
第 ５８ 号議案 

 

   旧国立駅舎条例案 

 

上記の議案を提出する。 

 

    令和 元 年 １２ 月 ３ 日 

 

 

     提出者  国 立 市 長    永 見 理 夫 

 

 

（説 明） 旧国立駅舎の歴史的価値を後世に伝え、まちの回遊性の向上及

び魅力あるまちづくりの推進に寄与することを目的として、旧国

立駅舎を設置するため、条例を制定するものである。 

 

 

   旧国立駅舎条例案 

 

（設 置） 

第 １ 条 国立市指定有形文化財としての旧国立駅舎の歴史的価値を後世に

伝えるとともに、その活用を図り、もってまちの回遊性の向上及び魅力あ

るまちづくりの推進に寄与するため、旧国立駅舎を設置する。 

（位 置） 

第 ２ 条 旧国立駅舎の位置は、次のとおりとする。 

国立市東１丁目１番地の６９ 

（事 業） 

第 ３ 条 旧国立駅舎は、次に掲げる事業を行う。 

(１) まちのにぎわいの創出に関すること。 

(２) 人々の憩いの場の提供に関すること。 

 (３) まちの魅力等の情報発信に関すること。 

 (４) まちの歴史及び文化財に関する資料の展示等に関すること。 



 (５) 文化芸術の普及に関すること。 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの 

（施 設） 

第 ４ 条 旧国立駅舎に置く施設は、次のとおりとする。 

(１) 広間 

 (２) まち案内所 

 (３) 展示室 

 (４) 第１屋外スペース 

(５) 第２屋外スペース 

（指定管理者による管理） 

第 ５ 条 旧国立駅舎の管理は、国立市公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例（平成１７年９月国立市条例第１６号）に基づき、市長が

指定するもの（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせることができ

る。 

（指定管理者が行う業務） 

第 ６ 条 前条の規定により指定管理者が管理を行う場合は、指定管理者は、

次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 第３条各号に掲げる事業に関する業務 

(２) 旧国立駅舎の使用の手続に関する業務 

(３) 旧国立駅舎の広間、展示室、第１屋外スペース及び第２屋外スペー

ス（以下「広間等」という。）の使用料の徴収に関する業務（第１５条第

１項に規定する利用料金を収入として収受させる場合を除く。） 

(４) 旧国立駅舎の維持管理に関する業務 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務 

（指定管理者の権限） 

第 ７ 条 指定管理者は、指定が効力を有する間、第１０条、第１１条、第

１６条及び第２０条に規定する市長の権限を行うものとする。ただし、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、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間において当該停止

を命ぜられた業務を除く。 

（休 館 日） 

第 ８ 条 旧国立駅舎の休館日は、１月１日から同月３日まで及び１２月 



２９日から同月３１日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日

を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 

（開館時間） 

第 ９ 条 旧国立駅舎の開館時間は、別表第１のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時

間を変更することができる。 

（使用の申請及び承認） 

第１０条 広間等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより申請

し、市長の承認を受けなければならない。 

２ 市長は、旧国立駅舎の設置の目的を妨げない範囲において、第３条各号

に掲げる事業に準じた事業等を行う場合に限り、前項の承認を行うことが

できる。 

３ 市長は、広間等の使用を承認するに当たっては、広間等の管理のために

必要と認める範囲内で、使用に関する条件を付すことができる。 

４ 広間等の使用期間については、規則で定める。 

（使用の不承認） 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広間等の使用を

承認しない。 

(１) 旧国立駅舎の管理上支障があると市長が認めたとき。 

(２) 前号に掲げる場合のほか、市長が使用を不適当と認めたとき。 

（使 用 料） 

第１２条 広間等の使用料は、別表第２のとおりとする。 

２ 第１０条第１項の規定により広間等の使用の承認を受けた者（以下「使

用者」という。）は、前項に規定する使用料を前納しなければならない。た

だし、市長が認めたときは、この限りでない。 

（使用料の減免） 

第１３条 市長は、公益上必要があると認めるときは、前条の規定にかかわ

らず、使用料を減免することができる。 

（使用料の不還付） 

第１４条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理

由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。 



（利用料金） 

第１５条 市長は、第５条の規定により旧国立駅舎の管理を指定管理者に行

わせる場合は、広間等の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を当

該指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に

おいては、利用料金は、別表第２に定め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。利用料金を変更しようとすると

