
新      旧      対      照      表 

新 旧 

高知県立池公園の設置及び管理に関する条例施行規則(抜粋) 高知県立池公園の設置及び管理に関する条例施行規則(抜粋) 

 

本則 

 

本則 

(許可の申請) 

第 2条 条例第 3条第 1項の行為の許可又は条例第 5条第 1項に規定する

テニスコートの利用の許可(以下「行為又は利用の許可」という。)を受

けようとする者は、条例第 2条に規定する指定管理者(以下「指定管理

者」という。)に対して、指定管理者が別に定める申請書を提出しなけ

ればならない。 

(許可の申請) 

第 2条 条例第 3条第 1項に規定する行為の許可又は条例第 5条第 1項に

規定するテニスコートの利用の許可(以下「行為又は利用の許可」とい

う。)を受けようとする者は、条例第 2条に規定する指定管理者(以下

「指定管理者」という。)に対して、指定管理者が別に定める申請書を

提出しなければならない。 

2 略 2 略 

(許可書の交付等) 

第 3条 指定管理者(公園の管理を指定管理者が行うことができない場合

にあっては、知事。次条第 1項、第 5条ただし書、第 6条ただし書及び

第 10 条において同じ。)は、前条第 1項又は第 2項の規定による申請が

あった場合において、行為又は利用の許可をするときは行為許可書又は

利用許可書を当該申請をした者に交付し、行為又は利用の許可をしない

ときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。 

(許可書の交付等) 

第 3条 指定管理者(公園の管理を指定管理者が行うことができない場合

にあっては、知事。次条から第 6条まで及び第 10 条において同じ。)

は、前条第 1項又は第 2項の規定による申請があった場合において、行

為又は利用の許可をするときは行為許可書又は利用許可書を当該申請を

した者に交付し、許可をしないときはその旨を当該申請をした者に通知

するものとする。 

2 知事が交付する前項の行為許可書については別記第 3号様式に、利用

許可書については別記第 4号様式によるものとする。 

2 知事が交付する前項の行為許可書については別記第 3号様式により、

利用許可書については別記第 4号様式によるものとする。 

(許可の変更の申請) 

第 4条 行為又は利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、行

為又は利用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、条例第 3条

第 1項又は第 5条第 1項の規定により、指定管理者に対して、指定管理

者が定める変更許可申請書を提出しなければならない。 

(許可の変更) 

第 4条 行為又は利用の許可を受けた者(第 6条及び第 9条において「利

用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、条

例第 3条第 1項又は第 5条第 1項の規定により、変更許可申請書を指定

管理者に提出しなければならない。 

2 知事に対して提出する前項の変更許可申請書については、別記第 5号

様式によるものとする。 

2 知事に提出する前項の変更許可申請書については、別記第 5号様式に

よるものとする。 

(利用料金等の納付の時期) (利用料金等の納付の時期) 



第 6条 利用者は、条例第 8条の規定による利用料金又は条例第 13 条第

1項の規定による使用料を第 3条第 1項の行為許可書又は利用許可書の

交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に

認めた場合は、この限りでない。 

第 6条 利用者は、条例第 8条の規定による利用料金又は条例第 13 条第

1項の規定による使用料を第 3条第 1項に規定する許可書の交付を受け

る際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合

は、この限りでない。 

(利用料金の承認の申請) 

第 7条 指定管理者は、条例第 10 条の規定により利用料金を定めようと

するときは、知事に対して、別記第 6号様式による利用料金承認申請書

を知事に提出しなければならない。 

(利用料金の承認) 

第 7条 指定管理者は、条例第 10 条の規定により利用料金を定めようと

するときは、別記第 6号様式による利用料金承認申請書を知事に提出し

なければならない。 

2 指定管理者は、条例第 10 条の規定により知事の承認を得た利用料金を

変更しようとするときは、知事に対して、別記第 7号様式による利用料

金変更承認申請書を知事に提出しなければならない。 

2 指定管理者は、条例第 10 条の規定により知事の承認を受けた利用料金

を変更しようとするときは、別記第 7号様式による利用料金変更承認申

請書を知事に提出しなければならない。 

(使用料の減免の申請等) 

