揖斐 川町地 域資源 活用型総 合交流 促進施設 の設置
及び管理に関する規則
平成17年１月31日
規則第104号
（趣旨 ）
第１条

この規 則は、 揖斐川 町地域 資源活 用型総 合交流 促進施 設の設 置及び 管理に

関する条 例（平 成17年揖斐川 町条例 第136号。以下「 条例」 という 。） 第８条 の規
定に基づ き、条 例の施 行につ いて必 要な事 項を定 めるも のとす る。
（利用 者の資 格）
第２条

菜園付 簡易宿 泊施設 又は市 民農園 の利用 者は 、次の 要件を 満たす 者とす る。

(１)

施設等 を月２ 回以上 利用で きる者 （家族 、グル ープを 含む 。）

(２)

自ら菜 園を利 用し耕 作でき る者

(３)

施設等 におけ る共益 部分の 共同作 業に出 役でき る者

(４)

菜園及 び市民 農園の 景観を 保全で きる者

(５)

町の企 画する 行事に 積極的 に参加 する意 志のあ る者

(６)

町内の 商店及 び農林 産物等 を利用 する意 志のあ る者

（利用 許可の 申請）
第３条

菜園付 簡易宿 泊施設 又は市 民農園 を利用 しよう とする 者は、 菜園付 簡易宿

泊施設・市民 農園施 設利用 申込書（ 様式第 １号 ）、管理棟 内の施 設を利 用しよ うと
する者は 、管理 棟内の 施設利 用申込 書（様 式第２ 号）に 必要事 項を記 載し、 町長
に提出し なけれ ばなら ない。
（利用 の許可 ）
第４条

町長は 、利用 許可を したと きは、 菜園付 簡易宿 泊施設 ・市民 農園施 設利用

許可書（ 様式第 ３号） 又は管 理棟内 の施設 利用許 可書（ 様式第 ４号） を利用 者に
交付する 。
２

町長 は、施 設等の 管理上 必要が あると きは、 利用に ついて 条件を 付ける ことが
できる。

３

町長 は、次 の各号 のいず れかに 該当す ると認 めると きは、 施設等 の利用 を許可
しないこ とがで きる。
(１)

公益を 害し、 又は風 俗を乱 すおそ れのあ るとき 。

(２)

施設等 又は備 品を損 傷する おそれ のある とき。
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(３)

施設等 の管理 上支障 を来す おそれ のある とき。

(４)

その他 施設等 を利用 させる ことが 適当で ないと き。

（利用 者の遵 守事項 ）
第５条
(１)

利用者 は、次 に掲げ る事項 を守ら なけれ ばなら ない。
みだり に火気 を使用 し、又 は危険 を引き 起こす おそれ のある 行為を しては

ならない こと。
(２)

風致を 害する 行為及 び風紀 秩序を 乱し、 他人に 迷惑を かける 行為を しては

ならない こと。
(３)

施設等 及び備 品の取 扱は丁 寧に行 い、損 傷紛失 の場合 は速や かに報 告し、

その指示 を受け なけれ ばなら ないこ と。
(４)

施設等 の構造 及び形 状を変 更し、又は改 修する 場合は 、あ らかじ め報告 し、

その指導 を受け なけれ ばなら ないこ と。
(５)

その他 管理上 必要な 指示に 従うこ と。

（利用 開始）
第６条

菜園付 簡易宿 泊施設 又は市 民農園 の利用 開始を しよう とする 者は、 菜園付

簡易宿泊 施設・ 市民農 園施設 利用開 始届（ 様式第 ５号） に記載 し、町 長に提 出し
なければ ならな い。
（利用 期間）
第７条

菜園付 簡易宿 泊施設 又は市 民農園 の利用 期間は 、１年 とする 。ただ し、町

長が必要 と認め る場合 を除き 更新は ５年間 までと する。
（利用 の解除 ）
第８条

菜園付 簡易宿 泊施設 又は市 民農園 の利用 期間が 終了し た時点 におい て残存

物がある 場合、 利用者 の責め におい て処分 し、確 認を受 けるも のとす る。
（利用 の取消 し）
第９条

町長は 、第５ 条各号 のいず れかに 該当す る事由 がある と認め るとき は、そ

の利用の 許可を 取り消 し、又 はその 利用を 中止さ せるこ とがで きる。
２

第５ 条の規 定の適 用によ り利用 者が受 けた損 害につ いて、 町はそ の賠償 の責め
を負わな い。
（その 他）

第１０条

この 規則に 定める ものの ほか、 施設等 の管理 運営に 必要な 事項は 、町長

が別に定 める。
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附

則

（施行 期日）
１

この 規則は 、平成17年１ 月31日から施 行する 。
（経過 措置）

２

この 規則の 施行の 日の前 日まで に、合 併前の 藤橋村 地域資 源活用 型総合 交流促
進施設の 設置に 関する 条例施 行規則 （平成15年藤 橋村規 則第４ 号）の 規定に より
なされた 処分、 手続そ の他の 行為は 、この 規則の 相当規 定によ りなさ れたも のと
みなす。

3

