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議案第１４号 

 

   淡路市海水浴場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

制定の件 

 

 淡路市海水浴場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

  平成３１年３月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市海水浴場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 淡路市海水浴場の設置及び管理に関する条例（平成２０年淡路市条例第４

号）の一部を次のように改正する。 

  第５条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を

加える。 

  (４) 店舗施設を利用し、商行為を営むもの 

  第６条中「第３号」を「第４号」に改める。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第９条、第１５条関係） 

  (１) 岩屋海水浴場 

 

 区分 単位 使用料  

岩屋海水浴場店舗施設 期間中 １６７，９４０円

温水シャワー設備（小学生以上） １人１回 ３００円

  (２) 北淡県民サンビーチ及び北淡室津ビーチ 

 

 区分 単位 使用料  

 北淡県民サンビーチ店舗施設 期間中 ７３，５００円  

 北淡室津ビーチ店舗施設 期間中 ４２，０００円  
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 シャワー設備（小学生以上） １人１回 ２００円

ロッカー設備 １回 ２００円

  (３) 多賀の浜海水浴場 

 

 区分 単位 使用料  

 にぎわい広場 期間中 ３０，０００円

駐車場 １日１回 ５００円

  備考 １日とは、第４条第１項に規定する利用時間をいい、１回とは、駐

車場に入場してから出場までの利用をいう。ただし、１回の利用が１

日を超える場合における使用料は、１日ごとに算定した使用料の合計

額とする。以下同じ。 

  (４) 浦県民サンビーチ 

 

 区分 単位 使用料  

 シャワー設備（小学生以上） １人１回 ２００円

駐車場 １日１回 ５００円

 

第２条 淡路市海水浴場の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  別表第１号の表中「１６７，９４０円」を「１７１，０５０円」に改め、同表

第２号の表中 

 「          「 

７３，５００円 

を 

７７，０００円 

 に改め、同表第３号の表中「５０ ４２，０００円 ４４，０００円 

２００円 ２１０円 

           」          」 

 ０円」を「５２０円」に改め、同表第４号の表中 

 「          「 

２００円 
を 

２１０円 
 に改める。 

５００円 ５２０円 

           」          」 

 

   附 則 
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 この条例は、平成３１年７月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成

３１年１０月１日から施行する。 

 

 



   淡路市海水浴場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表   

   第１条による改正 

現        行 改   正   案 
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 （利用の許可） 

第５条 海水浴場の利便性の向上に資するた

め、次の行為をしようとするもの又は施設

を利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。 

(１) 施設を設置し、商行為を営むもの 

(２) 行商、募金その他これに類する行為 

(３) 興行その他の催しを行い、そのため

区域の一部又は全部を占用して利用する

もの 

 

 

(４) ロッカー及びシャワー設備を利用し

ようとする者 

(５) 駐車場を利用しようとする者 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、

海水浴場の管理上必要な条件を付すること

ができる。 

 （権利譲渡の禁止） 

第６条 前条第１項第１号から第３号までの

許可を受けたものは、その権利を第三者に

譲渡し、転貸し、又は担保に供してはなら

ない。 

 

別表（第９条、第１５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 北淡県民サンビーチ及び北淡室津ビ

ーチ 

 

 （利用の許可） 

第５条 海水浴場の利便性の向上に資するた

め、次の行為をしようとするもの又は施設

を利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。 

(１) 施設を設置し、商行為を営むもの 

(２) 行商、募金その他これに類する行為 

(３) 興行その他の催しを行い、そのため

区域の一部又は全部を占用して利用する

もの 

(４) 店舗施設を利用し、商行為を営むも

の 

(５) ロッカー及びシャワー設備を利用し

ようとする者 

(６) 駐車場を利用しようとする者 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、

海水浴場の管理上必要な条件を付すること

ができる。 

 （権利譲渡の禁止） 

第６条 前条第１項第１号から第４号までの

許可を受けたものは、その権利を第三者に

譲渡し、転貸し、又は担保に供してはなら

ない。 

 

別表（第９条、第１５条関係） 

(１) 岩屋海水浴場 

 

区分 単位 使用料  

岩屋海水浴場店舗施設 期間中 
167,940

円

 

