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○宮島水族館設置及び管理条例 

平成１７年１０月３日 

条例第５５号 

改正 平成１９年３月２６日条例第１２号 

平成２３年３月１８日条例第６号 

（題名改称） 

平成２８年３月２４日条例第２６号 

平成３１年３月２５日条例第６号 

目次 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 水族館（第８条―第１１条） 

第３章 駐車場（第１２条―第１８条） 

第４章 指定管理者（第１９条―第２５条） 

第５章 雑則（第２６条） 

附則 

第１章 総則 

（設置） 

第１条 瀬戸内海に生息する水生生物を中心とした展示及び調査研究を通

して、水生生物に関する知識を広め、水生生物への親しみを深めること

により、自然環境への意識の高揚を図るとともに、市民の健全な余暇の

活用に供し、あわせて本市の観光の振興に資するため、宮島水族館（以

下「水族館」という。）を設置する。 

（一部改正〔平成２３年条例６号〕） 

第２条から第７条まで 削除 

（削除〔平成２３年条例６号〕） 

第２章 水族館 

（位置） 

第８条 水族館の位置は、廿日市市宮島町１０番地３とする。 

（全部改正〔平成２３年条例６号〕） 
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（開館時間等） 

第８条の２ 水族館の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。た

だし、水族館に入館することができる時間（以下「入館時間」という。）

は、午前９時から午後４時までとする。 

２ 水族館の休館日は、１２月２６日から１２月３０日までとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、

開館時間若しくは入館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しく

は臨時に開館することができる。 

（追加〔平成２３年条例６号〕） 

（業務） 

第９条 水族館は、次の業務を行う。 

(1) 水生生物を収集し、飼育し、及び展示すること。 

(2) 水生生物に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。 

(3) 水生生物に関する知識を普及させること。 

(4) 水生生物に関する調査研究をすること。 

(5) その他水族館の目的を達成するために必要な事業に関すること。 

（入館料の納付等） 

第１０条 水族館に入館する者は、別表第１に定めるところにより入館料

を納付しなければならない。 

２ 入館料は、入館する際に納付しなければならない。ただし、市長が特

別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

３ 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減免することが

できる。 

４ 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認

めるときは、この限りでない。 

（入館の制限） 

第１１条 市長は、水族館に入館する者の目的又は方法が次の各号のいず

れかに該当するときは、水族館への入館を制限することができる。 

(1) 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
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るとき。 

(2) 水族館の施設、設備及び展示物を損傷するおそれがあると認められ

るとき。 

(3) 管理及び運営上支障があると認められるとき。 

第３章 駐車場 

（名称及び位置） 

第１２条 水族館の附帯施設として駐車場を設置し、その名称及び位置は、

次のとおりとする。 

名称 位置 

宮島口駐車場 廿日市市宮島口一丁目２６１５番地

４ 

（一部改正〔平成２３年条例６号〕） 

（使用することができる車両） 

第１３条 駐車場を使用することができる車両は、次の各号のいずれかに

該当するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるものは、

この限りでない。 

(1) 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第９号に規

定する自動車で積載物又は取付物を含めた長さが１２メートルを超え

ないもの 

(2) 道路交通法第２条第１項第１０号に規定する原動機付自転車 

（使用の許可） 

第１４条 駐車場を定時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。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、駐車場の管理運営上必要が

あると認めるときは、その使用について条件を付することができる。 

３ 第１項の規定による定時使用の許可を受けない者でも、市長が定める

範囲内において駐車場を一時使用することができるものとする。 

（使用料の納付等） 

第１５条 駐車場を使用する者は、別表第２に定めるところにより、使用
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料を納付しなければならない。 

