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議 題 

（１）「三郷市都市公園条例」及び 

「三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例」の改正について 

（屋外運動施設における使用料等の規定について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜改正の趣旨＞ 
 現行の条例において、高校生以下の使用料は、三郷市陸上競技場公園を除いて
設定されていないことから、高校生以下の使用料を設定するものです。 
 また、他の法律の条項の変更や施設の名称変更に伴い条例中の文言を整理する
ものです。 
 
＜主な改正内容＞ 
三郷市都市公園条例 
（特定公園施設の新設等に関する基準) 
第 5 条 都市公園における便所、園路、広場等の施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号)第 2 条第 15 号に規定する特定公園施設をいう。)
を新設、増設又は改築する場合において、当該施設のうち 1 以上のものは、高齢者、障害

者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進が図れるものとして、そ

の構造の基準は、規則で定める。（13 号から 15 号へ修正） 
 

備考 

（１）略 

（２） 三郷市陸上競技場公園については、次のとおりとする。 

ア 時間外の利用を許可した場合の１時間当たりの使用料は、利用する時間帯の基本使

用料を当該時間帯の時間数で除した額とし、１時間未満は、１時間として計算する（ただ

し、個人利用を除く。)。 

イ 「専用」とは、試合、大会等のため、個人又は団体が貸し切って利用する場合をい

う。 

ウ 「共用」とは、複数の個人又は団体が利用する場合をいう。 

エ 専用利用における、午前から午後まで又は午後から夜間までにわたって利用する場

合の中間時間の使用料は徴収しない。 

オ 高校生以下の使用料は半額（１０円未満は切捨て）とする（ただし、会議室は除く。）。 

（３） 増使用料の算出に当たり、それぞれの場合が重複するときは、該当する額のうち最

高額のみを加算するものとする。 

（４） 水泳プールの使用料について、就学前児童は無料とする。 

（５） テニスコート及び半田公園の各施設の使用料について、高校生以下は半額（１０円

未満は切捨て）とする（ただし、会議室は除く。）。 
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三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例 
(設置) 
第 2 条 市民の心身の健全な発達に寄与するため、運動公園を設置する。 

２ 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

長戸呂運動公園 三郷市鷹野一丁目地先江戸川右岸河川敷 

江戸川運動公園 三郷市田中新田地先から早稲田一丁目地先江戸川右岸河川敷 

番匠免運動公園 三郷市番匠免三丁目地内 

新和運動公園 三郷市新和四丁目地先江戸川右岸河川敷 

 
第２条別記１ 

江戸川第２運動公園、江戸川第３運動公園、江戸川北運動公園、江戸川第２北運動公園の名

称を江戸川運動公園に統一するものです。 

 
 (施設) 
第 3 条 運動公園の施設として、野球場、ソフトボール場、サッカー場、ラグビー場、多目

的広場、テニスコートの他規則で定める施設を設ける。 
 

別表第１（第７条関係） 

名称 有料公園施設 

長戸呂運動公園 野球場 

江戸川運動公園 野球場 

ソフトボール場 

サッカー場 

ラグビー場 

多目的広場 

番匠免運動公園 野球場 

テニスコート 

多目的広場 

新和運動公園 野球場 
 
別表第２（第１１条関係） 

１ 基本使用料 
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種別 野球場、ソフトボール場、サッカー場、ラ

グビー場、多目的広場、多目的広場兼サッ

カー場（１回１面２時間以内につき） 

テニスコート（１回１

面２時間以内につき）

平日 休日 

一般の者が利用する場合 １，２００円 ２，５００円 １，０００円

高校生以下が利用する場合 ６００円 １，２００円 ５００円

 
第３条別記２、３ 

江戸川運動公園にソフトボール場を追加いたします。 
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三郷市都市公園条例新旧対照表 

 
 

現行 改正案 

(特定公園施設の新設等に関する基準) (特定公園施設の新設等に関する基準) 

