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松原市条例第１６号 

 

   松原市スケボーパークまつばら条例 

 

（設置） 

第１条 市民の地域コミュニティの形成及び市民スポーツの振興を図ることを目

的として、本市にスケボーパークまつばら（以下「スケボーパーク」とい

う。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 スケボーパークの名称及び位置は、次のとおりとする。 

（１） 名称 スケボーパークまつばら 

（２） 位置 松原市立部４丁目２７０番１ 

（施設） 

第３条 スケボーパークに次の施設を置く。 

（１） 屋内スケートボード場 

（２） 屋外スケートボード場 

（３） 駐車場 

（管理） 

第４条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定によりスケボーパークの管理を市長が指定する法人その他の団体（以下

「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

（１） スケボーパークの施設及び設備の維持管理に関する業務 

（２） スケボーパークの使用の許可に関する業務 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が定める業務 

３ 指定管理者は、前項の業務を行うに当たり必要と認めるときは、あらかじめ

市長の承認を得て業務の一部を委託することができる。 

（開場時間及び休場日） 

第５条 スケボーパークの開場時間は、午前９時から午後１１時までとする。た

だし、市長が特に必要があると認めるときは、その時間を延長し、又は短縮す

ることができる。 

２ スケボーパークの休場日は、１２月２９日から翌年１月３日までとする。た

だし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場するこ

とができる。 

（使用の許可） 

第６条 スケボーパークを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければな

らない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 市長は、前項の許可に当たり、使用についての条件を付することができる。 

（使用許可の制限） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スケボーパー
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クの使用を許可しない。 

（１） 公共の秩序を乱し、又は風紀を害するおそれがあるとき。 

（２） 興行等の営利を目的とするとき。 

（３） 建物又は附属物を損傷するおそれがあるとき。 

（４） 小学生以下の者の使用において引率者、指導者等がないとき。 

（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の

利益になり、又はそのおそれがあると認めるとき。 

（６） その他市長が管理上支障があると認めるとき。 

（使用料） 

第８条 スケボーパークを使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納

付しなければならない。 

２ 前項の使用料（駐車場に係る使用料を除く。）の納付は、前納とする。ただ

し、国又は地方公共団体が使用するときは、後納によることができる。 

３ 第４条第１項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、第２６条第

１項の規定により読み替えて適用する第１項の利用料金の額は、別表に定める

額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者

は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。そ

の額を変更するときも、同様とする。 

４ 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を公示するものとする。 

５ 第４条第１項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、市長は、第

２６条第１項の規定により読み替えて適用する第１項の利用料金を指定管理者

の収入として収受させるものとする。 

（使用料の減免） 

第９条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免

することができる。 

（使用料の還付） 

第１０条 既納の使用料は、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、その全部又は一部を還付することができる。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第１１条 スケボーパークの使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）

は、スケボーパークの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（許可の取消し等） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、市長は、使用の

許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、若しくは退去を命ずる

ことができる。 

（１） 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（２） 使用者が第７条各号に定める事項に該当するに至ったとき。 

（３） 使用者が偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けたと

き。 
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（４） 災害の発生その他緊急やむを得ない事由が生じたとき。 

２ 前項の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停

止し、若しくは退去を命じた場合において、使用者に損害が生ずることがあっ

ても、市はこれに対し補償の責めを負わない。 

（損害の賠償） 

第１３条 使用者は、施設等を損傷したときは、その損害を賠償しなければなら

ない。 

（原状変更の許可） 

第１４条 使用者は、スケボーパークの使用に際し、これを模様替えし、又は設

備等を付加しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならな

い。 

（原状回復の義務） 

第１５条 使用者は、スケボーパークの使用を終了し、又は第１２条の規定によ

り使用を制限され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、市長の指示に

従い、直ちにその施設等を原状に復さなければならない。 

２ 前項の規定による原状回復に要する経費は、使用者の負担とする。 

（駐車できる自動車） 

第１６条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法施行規則（昭和

３５年総理府令第６０号）第２条の表に規定する普通自動車とする。ただし、

市長が必要と認めるときは、これ以外のものを駐車させることができる。 

（駐車場における禁止行為） 

第１７条 駐車場の使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 指定された場所以外に自動車を駐車させること。 

（２） 自動車に発火性又は引火性の物品その他危険物を積載すること。 

（３） みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあ

る行為をすること。 

（駐車場の管理内容） 

第１８条 市長は、駐車場に駐車中の自動車の保管義務を負わない。 

２ 駐車場に駐車中の自動車及び当該自動車に附置又は保管された物について、

盗難、紛失、破損等の事故が生じても、市は一切その責めを負わない。 

（放置自動車の処分） 

第１９条 市長は、自動車が駐車場において６月の間放置された場合において管

理上支障があると認めるときは、当該自動車を廃棄物とみなして処分すること

ができる。 

２ 市長は、前項の処分に要した費用を使用者に請求することができる。 

（駐車場の使用手続） 

第２０条 この条例に定めるもののほか、駐車場の使用に係る手続は、市長が定

める。 

（指定管理者の指定手続） 
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第２１条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により指定管理者を公募するときは、あらかじめスケボ

