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○曽於市森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例 

平成17年７月１日条例第154号 

改正 

平成18年３月31日条例第13号 

平成19年３月30日条例第29号 

平成21年３月27日条例第15号 

平成26年３月14日条例第20号 

令和元年９月27日条例第20号 

曽於市森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２第１項

の規定に基づき，森林総合利用施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 住民が自然環境及び林業に親しみ，これらに対する理解を深める機会を提供するため，曽

於市森林総合利用施設（以下「森林総合利用施設」という。）を設置する。 

２ 森林総合利用施設の名称及び位置は，次のとおりとする。 

名称 位置 

渓谷の森大鳥峡 曽於市大隅町月野5914番地４ 

清流の森大川原峡 曽於市財部町下財部6472番地 

（管理） 

第３条 森林総合利用施設は，常に良好な状態において管理し，その設置の目的に応じ，最も効率

的に運用しなければならない。 

（指定管理者による管理等） 

第４条 森林総合利用施設の管理は，法第244条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理

者」という。）に行わせることができる。 

２ 前項の指定は，曽於市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年曽於

市条例第250号）に定めるところによるものとする。 

（指定管理者が行う業務） 

第５条 指定管理者は，次に掲げる業務を行うものとする。 
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(１) 第２条第１項に規定する設置目的に関する業務 

(２) 施設及び設備の維持管理に関する業務 

(３) 第８条に規定する利用料の徴収に関する業務 

(４) その他森林総合利用施設の管理，運営に関し市長が必要と認める業務 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第６条 指定管理者は，法令，条例，条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い，森林総

合利用施設の管理を行わなければならない。 

（利用の許可） 

第７条 森林総合利用施設を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は，あらかじめ市長

（指定管理者を置く場合は，指定管理者。以下「市長等」という。）の許可を受けなければなら

ない。 

（利用料） 

第８条 利用の許可を受けた者は，別表により算出した額の利用料を前納しなければならない。た

だし，市長等が特別な理由があると認めたときは，後納とすることができる。 

２ 既納の利用料は，原則として返納しない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，こ

の限りでない。 

(１) 災害その他利用者の責めに帰することのできない理由により利用不能となったとき。 

(２) 公益上又は管理上の必要により利用許可を取り消されたとき。 

(３) 利用開始前に利用の取消し又は利用条件の変更を申し出て，市長等がこれを認めたとき。 

(４) その他市長がやむを得ない事情があると認めたとき。 

（利用料の減免） 

第９条 市長は，次の各号のいずれかに該当するものについては，前条の利用料を減免することが

できる。 

(１) 市が主催する行事 

(２) その他市長が認めたとき。 

（利用の不許可） 

第10条 市長等は，森林総合利用施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは，利用を許可

しない。 

(１) 公益を害するおそれがあると認めるとき。 

(２) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。 
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(３) その他管理又は運営上支障があると認めるとき。 

（遵守事項） 

第11条 森林総合利用施設の利用者は，次に掲げる事項を守らなければならない。 

(１) 森林総合利用施設を利用する権利を他に譲渡しないこと。 

(２) 森林総合利用施設の原状を変更し，又はこれに工作を加えないこと。 

(３) 森林総合利用施設を目的外に利用しないこと。 

(４) その他市長等が指示した事項 

（損害賠償） 

第12条 利用者は，森林総合利用施設に損害を与えた場合は，市長の認定する損害額を賠償しなけ

ればならない。ただし，市長がやむを得ないと認めたときは，賠償の額を軽減し，又は免除する

ことができる。 

（委任） 

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成17年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに，合併前の大隅町森林総合利用施設の設置及び管理に関する

条例（昭和60年大隅町条例第１号）又は財部町森林活用環境施設の設置及び管理に関する条例（平

成４年財部町条例第14号）の規定によりなされた処分，手続その他の行為は，それぞれこの条例

の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成18年３月31日条例第13号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成18年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに，改正前の曽於市森林総合利用施設の設置及び管理に関する

