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○多治見市都市公園条例施行規則 

昭和44年12月１日規則第31号 

（総則） 

第１条 この規則は、多治見市都市公園条例（昭和44年条例第23号。以下「条例」という。）第32条

の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。 

（供用期間及び供用時間） 

第１条の２ 有料公園施設の供用期間及び供用時間は、次の表のとおりとする。 

施設の名称 供用期間 供用時間 

多治見市星ケ台競技場 １月４日から12月28日まで 午前９時から午後６時まで 

多治見市星ケ台運動広場 

多治見市旭ケ丘運動広場 

多治見市営球場 

多治見市滝呂球場 

多治見市星ケ台テニスコート 

多治見市脇之島テニスコート 

多治見市共栄テニスコート 

多治見市笠原梅平運動広場 

１月４日から12月28日まで 午前６時から午後６時（夜間照

明施設利用の場合は、午後９時）

まで 

多治見市旭ケ丘弓道場 １月４日から12月28日まで（月

曜日（月曜日が国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第178

号）第３条に規定する休日に当

たるときは、その翌日）を除く。） 

午前９時から午後５時（専用利

用する場合は、午後９時）まで 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、指定施設について、必要と認めるときは、あらかじめ

市長の承認を得て、供用期間及び供用時間を変更することができる。 

（申請書の記載事項） 

第２条 条例第12条第２項第７号の必要な事項及び条例第16条各項（公園施設の管理の許可を申請す

る場合を除く。）の市長の指示する事項は、原状回復の方法とする。 

（許可申請書の様式） 

第３条 都市公園法（昭和31年法律第79号。以下「法」という。）第５条及び第６条並びに条例第12

条の規定により市長又は指定管理者に提出する許可申請書並びに法第７条及び条例第12条の規定に

より市長又は指定管理者が許可を与える場合の許可書の様式は、それぞれ次に定めるところによる。 

(１) 市長に提出、又は市長が許可をするもの 

ア 法第５条第１項前段の規定により公園施設の設置の許可を申請する場合 別記第１号様式 

イ 法第５条第１項前段の規定により公園施設の管理の許可を申請する場合 別記第２号様式 

ウ 法第５条第１項後段の規定により変更の許可を申請する場合 別記第３号様式 

エ 法第６条第２項の規定により都市公園の占用の許可を申請する場合 別記第４号様式 

オ 法第６条第３項の規定により変更の許可を申請する場合 別記第３号様式 

カ 条例第12条第２項の規定により都市公園内制限行為の許可を申請する場合（指定公園に係る

ものを除く。） 別記第５号様式 

キ 条例第12条第４項の規定により都市公園内制限行為の許可を与える場合（指定公園に係るも

のを除く。） 別記第５号様式の２ 

ク 条例第12条第３項の規定により変更の許可を申請する場合（指定公園に係るものを除く。） 

別記第３号様式 

ケ 法第７条第１項の規定により許可を与える場合 別記第４号様式の２ 

コ 法第７条第１項の規定により変更の許可を与える場合 別記第３号様式の２ 

(２) 指定管理者に提出、又は指定管理者が許可をするもの 

ア 条例第12条第２項の規定により都市公園内制限行為の許可を申請する場合（指定公園に係る

ものに限る。） 別記第５号様式 

イ 条例第12条第４項の規定により都市公園内制限行為の許可を与える場合（指定公園に係るも
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のに限る。） 別記第５号様式の２ 