きも、同様とする。 

３ 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表

するとともに、旧国立駅舎の施設において入館者の見やすい場所に掲示し

なければならない。 

４ 指定管理者は、利用料金を収入とする場合において、規則で定める基準

により、利用料金の全部又は一部を還付し、又は利用料金を減免し、若し

くは割り引くことができる。 

５ 利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、第１２条から

第１４条までの規定は、適用しない。 

（使用の承認の取消し等） 

第１６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広間等の使用の

承認を取り消し、又は広間等の使用の停止を命ずることができる。 

(１) 使用者が偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。 

(２) 使用者がこの条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。 

(３) 使用者が使用の目的又は使用の承認の条件に違反したとき。 

(４) 広間等の使用により、危険が生じるおそれがあるとき。 

(５) 災害その他の事故により、広間等の使用ができなくなったとき。 

(６) 旧国立駅舎の管理又は運営上、やむを得ない事由が生じたとき。 

(７) 工事その他の都合により、市長が特に必要と認めるとき。 

２ 前項の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の停止を命ぜられ

たことにより使用者が受けた損害については、市長は賠償の責めを負わな

い。 

（使用権の譲渡の禁止） 

第１７条 使用者は、広間等の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しては

ならない。 



（原状回復の義務） 

第１８条 使用者は、広間等の使用を終了したときは、直ちに設備等を原状

に回復しなければならない。第１６条の規定により使用の承認を取り消さ

れ、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。 

（損害賠償の義務） 

第１９条 旧国立駅舎の入館者又は使用者は、旧国立駅舎の建物、附属設備

等に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければな

らない。前条の規定による原状回復の義務を怠った場合も、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない理由があると認めたとき

は、賠償の額を減額し、又は免除することができる。 

（広告類の掲示等の禁止） 

第２０条 旧国立駅舎及びその敷地においては、市長の許可を受けた広告以

外の広告その他これに類するものを掲示し、又は配布してはならない。 

（委 任） 

第２１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 
 

   付 則 
 

１ この条例は、令和２年４月４日から施行する。 

２ 市長は、この条例の施行の日前においても、広間等の使用の申請に係る

承認その他この条例を施行するために必要な準備行為を行うことができる。 

 

別表第１（第９条関係） 

 広間 まち案内所及び展示室 

平日 午前７時から午後１０時まで 午前１０時から午後７時まで 

休日 午前９時から午後１０時まで 午前９時から午後７時まで 

 備考 「休日」とは、国立市の休日を定める条例（平成３年６月国立市条

例第１７号）第１条第１項に規定する市の休日をいい、「平日」とは、休

日以外の日をいう。 

 

別表第２（第１２条、第１５条関係） 



１ 広間使用料 

単位：円 

 ２ 展示室使用料 

単位：円 

区分 

全日（平日） 

（午前１０時～午

後７時） 

全日（休日） 

（午前９時～午後

７時） 

時間外 

（左記の各時間帯に含まれ

ない時間帯） 

非営

利目

的 

無料 無料 無料 

営利

目的 

１２，０００ １４，０００ １時間当たり １，４００ 

３ 第１屋外スペース使用料及び第２屋外スペース使用料 

単位：円 

区分 

午前 

（午前９時

～正午） 

午後 

（午後１

時～午後

５時） 

全日 

（午前９

時～午後

５時） 

時間外 

（左記の各

時間帯（全日

を除く）に含

まれない時

間帯） 

非営利目的 無料 無料 無料 無料 

区分 

午前 

（午前９時

～正午） 

午後 

（午後１時

～午後５

時） 

夜間 

（午後６時

～午後１０

時） 

全日 

（午前９時

～午後１０

時） 

時間外 

（左記の各時

間帯（全日を除

く）に含まれな

い時間帯） 

非営

利目

的 

無料 無料 無料 無料 無料 

営利

目的 

５，０００ ７，０００ ７，０００ １９，０００ １時間当たり

 １，７００ 



営利目的 

市内に所在

す る 事 業

者、団体等 

１，５００ ２，０００ ３，５００ １時間当たり

 ５００ 

上記以外の

者 

３，０００ ４，０００ ７，０００ １時間当たり

 １,０００ 

備考 

  １ 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含むものとする。 

２ 「休日」とは、国立市の休日を定める条例第１条第１項に規定する

市の休日をいい、「平日」とは、休日以外の日をいう。 

３ 時間外については、管理上支障がない場合であって、特に必要と認

められるときに限り、使用を許可することができる。 

４ 広間について、午前及び午後、又は午後及び夜間を引き続き使用す

るときは、各使用時間の間の時間については、使用料を徴収しない。 

５ 営利目的とは、物品販売、入場料徴収、商業宣伝その他これらに類

する行為を行うことにより、利益を得ることを目的とすることをいう。 

  ６ 使用時間を短縮して使用する場合であっても、使用料は減額しない。 

 