条例（平成17年曽於市条例第154号）の規定によりなされた処分，手続その他の行為は，この条例

の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成19年３月30日条例第29号） 

（施行期日） 
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１ この条例は，平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに，改正前の曽於市森林総合利用施設の設置及び管理に関する

条例の規定によりなされた処分，手続その他の行為は，この条例の相当規定によりなされたもの

とみなす。 

附 則（平成21年３月27日条例第15号） 

この条例は，平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月14日条例第20号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに前納した，又は前納すべき

であった使用料等の取扱いについては，なお従前の例による。 

２ この条例による改正後の第24条及び第25条の規定にかかわらず，施行日前から継続している水

道又は公共下水道の使用で，施行日から平成26年４月30日までの間に使用料の支払を受ける権利

の確定するものの当該確定した使用料（施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する

日が同月30日後である水道又は公共下水道の使用にあっては，当該確定した使用料のうち，施行

日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日（その直前の使用料の支払を受け

る権利が確定した日をいう。以下同じ。）から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確

定する日までの期間の月数で除し，これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計

算した金額に係る部分に限る。）については，なお従前の例による。 

３ 前項の月数は，暦に従って計算し，１月に満たない端数が生じたときは，これを１月とする。 

附 則（令和元年９月27日条例第20号） 

この条例は，令和元年10月１日から施行する。 

別表（第８条関係） 

(１) 渓谷の森大鳥峡 

ア 施設利用料 

施設の名称 区分 利用料 

ふれあい広場 多目的広場 無料 
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(２) 清流の森大川原峡 

ア 施設利用料 

施設の名称 区分 
利用料 

１泊 休憩 

オートキャンプ場 貸しテント 4,180円 1,040円

持込テント 2,090円 520円

キャンピングカー 2,090円 520円

バンガロー 基本料（１棟） 4,180円 1,350円

１人当たり 730円 110円

バンガロー 

（多目的施設） 

基本料（１棟） 4,180円 1,350円

１人当たり 210円 110円

キャンプ用テント（１

張り） 

貸しテント（ケビン式） 2,090円 630円

貸しテント 2,090円 210円

キャンプファイヤー １回 2,610円

研修室 １回 半日 520円

終日 1,040円

夜間 830円

シャワー施設 １回 110円

備考 

１ 就学前の幼児は，無料とする。 

２ バンガロー利用料１泊の基本料には炊飯用具１セット，１人当たりの利用料には敷ふとん，

シーツ，毛布の１枚及び枕の１個を含むものとする（多目的施設を除く。）。 

３ バンガロー（多目的施設）における研修等利用は，休憩利用料を適用する。 

４ キャンプファイヤー施設利用料には，薪１束を含む。 

５ 半日とは，午前８時30分から午後零時30分まで又は午後零時30分から午後５時までをいう。 

６ 終日とは，午前８時30分から午後５時までをいう。 

７ 夜間とは，午後５時から午後10時までをいう。 

イ 用具利用料 

用具の名称 区分 利用料 
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炊飯用具 １セット（６人用） 630円

敷ふとん １枚 260円

シーツ １枚 210円

毛布 １枚 210円

ござ １枚 110円

枕 １個 50円

焼肉用具 １組（燃料含まず。） 310円

ウ 敷地の利用料 

区分 行為の種類 単位 期間 金額 

(１) 行商その他これに類する行為 １平方メートル １日につき 200円

(２) 興業 １平方メートル １日につき 50円

(３) 競技会，展示会，集会その他これ

らに類する催し 

１平方メートル １日につき ５円

(４) 持込テント １張り １泊 300円

備考 

１ 使用料の面積に１平方メートル未満の端数があるときは，その端数は，１平方メートルと

して計算する。 

２ この表の規定により算定した額に消費税法（昭和63年法律第108号）に定める消費税の税率

及び地方税法（昭和25年法律第226号）に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額

（ただし，１円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り捨てるものとする。）を当

該使用料の額とする。 

３ (１)の行為で施設利用契約を締結した者については，敷地の利用料は徴しない。 

４ (２)の行為で施設を利用するときは，敷地の利用料は徴しない。 