ーパークの概要、管理の基準、業務の範囲、指定の期間、応募の資格、応募の

方法、募集期間、選定の基準その他市長が定める事項を公示するものとする。 

３ 指定管理者の指定を受けようとするものは、申出書に事業計画書その他市長

が定める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定により申出があったときは、暴力団又は松原市暴力団排

除条例（平成２４年条例第３６号）第２条第４号に規定する暴力団密接関係者

（以下「暴力団密接関係者」という。）でないと認め、かつ、次に掲げる基準

に該当するもののうちから、スケボーパークの設置の目的を最も効果的に達成

することができると認める法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定

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） スケボーパークを使用しようとする者の平等な使用を確保し、かつ、

利便性の向上を図ることができること。 

（２） 第１条の設置目的にのっとった管理を効果的かつ効率的に実施できる

こと。 

（３） スケボーパークを適正かつ安定的に管理する能力を有すること。 

（指定管理者の候補者選定の特例） 

第２２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項の規定に

よる公募によらず指定管理者の候補者を自ら選定することができる。 

（１） スケボーパークの性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を最も効果

的かつ効率的に達成することができると認められる団体があるとき。 

（２） 前条第１項の規定による公募をした場合において、応募者がないとき。 

２ 前条第３項及び第４項の規定は、前項の規定により市長が指定管理者の候補

者を選定する場合について準用する。 

（指定の取消し等） 

第２３条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

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。この場合において、市は、指定の取消し等により指定

管理者に生じた損害について、一切その責めを負わない。 

（１） 市の条例若しくは規則又はそれらに基づく指示及び地方自治法第 

２４４条の２第１０項に基づく指示に従わないとき。 

（２） 不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。 

（３） 第４条第２項の業務を適正に行うことができなくなったと認められる

とき。 

（４） 暴力団又は暴力団密接関係者であるとき。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、スケボーパークの管理運営上不適切な行

為があったとき。 

（個人情報の適正管理） 

第２４条 指定管理者は、第４条第２項の業務の実施において保有することとな
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る文書等（松原市個人情報保護条例（平成１１年条例第２２号）第２条第３号

に規定する文書等をいう。以下同じ。）に記録されている個人情報について、

松原市個人情報保護条例を遵守し、適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 指定管理者は、指定の期間が満了したとき又は前条第１項の規定により指定

を取り消されたときは、直ちに市長の指示に従い、第４条第２項の業務に伴い

収集した個人情報を記録した文書等を市長に返還し、又は廃棄し、若しくは消

去しなければならない。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第２５条 指定管理者は、毎年度終了後２月以内に、スケボーパークの管理状況

を把握するため必要なものとして市長が定める事項を記載した事業報告書を作

成し、市長に提出しなければならない。 

（読替規定等） 

第２６条 第４条第１項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句に読み替えて適用する。 

第５条 市長が特に必要があると認

めるときは 

指定管理者が特に必要があると認

めるときは、あらかじめ市長の承

認を得て 

第６条 市長 指定管理者 

第７条 市長 指定管理者 

第８条第１項 別表に定める額の使用料 第３項の規定により指定管理者が

定める利用料金 

第８条第２項 使用料 利用料金 

第９条 市長 指定管理者 

使用料 利用料金 

第１０条 使用料 利用料金 

市長が特に必要があると認

めるときは 

指定管理者は、市長が定めるとこ

ろにより 

第１２条第１項 市長 指定管理者 

第１４条 市長 指定管理者 

第１５条第１項 市長 指定管理者 

第１６条 市長 指定管理者 

第１８条第１項 市長 指定管理者 

第１９条 市長 指定管理者 

第２０条 市長 指定管理者 

２ 第４条第１項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、この条例及

び規則に定めるもののほか、スケボーパークの管理及び運営に関し必要な事項

は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。 
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（施行の細目） 

第２７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第２１条から第２３条までに規定する手続については、この条例の施行の日

前に行うことができる。 

別表（第８条関係） 

施設の種類 使用料 

屋内スケートボード場 入場１回当たり１，５００円 

屋外スケートボード場 入場１回当たり５５０円 

駐車場 １台当たり１時間１００円 

備考 

１ 使用時間が１時間未満のものは１時間として計算する。 

２ スケボーパークの使用の申請をした者が市の区域内に住所を有し、市の区

域内に存する事務所若しくは事業所に勤務し、又は市の区域内に存する学校

に在学する者でないときは、スケボーパーク（駐車場を除く。）の使用料の

額については、別表に規定する使用料の額に１．５を乗じて得た額（その額

に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

 

 

 