第 8条 条例第 13 条第 3項において読み替えて準用する条例第 11 条の規

定に基づき使用料を減額し、又は免除する必要があると認めるときは、

次の各号のいずれかに該当するときとする。 

(使用料の減免の申請等) 

第 8条 条例第 13 条第 3項において読み替えて準用する条例第 11 条に規

定する知事が特に必要があると認めるときは、次のとおりとする。 

(1) 国又は地方公共団体が公園を利用するとき。 (1) 国又は地方公共団体が使用するとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、使用料を減額し、又は免除することが

適当であると知事が認めるとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、使用料を減額し、又は免除することが

適当と認めるとき。 

2 条例第 13 条第 3項において読み替えて準用する条例第 11 条の規定に

基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者は、知事に対して、別

記第 8号様式又は別記第 9号様式による使用料減額(免除)承認申請書を

第 2条第 2項の許可申請書とともに知事に提出しなければならない。 

2 条例第 13 条第 3項において読み替えて準用する条例第 11 条の規定に

基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者は、別記第 8号様式又

は別記第 9号様式による使用料減額(免除)承認申請書を第 2条第 2項の

許可申請書とともに知事に提出しなければならない。 

3 知事は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減額

又は免除を承認するときは別記第 10 号様式又は別記第 11 号様式による

使用料減額(免除)承認通知書を当該申請をした者に交付し、承認をしな

いときはその旨を、それぞれ当該申請をした者に通知するものとする。 

3 知事は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減額

又は免除を承認するときは別記第 10 号様式又は別記第 11 号様式による

使用料減額(免除)承認通知書により、承認をしないときはその旨を、そ

れぞれ当該申請をした者に通知するものとする。 

(使用料の還付の請求等) 

第 9条 条例第 13 条第 3項において読み替えて準用する条例第 12 条ただ

し書の規定に基づき使用料を還付することができるときは、次の各号の

(使用料の還付の請求等) 

第 9条 条例第 13 条第 3項において読み替えて準用する条例第 12 条ただ

し書に規定する知事が特に必要があると認めるときは、次のとおりとす



いずれかに該当するときとする。 る。 

(1) 利用者の責任によらない理由で公園を利用することができなくな

ったとき。 

(1) 利用者の責任によらない理由で使用することができなくなったと

き。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、使用料を還付することが適当であると

知事が認めるとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、使用料を還付することが適当と認める

とき。 

2 条例第 13 条第 3項において読み替えて準用する条例第 12 条ただし書

の規定に基づき使用料の還付を受けようとする者は、知事に対して、別

記第 12 号様式又は別記第 13 号様式による使用料還付請求書を知事に提

出しなければならない。 

2 条例第 13 条第 3項において読み替えて準用する条例第 12 条ただし書

の規定に基づき使用料の還付を受けようとする者は、別記第 12号様式

又は別記第 13号様式による使用料還付請求書を知事に提出しなければ

ならない。 

3 知事は、前項の規定による請求があった場合において、使用料の還付

を決定したときは別記第 14 号様式又は別記第 15 号様式による使用料還

付決定通知を当該請求をした者に交付し、還付をしないときはその旨

を、それぞれ当該請求をした者に通知するものとする。 

3 知事は、前項の規定による請求があった場合において、使用料の還付

を決定したときは別記第 14 号様式又は別記第 15 号様式による使用料還

付決定通知書により、還付をしないときはその旨を、それぞれ当該請求

をした者に通知するものとする。 

(指定管理者の指定の申請に必要な書類等) 

第 11 条 条例第 17 条の規則で定める申請書は、別記第 16 号様式による

ものとする。 

(指定管理者の指定の申請に必要な書類等) 

第 11 条 条例第 2条の規定による指定管理者の指定を受けようとするも

のが、条例第 17 条の規定による申請の際に同条第 1号の事業計画書の

ほか提出する書類は、次のとおりとする。 

(1) 指定管理者指定申請書(別記第 16号様式) 