温水シャワー設備（小学

生以上） 
１人１回 300円

 

(２) 北淡県民サンビーチ及び北淡室津ビ

ーチ 



   淡路市海水浴場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表   

   第１条による改正 

現        行 改   正   案 
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区分 単位 使用料  

 シャワー設備（小学生

以上） 
１人１回 200円

ロッカー設備 １回 200円

第５条第１

項第１号か

ら第３号ま

での許可に

係るもの 

北淡県民サ

ンビーチ 
期間中 73,500円

北淡室津ビ

ーチ 
期間中 42,000円

(２) 多賀の浜海水浴場 

 

区分 単位 使用料  

 第５条第１

項第１号か

ら第３号ま

での許可に

係るもの 

にぎわい広

場 
期間中 30,000円

駐車場 １日１回 500円

備考 １日とは、第４条第１項に規定する

利用時間をいい、１回とは、駐車場に

入場してから出場までの利用をいう。

ただし、１回の利用が１日を超える場

合における使用料は、１日ごとに算定

した使用料の合計額とする。以下同じ。 

(３) 浦県民サンビーチ 

 

区分 単位 使用料  

 シャワー設備（小学生

以上） 
１人１回 200円

駐車場 １日１回 500円
 

 

区分 単位 使用料  

北淡県民サンビーチ店

舗施設 
期間中 73,500円

 

北淡室津ビーチ店舗施

設 
期間中 42,000円

 

 シャワー設備（小学生

以上） 
１人１回 200円

 

ロッカー設備 １回 200円  

 

(３) 多賀の浜海水浴場 

 

区分 単位 使用料  

 

にぎわい広場 期間中 30,000円

駐車場 １日１回 500円

備考 １日とは、第４条第１項に規定する

利用時間をいい、１回とは、駐車場に

入場してから出場までの利用をいう。

ただし、１回の利用が１日を超える場

合における使用料は、１日ごとに算定

した使用料の合計額とする。以下同じ。 

(４) 浦県民サンビーチ 

 

区分 単位 使用料  

 シャワー設備（小学生

以上） 
１人１回 200円

駐車場 １日１回 500円
 

 



   淡路市海水浴場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

第２条による改正 

現        行 改   正   案 
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別表（第９条、第１５条関係） 

(１) 岩屋海水浴場 

 

区分 単位 使用料  

岩屋海水浴場店舗施設 期間中 
167,940

円

 

温水シャワー設備（小学

生以上） 
１人１回 300円

 

(２) 北淡県民サンビーチ及び北淡室津ビ

ーチ 

  

区分 単位 使用料  

北淡県民サンビーチ店

舗施設 
期間中 73,500円

 

北淡室津ビーチ店舗施

設 
期間中 42,000円

 

 シャワー設備（小学生

以上） 
１人１回 200円

ロッカー設備 １回 200円

(３) 多賀の浜海水浴場 

  

区分 単位 使用料  

 にぎわい広場 期間中 30,000円

駐車場 １日１回 500円

備考 （略） 

(４) 浦県民サンビーチ 

  

区分 単位 使用料  

 シャワー設備（小学生

以上） 
１人１回 200円

駐車場 １日１回 500円
 

 

別表（第９条、第１５条関係） 

(１) 岩屋海水浴場 

 

区分 単位 使用料  

岩屋海水浴場店舗施設 期間中 
171,050

円

 

温水シャワー設備（小学

生以上） 
１人１回 300円

 

(２) 北淡県民サンビーチ及び北淡室津ビ

ーチ 

  

区分 単位 使用料  

北淡県民サンビーチ店

舗施設 
期間中 77,000円

 

北淡室津ビーチ店舗施

設 
期間中 44,000円

 

 シャワー設備（小学生

以上） 
１人１回 210円

 

ロッカー設備 １回 200円  

(３) 多賀の浜海水浴場 

  

区分 単位 使用料  

 にぎわい広場 期間中 30,000円

駐車場 １日１回 520円

備考 （略） 

(４) 浦県民サンビーチ 

  

区分 単位 使用料  

 シャワー設備（小学生

以上） 
１人１回 210円

駐車場 １日１回 520円
 

 