ウ 条例第12条第３項の規定により変更の許可を申請する場合（指定公園に係るものに限る。） 

別記第３号様式 

（利用許可の申請手続） 

第４条 条例第18条第１項の規定により、指定施設を利用しようとする者は、利用しようとする日の

属する月の３月前の月の10日から利用の前までに多治見市体育施設利用（変更）許可申請書兼減免

申請書（別記第６号様式。以下「利用（変更）・減免申請書」という。）を指定管理者に提出しな

ければならない。ただし、市長と協議の上、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限

りでない。 

第５条 指定管理者は、指定施設の利用を許可したときは、多治見市体育施設利用（変更）許可書兼

減免決定通知書（別記第７号様式。以下「利用（変更）・減免許可書」という。）を利用者に交付

する。 

２ 前条及び前項の規定にかかわらず、多治見市旭ケ丘弓道場又は多治見市星ケ台競技場（トラック

に囲まれた競技用芝生面の部分を除く。）を個人で利用する者については、指定管理者が発行する

個人利用券、回数利用券つづり又は個人（回数）利用券の交付により、指定施設の利用の申請及び

許可があったものとみなすことができる。 

３ 前項の場合において指定管理者は、旭ケ丘弓道場個人利用券（別記第８号様式）若しくは旭ケ丘

弓道場回数利用券つづり（別記第８号様式の２）又は星ケ台競技場個人利用券（別記第８号様式の

３）若しくは星ケ台競技場個人（回数）利用券（別記第８号様式の４）を交付するものとする。 

４ 前各項の許可書、利用券又は定期利用券は、指定施設を利用する際関係人に提示しなければなら

ない。 

（指定施設の利用の制限） 

第５条の２ 条例第18条第２項の指定管理者が付する条件は、次の各号に掲げる事項とする。 

(１) 指定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。 

(２) 火気を使用しないこと。 

(３) 危険な行為を行わないこと。 

(４) ごみを放置しないこと。 

(５) 係員の指示に従うこと。 

(６) 専用利用者は、指定管理者が特別の事由があると認める場合を除き、引き続き３日以上専用

利用しないこと。 

（利用許可申請の変更） 

第６条 指定施設の利用許可を受けた者が、利用許可の申請の内容を変更しようとするときは、利用

（変更）・減免申請書に利用（変更）・減免許可書を添えて、利用の日の５日前までに指定管理者

に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、変更後の内容による利用（変更）・減

免許可書を交付するものとする。 

３ 第４条に規定する申請の期間は、第１項の規定による利用許可の申請の変更について準用する。 

（利用許可の取消し） 

第７条 指定施設の利用許可を受けた者が、指定施設の利用を取り消そうとするときは、多治見市体

育施設利用取消申請書（別記第９号様式）に、利用（変更）・減免許可書を添えて、速やかに指定

管理者に提出しなければならない。 

（許可の取消し等の手続） 

第８条 指定管理者は、前条の規定による届出があった場合については、多治見市体育施設利用取消

通知書（別記第10号様式）を、条例第24条の規定により許可を取り消し、又は利用の停止を命ずる

場合は、有料公園施設利用許可取消（停止命令）書（別記第11号様式）を交付するものとする。た

だし、緊急を要するときは、この限りでない。 

（附属設備の利用料金） 

第９条 条例第19条第３項に規定する附属設備の利用料金は、別表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額とする。 

（利用料金の納入） 
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第10条 条例第21条の規定による利用料金（次項に規定する利用料金を除く。）の納入について、許

可の期間が１年を超える場合にあっては、許可の日の属する年度分の利用料金は許可の際に、次年

度分以降の利用料金は各年度分を当該年度の４月20日までに納入するものとする。 

２ 第５条第２項に規定する場合に係る利用料金は、利用券の交付と同時に納入するものとする。 

（利用料金の減免） 

第11条 条例第22条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用（変更）・減免申請書

を指定管理者に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、利用（変更）・減免許可書により通知するものとする。 

（利用料金の還付） 

第12条 条例第23条ただし書の規定により利用料金を還付する場合において、その還付する額は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) 利用者の責めに帰さない事由により利用することができない場合及び利用の日の５日前まで

に利用許可の申請の取消しを申し出た場合 既納の利用料金の全額 

(２) 利用の日の５日前までに利用許可の申請の変更を申し出た場合で、既納の利用料金の額が変

更後の利用料金の額を超えるとき 当該超える額 

２ 利用料金の還付を受けようとする者は、還付の事由が生じた日から起算して３月以内に利用料金

還付請求書（別記第12号様式）を指定管理者に提出しなければならない。 

（工作物等を保管した場合の告示の方法） 

第13条 条例第27条第１項第１号及び同条第２項の規則で定める場所は、多治見市役所とする。 

２ 条例第27条第２項の規則で定める保管工作物等一覧簿は、別記第13号様式によるものとする。 

（保管した工作物等を売却する場合の手続） 

第14条 条例第29条の規則で定める方法は、競争入札の方法とする。ただし、競争入札に付しても入

札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、

随意契約の方法とする。 

（入札に適さない場合） 

第15条 条例別表第２の入札に適さないものとして規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

(１) 自動販売機を極めて短い期間設置する場合 

(２) 身体障害者福祉協会その他の市長が認める福祉団体が自動販売機を設置する場合 

(３) その他市長が必要と認める場合 

（準用規定） 

第16条 第１条の２第２項及び第４条から第12条まで（第５条第２項及び第３項並びに第10条第２項

を除く。）の規定は、指定公園以外の都市公園及び指定公園以外の有料公園施設について準用する。

この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第１条の２第２項、第４条本文、

第５条第１項、第５条の２から第

８条まで、第11条、第12条 

指定管理者 市長 

第１条の２第２項、第４条、第５

条第１項及び第４項、第６条、第

７条 

指定施設 指定公園以外の有料公園施設 

第１条の２第２項 必要と認めるときは、あらかじ

め市長の承認を得て 

必要と認めるときは 

第６条、第７条、第12条 利用許可 使用許可 

第４条、第５条第１項及び第４項、

第６条、第12条 

利用 使用 

第４条ただし書 市長と協議の上、指定管理者が 市長が 

第５条第１項、第12条 利用者 使用者 

第５条第４項 前各項の許可書、利用券又は定第１項の許可書 
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期利用券 

第５条の２ 係員 職員 

第５条の２ 専用利用者 専用使用者 

第５条の２ 専用利用 専用使用 

第９条、第10条第１項、第11条、

第12条 

利用料金 使用料 

第９条 別表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額 

別表に定める額 

（委任） 

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年７月25日から適用する。 

附 則（昭和45年３月25日規則第21号） 

この規則は、昭和45年４月１日から施行する。 

附 則（昭和48年10月24日規則第24号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年９月29日から適用する。 