２ 使用料は、定時使用の場合にあっては、当該使用月の初日までに、一

時使用の場合にあっては、入場の際に納付しなければならない。ただし、

市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

３ 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することが

できる。 

４ 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認

めるときは、この限りでない。 

（目的外使用及び使用の権利の譲渡の禁止） 

第１５条の２ 駐車場の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）

は、駐車場の施設等を使用許可以外の目的に使用し、又は使用許可の権

利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（追加〔平成２３年条例６号〕） 

（使用許可の制限） 

第１６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場の使

用を許可しないことができる。 

(1) 駐車場の収容能力を超えるとき。 

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。 

(3) 駐車場の施設及び附属設備を損傷するおそれがあると認められる

とき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、管理及び運営上支障があると認められ

るとき。 

（一部改正〔平成２３年条例６号〕） 

（使用許可の取消し等） 

第１７条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用

の許可を取り消し、又は使用の方法を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定に違反したとき。 

(2) 詐欺その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。 

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。 
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２ 市は、前項の規定により駐車場の使用の許可を取り消し、又は使用の

方法を制限したことによって、使用者に損害が生じることがあっても、

これに対して賠償する義務を負わない。 

（一部改正〔平成２３年条例６号〕） 

（過料） 

第１８条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その

徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５

万円を超えないときは、５万円とする。）以下の過料に処する。 

第４章 指定管理者 

（追加〔平成１９年条例１２号〕） 

（指定管理者による管理） 

第１９条 水族館及び駐車場（以下「水族館等」という。）の管理は、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、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」

という。）に行わせることができる。 

（追加〔平成１９年条例１２号〕） 

（指定管理者の指定の申請） 

第２０条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるとこ

ろにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

（追加〔平成１９年条例１２号〕） 

（指定管理者の指定） 

第２１条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基

準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る水族館等の指

定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指

定するものとする。 

(1) 事業計画書の内容が、水族館等の利用者の平等な利用を確保できる

ものであること。 

(2) 事業計画書の内容が、水族館等の効用を最大限に発揮させるととも
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に、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を

有しているものであること。 

(4) 地域の観光の活性化を図るための施設としての水族館等の役割に

適合した事業を行う能力を有しているものであること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、水族館等の設置の目的を達成するため

に十分な能力を有しているものであること。 

（追加〔平成１９年条例１２号〕） 

（指定管理者が行う業務） 

第２２条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 水族館等の使用の許可に関する業務 

(2) 水族館等の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務 

(3) 前２号に掲げるもののほか、水族館等の運営に関して市長が必要と

認める業務 

（追加〔平成１９年条例１２号〕） 

（事業報告書の作成及び提出） 

第２３条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成

し、市長に提出しなければならない。 

（追加〔平成１９年条例１２号〕） 

（業務報告の聴取等） 

第２４条 市長は、水族館等の管理の適正を期するため、指定管理者に対

し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を

求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 

（追加〔平成１９年条例１２号〕） 

（指定の取消し等） 

第２５条 市長は、指定管理者が第２３条の規定に従わないとき、前条の

規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないとき、その他

指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継

続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期
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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。 

２ 市は、前項の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ことによって、指定管理者に損害

が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。 

（追加〔平成１９年条例１２号〕） 

第５章 雑則 

（一部改正〔平成１９年条例１２号〕） 

（委任） 

第２６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

（一部改正〔平成１９年条例１２号〕） 

附 則 

１ この条例は、平成１７年１１月３日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に、旧宮島町観光

施設事業の設置等に関する条例（昭和４６年宮島町条例第３号）、旧宮

島町観光施設事業に公営企業法の一部を適用する条例（昭和４６年宮島

町条例第４号）及び旧宮島町観光施設事業使用料条例（昭和４６年宮島

町条例第５号）（以下「旧宮島町条例」と総称する。）の規定によりな

された処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、

手続その他の行為とみなす。 

３ 施行日前に、旧宮島町条例の規定により課した、又は課すべきであっ

た入場料及び駐車料金の取扱いについては、旧宮島町条例の例による。 

４ 施行日前にした旧宮島町条例に違反する行為に対する罰則の適用につ

いては、旧宮島町条例の例による。 

附 則（平成１９年３月２６日条例第１２号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月１８日条例第６号） 

１ この条例は、平成２３年８月１日から施行する。ただし、第２条から

第７条まで、第１２条、第１５条の２、第１６条及び第１７条の改正規

定並びに別表第１及び別表第２の改正規定は、平成２３年４月１日から
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施行する。 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、平成２３年８月１日以後

の水族館の入館に係る入館料に適用する。 

３ この条例の施行日前に、駐車場の使用の許可を受けている者の使用料

の額については、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年３月２４日条例第２６号抄） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２５日条例第６号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

