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富士吉田市歴史民俗博物館の設置及び管理に関する条例（平成4年条例第34号）新旧対照表  

現行  改正案  備考  

○富士吉田市歴史民俗博物館の設置及び管理に関する

条例  
○富士吉田市歴史民俗博物館の設置及び管理に関する

条例  
 

平成4年12月25日  平成4年12月25日   

条例第34号  条例第34号   

 （略）   （略）   

（博物館資料の観覧）  （博物館資料の観覧）   

第7条 博物館（御師旧外川家住宅を除く。）に展示されてい

る博物館資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める入

館料を納付しなければならない。  

第7条 博物館（御師旧外川家住宅を除く。）に展示されてい

る博物館資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める入

館料を納付しなければならない。  

 

2 前項の入館料は、入場の際に徴収する。  2 前項の入館料は、入場の際に徴収する。   

3 第4条の規定により指定管理者が管理を行う場合にあって

は、地方自治法第244条の2第9項の規定により、第1項に定め

る金額を上限として、あらかじめ市長の承認を得て、指定管

理者が入館料を定めるものとする。  

3 第4条の規定により指定管理者が管理を行う場合にあって

は、地方自治法第244条の2第9項の規定により、第1項に定め

る金額を上限として、あらかじめ市長の承認を得て、指定管

理者が入館料を定めるものとする。  

 

4 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、前項

で定める入館料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。  

4 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、前項

で定める入館料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。  

 

（旧外川家住宅の観覧）  （旧外川家住宅の観覧）   

第7条の2 御師旧外川家住宅（以下「旧外川家住宅」とい 第7条の2 御師旧外川家住宅（以下「旧外川家住宅」とい  
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う。）に展示されている当該住宅資料を観覧しようとする者

は、別表第1の2に定める入館料を納付しなければならない。  
う。）に展示されている当該住宅資料を観覧しようとする者

は、別表第1の2に定める入館料を納付しなければならない。  

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による旧外

川家住宅の入館に伴う入館料の徴収、免除、入館料の決定及

び入館料を指定管理者の収入とする場合について準用する。  

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による旧外

川家住宅の入館に伴う入館料の徴収、免除、入館料の決定及

び入館料を指定管理者の収入とする場合について準用する。  

 

（共通入館券の発行）  （共通入館券の発行）   

第7条の3 教育委員会又は指定管理者は、博物館及び富士吉田

市立富士山レーダードーム館の設置及び管理に関する条例

（平成16年条例第8号）第2条に規定する富士吉田市立富士山

レーダードーム館に入館することができる共通入館券を発行

することができる。  

第7条の3 教育委員会又は指定管理者は、博物館及び富士吉田

市立富士山レーダードーム館の設置及び管理に関する条例

（平成16年条例第8号）第2条に規定する富士吉田市立富士山

レーダードーム館に入館することができる共通入館券を発行

することができる。  

 

2 前項に規定する共通入館券を購入しようとする者は、別表

第1の3に定める入館料を納付しなければならない。  
2 前項に規定する共通入館券を購入しようとする者は、別表

第1の3に定める入館料を納付しなければならない。  
 

3 第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による共通

入館券の発行に伴う入館料の徴収、入館料の決定及び入館料

を指定管理者の収入とする場合について準用する。  

3 第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による共通

入館券の発行に伴う入館料の徴収、入館料の決定及び入館料

を指定管理者の収入とする場合について準用する。  

 

（博物館資料の特別観覧）  （博物館資料の特別観覧）   

第8条 博物館資料についての撮影、模写、模造、熟覧又は借

用（以下単に「特別観覧」という。）をしようとする者は、

教育委員会又は指定管理者の承認を受けなければならない。  

第8条 博物館資料についての撮影、模写、模造、熟覧又は借

用（以下単に「特別観覧」という。）をしようとする者は、

教育委員会又は指定管理者の承認を受けなければならない。  

 

2 前項の承認を受けた者は、別表第2に定める特別観覧料を納

付しなければならない。  
2 前項の承認を受けた者は、別表第2に定める特別観覧料を納

付しなければならない。  
 

3 第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による特別 3 第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による特別  
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観覧料の徴収、免除、特別観覧料の決定及び特別観覧料を指

