター厨房設備
機器購入
朝来市学校給食センター厨房備品
購入
鷹匠中学校給食配膳室備品調達
たつの市中央学校給食センター厨
房設備機器購入
清水山給食センター連続式焼物機
神戸市立北学校給食共同調理場調
理数増強業務
明石市中学校給食用 食器カゴ
日高学校給食センター食缶食器洗
浄機更新
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（単位：千円）
受注金額

納

期

216,000

平成27年６月

13,824

平成27年７月

16,239

平成27年９月

272,160

平成28年７月

11,016

平成29年８月

123,689

平成29年８月

12,732

平成29年10月

38,500

令和２年８月

入 札 参 加 業 者 及 び 開 札 結 果 （ 物 品 ）
物

品

番

件
納

入

場

号

学給物第10号

名

柏原・氷上学校給食センター厨房機器購入

所

柏原・氷上学校給食センター

開 札 年 月 日
予

定

価

令和２年11月16日

格

98,677,000円 （税抜）

(仮)契約年月日

令和２年11月18日

最低制限価格

無

(1)登録業種

参加資格要件

物品・役務の入札参加資格者で、「厨房機器・用具」で入札参加を希望して
いること。
(2)法令・規程による登録 無し
(3)営業所の所在地に関 無し
する要件
(4)納入実績に関する条 平成17年度以降、国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関（公社、公団、
件
事業団等）に購入物品又は類似製品（炊飯ライン）を元請として受注し、納入
した実績があること。
(5)入札保証金
免除
(6)その他
無し

業

者

第 1 回 入 札
金
額

名

株式会社 アイホー 神戸営業所

108,940,000円

株式会社 中西製作所 神戸営業所

113,242,000円

日本調理機 株式会社 神戸営業所

125,600,000円

札

者

名

落札者所在地
契

約

金

額

入

札
額

97,000,000円

ホシザキ阪神 株式会社

落

再
金

兵庫県神戸市東灘区住吉宮町1丁目21番16号

納
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入

9,700,000円 ）
期

限

考

落 札

株式会社 アイホー 神戸営業所

106,700,000円 （うち消費税相当額

備

令和３年12月28日

議案第140号
丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージアム条例の制定につ
いて
１

提案の趣旨
丹波市立水分れ資料館を改修し、令和３年３月にリニューアルオープンす
ることに伴い、施設の名称を丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージア
ムに変更し、氷上回廊をとりまく豊かな自然や文化等に関する情報を収集、保
存及び展示等するため、新たに丹波市立氷上回廊水分れフィールドミュージ
アムを設置する条例を提案するものである。

２

条例の概要
(１) 名称及び位置（第２条）
名称
位置
丹波市立氷上回廊水分れフィールド 丹波市氷上町石生1155番地
ミュージアム
(２) 事業（第３条）
ア 氷上回廊をとりまく豊かな自然や文化等に関する情報を収集、保存及
び展示並びに普及活動及び教育活動を行うこと。
イ 博物館の利用に関し、必要な説明及び指導を行うこと。
ウ 上記に掲げるもののほか、博物館の目的を達成するために必要な事業
(３) 観覧料（第５条）
観覧料
（消費税含む。）
区分
金額
備考
個人
団体
大人（高校生以上）
210円
100円団体は20人以上で、引率者
小・中学生
100円
50円 がある場合
備考 学齢に達しない者は、無料とする。
(４) 使用料（第11条）
施設使用料
（消費税含む。）
室名
単位
金額
時間
冷暖房
市内
市外
多目的スペース １時間
使用
310円
520円
未使用
210円
410円
交流ギャラリー １時間
使用
470円
780円
未使用
310円
620円
備考
１ 「市内」とは市内居住者、市内事業所勤務者及び市内学校在学
者を、「市外」とはそれ以外の者をいう。
２ 市内及び市外の者が混同して使用する場合において、市外の者
がおおむね半数を超えるときは、市外の施設使用料を適用する。
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(５)
３

運営委員会（第16条）

施行日
令和３年３月20日
準備行為に関する規定は、公布の日から施行する。

４

附則により改正する条例
(１) 丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
（平成16年丹波市条例第41号）
(２) 丹波市立歴史民俗資料館条例（平成16年丹波市条例第98号）

５

新旧対照表
別紙のとおり
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丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成16年丹波市条例第41号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市特別職に属する非常勤の職員の報
酬及び費用弁償に関する条例

○丹波市特別職に属する非常勤の職員の報
酬及び費用弁償に関する条例

平成16年11月１日
条例第41号
最終改正 令和２年３月10日条例第25号
別表（第２条関係）

平成16年11月１日
条例第41号
最終改正 令和２年３月10日条例第25号
別表（第２条関係）

特別職に属する非常勤の職員の報酬額
職の区分
支払区
分
≪省略≫
歴史民俗資 大学教授、准教 １回
料館運営委 授
員会委員
上記以外
日額

柏原藩陣屋
跡整備委員
会委員
三ッ塚廃寺
跡整備委員
会委員
黒井城跡整
備委員会委
員

大学教授、准教 １回
授
上記以外
日額
大学教授、准教 １回
授
上記以外
日額
大学教授、准教 １回
授
上記以外
日額

特別職に属する非常勤の職員の報酬額

報酬額
金額（円）

職の区分

20,000
7,000

20,000
7,000
20,000
7,000
20,000
7,000

備考 勤務が半日の場合における日額報酬は、２分
の１の額とする。

歴史民俗資
料館運営委
員会委員
氷上回廊水
分れフィー
ルドミュー
ジアム運営
委員会委員
柏原藩陣屋
跡整備委員
会委員
三ッ塚廃寺
跡整備委員
会委員
黒井城跡整
備委員会委
員