５ 施行日前に改正前の宮島水族館設置及び管理条例別表第１に定める入

館料を納付している者が同日以後に当該納付に係る施設の利用をする場

合の当該施設の利用に係る入館料については、なお従前の例による。 

別表第１（第１０条関係） 

（全部改正〔平成２３年条例６号〕、一部改正〔平成２８年条例

２６号・３１年６号〕） 

区分 単位 入館料の額 

個人 一般 １人１回 １，４２０円 

小学生及び中学生 １人１回 ７１０円 

幼児 １人１回 ４００円 

２ ０ 人 以 上

の団体 

一般 １人につき１回 １，１４０円 

小学生及び中学生 １人につき１回 ５７０円 

幼児 １人につき１回 ３２０円 

学校団体 高校生 １人につき１回 ５７０円 

中学生 １人につき１回 ４９０円 

小学生 １人につき１回 ３５０円 

幼児 １人につき１回 ２８０円 



9/11 

年間入館券 一般 １人１年間 ３，５６０円 

小学生及び中学生 １人１年間 １，７３０円 

幼児 １人１年間 １，０１０円 

備考 

１ 「一般」とは、小学生、中学生、幼児及び４歳未満の者以外のも

のをいう。 

２ 「小学生」とは、小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学

校の小学部その他これらに準ずる学校に在学する者及びこれら以外

の者で６歳に達する日後の最初の４月１日から１２歳に達する日以

後の最初の３月３１日までの間にあるものをいう。 

３ 「中学生」とは、中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程、特別支援学校の中学部その他これらに準ずる学校に

在学する者及びこれら以外の者で１２歳に達する日後の最初の４月

１日から１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

ものをいう。 

４ 「幼児」とは、４歳以上の者で小学校就学前のものをいう。 

５ ４歳未満の者は、無料とする。 

６ 学校団体とは、学校、幼稚園又は保育園の修学旅行、遠足等の行

事又は学校教育活動において入館する場合をいう。 

７ 「高校生」とは、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援

学校の高等部、高等専門学校その他これらに準ずる学校に在学する

者をいう。 

８ 年間入館券における「一般」、「小学生」、「中学生」及び「幼

児」とは、入館料の納付の日においてそれぞれ備考１から備考４ま

でに定める要件に該当する者をいう。 

９ 年間入館券の有効期限は、入館料の納付の日から起算して１年間

とする。 

別表第２（第１５条関係） 

（一部改正〔平成２３年条例６号〕） 
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区分 単位 使用料の額 

普通自動車等及

び側車付自動二

輪車 

定時使用 １月につき

１台当たり 

１０，００

０円 

一時使用 １日につき

１台当たり 

１，０００

円 

中型自動車 一時使用 １日のみの使用 １台当たり ３，０００

円 

２ 日 以 上

連 続 し て

使用 

１日目 １台当たり ３，０００

円 

２ 日 目

以降 

１日につき

１台当たり 

５００円 

大型自動車 一時使用 １日のみの使用 １台当たり ３，５００

円 

２ 日 以 上

連 続 し て

使用 

１日目 １台当たり ３，５００

円 

２ 日 目

以降 

１日につき

１台当たり 

５００円 

自動二輪車（側車

付きのものを除

く。）及び原動機

付自転車 

一時使用 １日につき

１台当たり 

３００円 

備考 

１ 「普通自動車等」とは、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

第３条に規定する普通自動車及び小型特殊自動車をいう。 

２ 「中型自動車」とは、道路交通法第３条に規定する中型自動車を

いう。 

３ 「大型自動車」とは、道路交通法第３条に規定する大型自動車を

いう。 

４ 「自動二輪車」とは、道路交通法第３条に規定する大型自動二輪
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車及び普通自動二輪車をいう。 

５ 「原動機付自転車」とは、道路交通法第２条第１項第１０号に規

定する原動機付自転車をいう。 

６ 定時使用の使用者が、月の中途において新たに使用する場合又は

月の中途において使用を中止する場合において、その月の使用期間

が１月に満たない場合の使用料の額は、日割計算とし、その額に１

０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

 