第5条 都市公園における便所、園路、広場等の施設

(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律(平成18年法律第91号)第2条第13号に規定

する特定公園施設をいう。)を新設、増設又は改築

する場合において、当該施設のうち1以上のもの

は、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上

の利便性及び安全性の向上の促進が図れるもの

として、その構造の基準は、規則で定める。 

第5条 都市公園における便所、園路、広場等の施設

(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律(平成18年法律第91号)第2条第15号に規定

する特定公園施設をいう。)を新設、増設又は改築

する場合において、当該施設のうち1以上のもの

は、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上

の利便性及び安全性の向上の促進が図れるもの

として、その構造の基準は、規則で定める。 

 
備考 

 
備考 

(1) 略 (1) 略 

(2) 三郷市陸上競技場公園については、次のと

おりとする。 
(2) 三郷市陸上競技場公園については、次のと

おりとする。 

ア 時間外の利用を許可した場合の1時間当

たりの使用料は、利用する時間帯の基本使

用料を当該時間帯の時間数で除した額と

し、1時間未満は、1時間として計算する(た
だし、個人利用を除く。)。 

ア 時間外の利用を許可した場合の1時間当

たりの使用料は、利用する時間帯の基本使

用料を当該時間帯の時間数で除した額と

し、1時間未満は、1時間として計算する(た
だし、個人利用を除く。)。 

イ 「専用」とは、試合、大会等のため、個

人又は団体が貸し切って利用する場合を

いう。 

イ 「専用」とは、試合、大会等のため、個

人又は団体が貸し切って利用する場合を

いう。 

ウ 「共用」とは、複数の個人又は団体が利

用する場合をいう。 
ウ 「共用」とは、複数の個人又は団体が利

用する場合をいう。 

エ 専用利用における、午前から午後まで又

は午後から夜間までにわたって利用する

場合の中間時間の使用料は徴収しない。 

エ 専用利用における、午前から午後まで又

は午後から夜間までにわたって利用する

場合の中間時間の使用料は徴収しない。 

オ 高校生以下の使用料は半額(10円未満は

切捨て)とする(ただし、会議室は除く。)。 
 

(3) 略 (3) 略 

(4) 略 (4) 略 

(5) テニスコート及び半田公園の各施設の使

用料について、高校生は半額とする。 
(5) 各施設の使用料について、高校生以下は半

額(10円未満は切捨て)とする(ただし、会議室

は除く。)。 
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三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

(設置) (設置) 

第2条 （略） 第2条 （略） 

2 運動公園の名称及び位置は、次のとおりと

する。 
2 運動公園の名称及び位置は、次のとおりと

する。 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

(施設) (施設) 

第3条 運動公園の施設として、野球場、サッ

カー場、ラグビー場、多目的広場、テニスコ

ートの他規則で定める施設を設ける。 

第3条 運動公園の施設として、野球場、ソフ

トボール場、サッカー場、ラグビー場、多目

的広場、テニスコートの他規則で定める施設

を設ける。 

別表第1(第7条関係) 別表第1(第7条関係) 

【別記2 参照】 【別記2 参照】 

別表第2(第11条関係) 別表第2(第11条関係) 

1 基本使用料 1 基本使用料 

【別記3 参照】 【別記3 参照】 
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【別記1】 

現行 

名称 位置 

長戸呂運動公園 三郷市鷹野一丁目地先江戸川右岸河川敷 

江戸川運動公園 三郷市早稲田一丁目地先江戸川右岸河川敷 

江戸川第二運動公園 三郷市早稲田三丁目地先江戸川右岸河川敷 

江戸川第三運動公園 三郷市早稲田七丁目地先江戸川右岸河川敷 

江戸川北運動公園 三郷市田中新田地先江戸川右岸河川敷 

江戸川第二北運動公園 三郷市田中新田地先江戸川右岸河川敷 

番匠免運動公園 三郷市番匠免三丁目地内 

新和運動公園 三郷市新和四丁目地先江戸川右岸河川敷 

 

改正案 

名称 位置 

長戸呂運動公園 三郷市鷹野一丁目地先江戸川右岸河川敷 

江戸川運動公園 三郷市田中新田地先から早稲田一丁目地先江戸川右岸河川敷 

番匠免運動公園 三郷市番匠免三丁目地内 

新和運動公園 三郷市新和四丁目地先江戸川右岸河川敷 

 

【別記2】 

現行 

名称 有料公園施設 

長戸呂運動公園 野球場 

江戸川運動公園 野球場 

サッカー場 

ラグビー場 

多目的広場 

江戸川第二運動公園 野球場 

江戸川第三運動公園 野球場 

多目的広場兼サッカー場 

多目的広場 

江戸川北運動公園 野球場 

江戸川第二北運動公園 野球場 

多目的広場兼サッカー場 

番匠免運動公園 野球場 
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テニスコート 

多目的広場 

新和運動公園 野球場 

 

改正案 

名称 有料公園施設 

長戸呂運動公園 野球場 

江戸川運動公園 野球場 

ソフトボール場 

サッカー場 

ラグビー場 

多目的広場 

番匠免運動公園 野球場 

テニスコート 

多目的広場 

新和運動公園 野球場 

 

【別記3】 

現行 

種別 野球場、サッカー場、ラグビー場、多

目的広場、多目的広場兼サッカー場(1

回1面2時間以内につき) 

テニスコート (1回

1面2時間以内につ

き) 

平日 休日 

一般の者が利用する場合 1,200円 2,500円 1,000円

高校生が利用する場合 600円 1,200円 500円

 

改正案 

種別 野球場、ソフトボール場、サッカー場、

ラグビー場、多目的広場、多目的広場

兼サッカー場 (1回1面2時間以内につ

き) 

テニスコート (1回

1面2時間以内につ

き) 

平日 休日 

一般の者が利用する場合 1,200円 2,500円 1,000円

高校生以下が利用する場合 600円 1,200円 500円
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