支払区
分
≪省略≫
大学教授、准教 １回
授
上記以外
日額
大学教授、准教 １回
授
上記以外
日額

大学教授、准教 １回
授
上記以外
日額
大学教授、准教 １回
授
上記以外
日額
大学教授、准教 １回
授
上記以外
日額

報酬額
金額（円）

20,000
7,000
20,000
7,000

20,000
7,000
20,000
7,000
20,000
7,000

備考 勤務が半日の場合における日額報酬は、２分
の１の額とする。
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丹波市立歴史民俗資料館条例（平成16年丹波市条例第98号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市立歴史民俗資料館条例

○丹波市立歴史民俗資料館条例

平成16年11月１日

平成16年11月１日

条例第98号

条例第98号

最終改正 平成31年３月７日条例第20号

最終改正 平成31年３月７日条例第20号

（名称及び位置）

（名称及び位置）

第２条 丹波市立歴史民俗資料館の名称及び位置は、 第２条 丹波市立歴史民俗資料館の名称及び位置は、
次のとおりとする。
次のとおりとする。
名称
丹波市立柏原歴史民俗資料
館・田ステ女記念館
丹波市立水分れ資料館

位置
丹波市柏原町柏原672
番地
丹波市氷上町石生1155
番地
丹波市立青垣歴史民俗資料館 丹波市青垣町佐治114
番地
丹波市立春日歴史民俗資料館 丹波市春日町黒井496
番地２
丹波市立春日郷土資料館
丹波市春日町黒井496
番地２
丹波市立市島民俗資料館
丹波市市島町上田1134
番地
（事業）

名称
丹波市立柏原歴史民俗資料
館・田ステ女記念館

位置
丹波市柏原町柏原672
番地

丹波市立青垣歴史民俗資料館 丹波市青垣町佐治114
番地
丹波市立春日歴史民俗資料館 丹波市春日町黒井496
番地２
丹波市立春日郷土資料館
丹波市春日町黒井496
番地２
丹波市立市島民俗資料館
丹波市市島町上田1134
番地
（事業）

第３条 丹波市立歴史民俗資料館（以下「資料館」と
いう。）は、次の事業を行う。

第３条 丹波市立歴史民俗資料館（以下「資料館」と
いう。）は、次の事業を行う。

(１) 郷土の歴史資料、考古資料、民俗資料等の調
査研究、収集、保存、展示及び啓発事業を行うこ
と。

(１) 郷土の歴史資料、考古資料、民俗資料等の調
査研究、収集、保存、展示及び啓発事業を行うこ
と。

(２) 資料館の利用に関し、必要な説明及び指導を
行うこと。

(２) 資料館の利用に関し、必要な説明及び指導を
行うこと。

(３) 報告書、解説書、案内書等の刊行物を発行す
ること。

(３) 報告書、解説書、案内書等の刊行物を発行す
ること。

(４) 文化財等の復元及び修理作業を行うこと。

(４) 文化財等の復元及び修理作業を行うこと。

(５) その他必要な事項

(５) その他必要な事業

（使用の許可）
第５条 丹波市立水分れ資料館の研修室を使用しよ
うとする者は、あらかじめ丹波市教育委員会（以下
「教育委員会」という。）の許可を受けなければな
らない。許可を受けた事項を変更しようとするとき
も、同様とする。
２ 教育委員会は、前項の許可をする場合において、
資料館の管理上必要な条件を付することができる。
（使用許可の制限）
第６条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当す
る場合は、使用を許可しないことができる。
(１) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあ
ると認めるとき。
(２) 資料館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅
失するおそれがあると認めるとき。
(３) その他教育委員会が管理上支障があると認

- 100 -

附則第４項関係
めるとき。
（使用権の譲渡等の禁止）
第７条 第５条の規定による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、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用
してはならない。
（特別設備の制限）
第８条 使用者は、資料館を使用するに当たって、特
別の設備をし、又は備え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９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、許可した事項を変更し、若しく
は使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若し
くは制限することができる。
(１) この条例又はこの条例に基づく規則に違反
したとき。
(２) 使用許可の条件に違反したとき。
(３) その他教育委員会が必要と認めたとき。
２ 前項の規定により許可した事項を変更し、若しく
は使用の許可を取り消し、又は使用の中止、若しく
は制限を命じた場合において、使用者に損害が生じ
ても、教育委員会は、その損害の責めを負わないも
のとする。ただし、教育委員会がやむを得ない事情
があると認めるときは、この限りでない。
（入館料及び使用料）