附 則（昭和54年６月26日規則第29号） 

この規則は、昭和54年７月16日から施行する。 

附 則（昭和55年３月27日規則第33号） 

この規則は、昭和55年４月１日から施行する。 

附 則（昭和56年３月26日規則第19号） 

この規則は、昭和56年４月１日から施行する。 

附 則（昭和59年３月27日規則第10号） 

この規則は、昭和59年４月１日から施行する。 

附 則（昭和60年７月10日規則第23号） 

この規則は、昭和60年８月１日から施行する。 

附 則（昭和61年11月18日規則第44号） 

この規則は、昭和61年11月20日から施行する。 

附 則（昭和62年３月27日規則第16号） 

この規則は、昭和62年４月１日から施行する。 

附 則（昭和62年12月26日規則第69号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和63年12月24日規則第52号） 

この規則は、昭和64年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年６月９日規則第38号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年８月21日規則第44号） 

この規則は、平成元年９月１日から施行する。 

附 則（平成５年３月18日規則第17号） 

１ この規則は、平成５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この規則による改正後の多治見市都市公園条例施行規則第８条及び第９条の規定は、施行日以後

に使用の許可をしたものに係る使用料の減免又は還付から適用する。 

附 則（平成６年３月25日規則第22号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月22日規則第17号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年12月27日規則第73号抄） 

１ この規則は、平成８年１月１日から施行する。 
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附 則（平成８年７月26日規則第47号） 

この規則は、多治見市都市公園条例の一部を改正する条例（平成８年条例第23号）の施行の日から

施行する。 

附 則（平成９年３月31日規則第26号抄） 

１ この規則は、平成９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

附 則（平成10年５月19日規則第38号） 

１ この規則は、平成10年６月１日から施行する。 

２ 改正前のテニスコート利用券については、平成11年３月31日までの利用に限り、なお効力を有す

る。 

附 則（平成11年３月31日規則第33号） 

この規則は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年６月12日規則第64号） 

１ この規則は、平成13年７月１日から施行する。 

２ 改正前の使用券及び利用券については、なお効力を有する。 

３ この規則の施行の際、改正前の多治見市都市公園条例施行規則の規定により交付された有料公園

施設利用許可書については、改正後の多治見市都市公園条例施行規則により交付された有料公園施

設利用（変更）許可書兼減免決定通知書とみなす。 

附 則（平成13年12月17日規則第76号） 

この規則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年３月28日規則第25号） 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年１月23日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年３月31日規則第44号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年７月28日規則第95号） 

１ この規則は、平成18年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この規則の施行日前に改正前の多治見市都市公園条例施行規則の規定によりされた処分、手続そ

の他の行為は、改正後の多治見市都市公園条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行

為とみなす。 

３ この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。 

附 則（平成17年９月28日規則第104号） 

この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成18年１月23日から、第３条の規定は

同年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年１月22日規則第２号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年２月１日規則第３号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年７月31日規則第61号） 

この規則は、平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成24年２月29日規則第15号） 

１ この規則は、平成24年３月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の多治見市都市公園条例施行規則（以下「旧規則」という。）の

規定に基づいて提出されている申請書及び交付されている通知書は、この規則による改正後の多治

見市都市公園条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定に基づいて提出又は交付されたもの

とみなす。 

３ この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、新規則の規定にかかわ

らず、平成24年３月31日まで使用することができる。 

附 則（平成24年12月25日規則第97号） 

１ この規則は、平成25年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
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２ この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。 

３ 改正前のテニスコート利用券については、平成26年３月31日までの利用に限り、なお効力を有す

る。 

附 則（平成27年12月15日規則第58号） 

１ この規則は、平成28年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この規則による改正後の別記第７号様式、別記第10号様式及び別記第11号様式の規定は、施行日

以後にされる処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分については、なお従前の

例による。 

附 則（平成29年１月10日規則第２号） 

１ この規則は、平成29年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、施行日以後の利用又は使用について申請した利用又は使用に係る利用料

金及び使用料から適用する。 

附 則（平成30年３月23日規則第30号） 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。ただし、第１条の２の表中「多治見市滝呂テニスコ

ート」を削る改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年６月28日規則第48号） 

１ この規則は、令和元年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金から適用し、施行日前の許可に係る利

用料金については、なお従前の例による。 

別表（第９条関係） 

附属設備利用料金 

区分 単位 利用料金 

写真判定システム 一式１回 10,480円 

競技用器具  3,150円 

サッカー器具  1,050円 

放送設備 多治見市星ケ台競技場  1,050円 

 多治見市星ケ台運動広場  520円 

 多治見市旭ケ丘運動広場  520円 

 多治見市営球場  1,050円 

備考 １回とは、許可された利用時間とする。ただし、１日を超えることができない。 

別記 

第１号様式（第３条関係）から第13号様式（第13条関係）まで 

（省略） 