(2) 条例第 16 条の業務に係る収支予算書 

(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

(4) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあ

っては代表者の住民票の写し 

(5) 第 1 号の申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び

前々事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の経営状況を明

らかにする書類 

(6) その他知事が必要と認める書類 

2 条例第 17 条第 2号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。  

(1) 条例第 16 条各号に掲げる業務に係る収支予算書  

(2) 定款、規約その他これらに類する書類  



(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあ

っては当該団体の代表者の住民票の写し 

 

(4) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び

前々事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の経営状況を明

らかにする書類 

 

(5) 前各号に掲げる書類のほか、知事が必要があると認める書類  

3 略 2 略 

(雑則) 

第 12 条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項

は、知事が別に、又は指定管理者が知事の承認を得て、別に定める。 

(雑則) 

第 12 条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項

は、知事が、又は指定管理者が知事の承認を得て、別に定める。 

 

別記第 1号様式(第 2条関係) 

 

別記第 1号様式(第 2条関係) 

高知県立池公園行為許可申請書 高知県立池公園行為許可申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

第 2 号様式(第 2条関係) 

 

第 2 号様式(第 2条関係) 

高知県立池公園テニスコート利用許可申請書 高知県立池公園テニスコート利用許可申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

第 3 号様式(第 3条関係) 

 

第 3 号様式(第 3条関係) 

高知県立池公園行為許可書 高知県立池公園行為許可書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

第 4 号様式(第 3条関係) 

 

第 4 号様式(第 3条関係) 

高知県立池公園テニスコート利用許可書 高知県立池公園テニスコート利用許可書 

[別紙参照] [別紙参照] 

  



第 6号様式(第 7条関係) 第 6号様式(第 7条関係) 

高知県立池公園利用料金承認申請書 高知県立池公園利用料金承認申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

第 7 号様式(第 10 条関係) 

 

第 7 号様式(第 10 条関係) 

高知県立池公園利用料金変更承認申請書 高知県立池公園利用料金変更承認申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

第 8 号様式(第 8条関係) 

 

第 8 号様式(第 8条関係) 

高知県立池公園行為使用料減額(免除)承認申請書 高知県立池公園行為使用料減額(免除)承認申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

第 9 号様式(第 8条関係) 

 

第 9 号様式(第 8条関係) 

高知県立池公園テニスコート使用料減額(免除)承認申請書 高知県立池公園テニスコート使用料減額(免除)承認申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

第 10 号様式(第 8条関係) 

 

第 10 号様式(第 8条関係) 

高知県立池公園行為使用料減額(免除)承認通知書 高知県立池公園行為使用料減額(免除)承認通知書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

第 11 号様式(第 8条関係) 

 

第 11 号様式(第 8条関係) 

高知県立池公園テニスコート使用料減額(免除)承認通知書 高知県立池公園テニスコート使用料減額(免除)承認通知書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

第 12 号様式(第 9条関係) 

 

第 12 号様式(第 9条関係) 

高知県立池公園行為使用料還付請求書 高知県立池公園行為使用料還付請求書 

[別紙参照] [別紙参照] 



 

第 13 号様式(第 9条関係) 

 

第 13 号様式(第 9条関係) 

高知県立池公園テニスコート使用料還付請求書 高知県立池公園テニスコート使用料還付請求書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

第 14 号様式(第 9条関係) 

 

第 14 号様式(第 9条関係) 

高知県立池公園行為使用料還付決定通知書 高知県立池公園行為使用料還付決定通知書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

第 15 号様式(第 9条関係) 

 

第 15 号様式(第 9条関係) 

高知県立池公園テニスコート使用料還付決定通知書 高知県立池公園テニスコート使用料還付決定通知書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

第 16 号様式(第 11 条関係) 

 

第 16 号様式(第 11 条関係) 

指定管理者指定申請書 指定管理者指定申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 