定管理者の収入とする場合について準用する。  
観覧料の徴収、免除、特別観覧料の決定及び特別観覧料を指

定管理者の収入とする場合について準用する。  

（博物館施設の使用）  （博物館施設の使用）   

第9条 博物館の施設を使用しようとする者は、教育委員会又

は指定管理者の承認を受けなければならない。  
第9条 博物館の施設を使用しようとする者は、教育委員会又

は指定管理者の承認を受けなければならない。  
 

2 博物館の施設を使用しようとする者で、博物館の附属設備

以外のものを使用しようとする者も、また同様とする。  
2 博物館の施設を使用しようとする者で、博物館の附属設備

以外のものを使用しようとする者も、また同様とする。  
 

3 第1項の承認を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付

しなければならない。  
3 第1項の承認を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付

しなければならない。  
 

4 第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による使用

料の徴収、免除、使用料の決定及び使用料を指定管理者の収

入とする場合について準用する。  

4 第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による使用

料の徴収、免除、使用料の決定及び使用料を指定管理者の収

入とする場合について準用する。  

 

 （略）   （略）   

別表第1（第7条関係）  別表第1（第7条関係）   

区分  一般  小学生・中学生・高

校生  
個人  400円 200円
団体  320円 160円

 

区分  一般  小学生・中学生・高

校生  
個人  400円 200円
団体  320円 160円

 

 

備考  備考   

1 団体とは、20人以上をいう。  1 団体とは、20人以上をいう。   

2 旅行業法（昭和27年法律第239号）に規定する一般旅行

業の登録を受けた者又は国内旅行業の登録を受けた者

2 旅行業法（昭和27年法律第239号）に規定する一般旅行

業の登録を受けた者又は国内旅行業の登録を受けた者
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で、あらかじめ市長の決裁を受けた業者又は市長と入館

券発行について契約した業者が発行する入館券でも入館

させることができる。  

で、あらかじめ市長の決裁を受けた業者又は市長と入館

券発行について契約した業者が発行する入館券でも入館

させることができる。  

3 前号に規定する入館券の発行に要する手数料は、入館

料精算の際に精算するものとする。  
3 前号に規定する入館券の発行に要する手数料は、入館

料精算の際に精算するものとする。  
 

4 特別の企画による展示の場合は、それぞれの展示ごと

に市長の定める金額を別に徴収する。  
4 特別の企画による展示の場合は、それぞれの展示ごと

に市長の定める金額を別に徴収する。  
 

5 旧外川家住宅からの来館者については、来館当日に限

り、上記のそれぞれの区分に定める額から当該住宅で支

払った別表第1の2に定める入館料を差し引いた額を納付

することにより、入館することができる。  

5 旧外川家住宅からの来館者については、来館当日に限

り、上記のそれぞれの区分に定める額から当該住宅で支

払った別表第1の2に定める入館料を差し引いた額を納付

することにより、入館することができる。  

 

6 本市に住所を有する65歳以上の者又は本市に在住する

小学校、中学校、高等学校及び特殊教育諸学校の児童若

しくは生徒が入館する場合の入館料は、無料とする。  

6 本市に住所を有する65歳以上の者又は本市に在住する

小学校、中学校、高等学校及び特殊教育諸学校の児童若

しくは生徒が入館する場合の入館料は、無料とする。  

 

別表第1の2（第7条の2関係）  別表第1の2（第7条の2関係）   

区分  一般  小学生・中学生・高

校生  
個人  100円 50円
団体  80円 40円

 

区分  一般  小学生・中学生・高

校生  
個人  100円 50円
団体  80円 40円

 

 

備考  備考   

1 団体とは、20人以上をいう。  1 団体とは、20人以上をいう。   

2 旅行業法に規定する一般旅行業の登録を受けた者又は 2 旅行業法に規定する一般旅行業の登録を受けた者又は  
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国内旅行業の登録を受けた者で、あらかじめ市長の決裁

を受けた業者又は市長と入館券発行について契約した業

者が発行する入館券でも入館させることができる。  

国内旅行業の登録を受けた者で、あらかじめ市長の決裁

を受けた業者又は市長と入館券発行について契約した業

者が発行する入館券でも入館させることができる。  

3 前号に規定する入館券の発行に要する手数料は、入館

料精算の際に精算するものとする。  
3 前号に規定する入館券の発行に要する手数料は、入館

料精算の際に精算するものとする。  
 

4 特別の企画による展示の場合は、それぞれの展示ごと

に市長の定める金額を徴収する。  
4 特別の企画による展示の場合は、それぞれの展示ごと

に市長の定める金額を徴収する。  
 

5 博物館からの来館者については、来館当日に限り、上

記入館料を免除する。  
5 博物館からの来館者については、来館当日に限り、上

記入館料を免除する。  
 

6 本市に住所を有する65歳以上の者又は本市に在住する

小学校、中学校、高等学校及び特殊教育諸学校の児童若

しくは生徒が入館する場合の入館料は、無料とする。  

6 本市に住所を有する65歳以上の者又は本市に在住する

小学校、中学校、高等学校及び特殊教育諸学校の児童若

しくは生徒が入館する場合の入館料は、無料とする。  

 