（入館料

）

第10条 資料館の入館料及び使用料（以下「使用料等」 第５条 資料館の入館料
という。）は、別表に定めるとおりとし、前納しな
は、別表に定めるとおりとし、前納
ければならない。ただし、教育委員会が特別の理由
しなければならない。ただし、教育委員会が特別の
があるとして後納を認めるときは、この限りでな
理由があるとして後納を認めるときは、この限りで
い。
ない。
２ 前項の規定にかかわらず、特別展示の場合の使用
料等は、教育委員会が別に定める。
（使用料等の免除）

２ 前項の規定にかかわらず、特別展示の場合の入館
料 は、市長
が別に定める。
（入館料 の免除）

第11条 市長
は、特に必要があると認めるとき
は、前条の使用料等
を免除することが
できる。
（使用料等の還付）

第６条 教育委員会は、特に必要があると認めるとき
は、前条の入館料の全部又は一部を免除することが
できる。
（入館料 の還付）

第12条 既に納めた使用料等は、還付しない。ただし、 第７条 既に納めた入館料 は、還付しない。ただし、
市長が特に必要があると認めるときは、その全部又
市長が特に必要があると認めるときは、その全部又
は一部を還付することができる。
は一部を還付することができる。
（原状回復の義務）
第13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
物件を撤去しなければならない。第９条の規定によ
り使用の中止又は許可の取消しの処分を受けたと
きも、同様とする。
２ 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長
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。
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（損害賠償の義務）

（損害賠償の義務）

第14条 入館者が施設、備品及び資料を損傷し、又は 第８条 入館者が施設、備品及び資料を損傷し、又は
滅失したときは、これを原状に復し、代物を弁償し、
滅失したときは、これを原状に復し、代物を弁償し、
又はその損害を賠償しなければならない。ただし、
又はその損害を賠償しなければならない。ただし、
教育委員会がやむを得ない理由があると認めると
教育委員会がやむを得ない理由があると認めると
きは、その全部又は一部を免除することができる。
きは、その全部又は一部を免除することができる。
（運営委員会）

（運営委員会）

第15条 資料館の運営を円滑に行うため、丹波市歴史 第９条 資料館の運営を円滑に行うため、丹波市歴史
民俗資料館運営委員会（以下「委員会」という。）
民俗資料館運営委員会（以下「委員会」という。）
を置く。
を置く。
２ 委員会に関し、必要な事項は、教育委員会規則で
定める。
（その他）

２ 委員会に関し、必要な事項は、教育委員会規則で
定める。
（その他）

第16条 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。

第10条 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。

別表（第10条関係）

別表（第５条関係）

丹波市立柏原歴史民俗資料館・田ステ女記念館

丹波市立柏原歴史民俗資料館・田ステ女記念館

入館料

入館料
（消費税含む。）

区分

金額
個人
210円
100円
50円

大人
中学生
小学生

（消費税含む。）

備考

区分

団体
150円団体は20人以上
70円 で、引率者がある
30円 場合

大人
中学生
小学生

金額
個人
210円
100円
50円

備考
団体
150円団体は20人以上
70円 で、引率者がある
30円 場合

丹波市立水分れ資料館
入館料
（消費税含む。）
区分

金額
備考
個人
団体
大人（高校生以 210円
100円団体は20人以上
上）
で、小中学生につ
小・中学生
50円
30円いては引率者があ
る場合
施設使用料
（消費税含む。）
室名
研修室

単位
時間 冷暖房
１時間 使用
未使用

金額
市内
市外
470円
780円
310円
620円

備考
１ 「市内」とは市内居住者、市内事業所勤務者
及び市内学校在学者を、「市外」とはそれ以外
の者をいう。
２ 市内及び市外の者が混同して使用する場合
において、市外の者がおおむね半数を超えると
きは、市外の施設使用料を適用する。
丹波市立青垣歴史民俗資料館

丹波市立青垣歴史民俗資料館

入館料

入館料
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（消費税含む。）
施設名
資料館

金額
備考
１人 １回 2 11人以上19人まで
20円
の場合は、１人増す
ごとに110円を加算
し20人以上の場合
は3,300円とする。

丹波市立春日歴史民俗資料館及び丹波市立春日郷
土資料館

（消費税含む。）
施設名
資料館

金額
備考
１人 １回 2 11人以上19人まで
20円
の場合は、１人増す
ごとに110円を加算
し20人以上の場合
は3,300円とする。

丹波市立春日歴史民俗資料館及び丹波市立春日郷
土資料館

入館料

入館料
（消費税含む。）

区分
大人
中学生
小学生

金額
備考
個人
団体
210円
150円団体は20人以上
100円
70円 で、引率者がある
50円
30円 場合

丹波市立市島民俗資料館

（消費税含む。）
区分
大人
中学生
小学生

丹波市立市島民俗資料館

入館料
施設名
資料館 無料

金額
備考
個人
団体
210円
150円団体は20人以上
100円
70円 で、引率者がある
50円
30円 場合

入館料
金額

備考

施設名
資料館 無料
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金額

備考