別表第1の3（第7条の3関係）  別表第1の3（第7条の3関係）   

区分  一般  小学生・中学生・高校生  
個人  800円 450円  
団体  600円 350円  

 

区分  一般  小学生・中学生・高校生  
個人  800円 450円
団体  600円 350円

 

 

備考  備考   

1 団体とは、20人以上をいう。  1 団体とは、20人以上をいう。   

2 旅行業法に規定する一般旅行業の登録を受けた者又は

国内旅行業の登録を受けた者で、あらかじめ市長の決裁

を受けた業者又は市長と入館券発行について契約した業

者が発行する入館券でも入館することができる。  

2 旅行業法に規定する一般旅行業の登録を受けた者又は

国内旅行業の登録を受けた者で、あらかじめ市長の決裁

を受けた業者又は市長と入館券発行について契約した業

者が発行する入館券でも入館することができる。  
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3 前号に規定する入館券の発行に要する手数料は、入館

料精算の際に精算するものとする。  
3 前号に規定する入館券の発行に要する手数料は、入館

料精算の際に精算するものとする。  
 

別表第2（第8条関係）  別表第2（第8条関係）   

区分  特別観覧料  
撮影  出版等の収入を伴う場合そ

の他営利目的の場合  
1点1回につき 6,170
円  

模写、模造  1点1日につき  720円  
熟覧  1点1回につき  200円  
借用  別途、教育委員会が定める。  

 

区分  特別観覧料  
撮影  出版等の収入を伴う場合そ

の他営利目的の場合  
1点1回につき 6,280
円  

模写、模造  1点1日につき  730円
熟覧  1点1回につき  200円
借用  別途、教育委員会が定める。  

 

 

別表第3（第9条関係）  別表第3（第9条関係）   

区分  9時30分～12
時00分  

13時00分～17
時00分  

9時30分～17時0
0分  

企画展示室  3,150円 4,200円  7,340円
会議室  
旧宮下家住宅  
旧武藤家住宅  
御師住宅  
旧外川家住宅  

 

区分  9時30分～12
時00分  

13時00分～17
時00分  

9時30分～17時0
0分  

企画展示室  3,210円  4,270円 7,480円
会議室  
旧宮下家住宅  
旧武藤家住宅  
御師住宅  
旧外川家住宅  

 

 

備考  備考   

1 使用時間の超過は、1時間増すごとに1,020円を加算す

る。ただし、1時間未満の場合は、1時間とみなす。  
1 使用時間の超過は、1時間増すごとに1,020円を加算す

る。ただし、1時間未満の場合は、1時間とみなす。  
 

2 市民以外の者の使用料は、上記金額の20％を加算した 2 市民以外の者の使用料は、上記金額の20％を加算した  
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額とする。  額とする。  

3 観覧料等を徴収する場合の使用料  3 観覧料等を徴収する場合の使用料   

(1) 観覧料等200円未満のとき 上記金額の20％を加算

した額  
(1) 観覧料等200円未満のとき 上記金額の20％を加算

した額  
 

(2) 観覧料等200円以上500円未満のとき 上記金額の3
0％を加算した額  

(2) 観覧料等200円以上500円未満のとき 上記金額の3
0％を加算した額  

 

(3) 観覧料等500円以上のとき 上記金額の50％を加算

した額  
(3) 観覧料等500円以上のとき 上記金額の50％を加算

した額  
 

4 営利若しくは営業宣伝等の目的で展示又は事業のため

使用する場合  
4 営利若しくは営業宣伝等の目的で展示又は事業のため

使用する場合  
 

(1) 市民 上記金額の50％を加算した額  (1) 市民 上記金額の50％を加算した額   

(2) 市民以外 上記金額の100％を加算した額  (2) 市民以外 上記金額の100％を加算した額   

 


