
資料１４－１

長崎県立総合運動公園臨時駐車場運用規程

（趣旨）

第１条 この運用規程は、長崎県立都市公園条例（昭和 35年 10月 25日長崎県条例第 39
号）及び長崎県立都市公園条例施行規則（昭和 48年３月 27日長崎県規則第 12号）に定
めるもののほか、長崎県立総合運動公園の臨時駐車場の運用について必要な事項を定め

るものとする。

２ この規程において公園設置者である長崎県を「甲」、指定管理者を「乙」、大会等の主催

者を「丙」という。

（対象施設）

第２条 施設の概要

施 設 名：長崎県立総合運動公園野球広場及びソフトボール場

施設内容：野球広場４面（約 20,900㎡）、ソフトボール場１面（約 3,500㎡）

（運用開始の時期）

第３条 平成 27年８月１日からとする。

（利用の間隔）

第４条 臨時駐車場として利用後は、グラウンド保護のため次回の臨時駐車場としての利

用まで、原則として２週間の間隔を設けるものとする。ただし、グラウンドの損傷状態に

よっては、間隔を延長することがある。

（利用時間）

第５条 公園の開園時間内を原則とする。

（利用料金）

第６条 臨時駐車場としての利用は無料とする。

（対象車両）

第７条 臨時駐車場としての利用はグラウンド保護のため普通車以下の車両とする。ただ

し、二輪車を除く。



（利用可否の決定及び周知）

第８条 利用可否の決定にあたってはグラウンドコンディションの状態を優先し、天候の

状況を加味して、乙が丙と協議して判断するものとする。原則として利用の前々日から当

日まで降雨がない場合は利用可能とする。

２ 乙および丙は利用不可と判断し利用を中止した場合は、双方のホームページ等で周知

するとともに、丙は、大会等の当日に他の駐車場へ案内を行うものとする。

（大会等の規模）

第９条 臨時駐車場を利用可能な大会等の規模は、原則として次のとおりとする。

（１）国際試合（サッカー・ラグビーなど）

（２）全国レベル（国体・Jリーグなど）
（３）九州レベル（九州選手権など）

（４）県レベル（県高総体・ジュニア陸上・県中総体など）

（５）国及び地方公共団体が主催するもの

（６）参加人数が概ね３千人以上のイベント（多数のイベントの合計含む）

（７）その他、乙が特に必要と判断したとき

（大会等の調整）

第 10条 臨時駐車場として利用する大会等の日程は、原則として乙が開催する「調整会議」

において決定するものとする。

（申込方法）

第 11条 丙は事前に、乙へ別添様式１により申込みを行うものとする。

（販売行為等の禁止）

第 12条 臨時駐車場内において、物販、広告、宣伝、寄付その他、乙の業務又は他の利用

者の妨げとなる行為を禁止する。

（入場拒否）

第 13条 丙は臨時駐車場が満車である場合は入場を停止するほか、次の場合には駐車を断

り、又は車両を退去させることができる。

（１）施設を汚損又は破損するおそれがあるとき。

（２）引火物、爆発物その他の危険物および非衛生的なものを積載しているとき。

（３）著しい騒音や臭気を発するとき。

（４）その他臨時駐車場の管理上支障があるとき。

（５）危険な運転をする車両。



（丙の遵守事項）

第 14条 丙は臨時駐車場を利用するにあたり下記事項を遵守するものとする。

（１）臨時駐車場及びその周辺において事故防止に努めるものとする。

（２）上記事項を遵守するために、交通誘導員等を適切に配置し、利用申込み時に交通誘

   導に関する計画書を乙に提出する。

（３）臨時駐車場利用時は、芝生及びクレイ舗装の損傷を低減するため、最徐行や通路の

分散化を図るものとし、特に乗入れ口付近については、これを徹底するものとする。

（４）芝生及びクレイ舗装の損傷を生じさせないように、急停止、急発進、ハンドルの据

え切り及び無用のアイドリングを行わないように、利用者に注意を促すものとする。

（５）杭等の設置は禁止とする。

（６）臨時駐車場の利用によりグラウンドに損傷を与えた場合は、丙の責任において原状

復旧すること。ただし、急な天候変化等が原因でグラウンドに損傷が及んだ場合を

除く。なお、原状復旧の方法・日時等については、甲、乙、丙協議のうえ決定する

ものとする。

（７）国・県・市道への出入りについて、管轄する警察署との協議を行い、その指示に従

   うこと。

（利用者の遵守事項）

第 15条 臨時駐車場利用者の遵守事項については下記のとおりとする。

（１）急停止、急発進、ハンドルの据え切り及び無用のアイドリングを行わないものと

する。

（２）接触その他の事故については、事故の当事者間で責任をもって解決しなければなら

   ない。

（３）出入りについては交通誘導員の指示に従うものとする。

（４）禁煙とし、火気の持ち込みも禁止とする。

（利用の禁止）

第 16条 第 14条及び第 15条の遵守事項を守らない個人、チーム、及び大会等運営団体に
対しては、以後の利用を禁止することがある。

（その他）

第 17条 この規程に定めのない事項については、甲、乙、丙は協議の上、これを定めるも

のとする。



附 則

(施行期日)
1 この規程は、平成 27年８月１日から施行する。





資料１４-２　　　　　　　　総合運動公園野球広場等臨時駐車場利用実績

野球広場 ソフトボール場 計

1 4月3日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 58 58

2 4月17日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 76 76

3 4月25日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 96 96

4 5月5日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 88 88

5 5月15日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 44 44

6 5月29日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 85 85

7 6月13日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 122 122

8 6月26日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 133 133

9 7月7日 第101回天皇杯3回戦（長崎県サッカー協会） 90 90

10 7月11日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 136 136

11 7月17日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 155 155

12 7月25日 長崎県中総体陸上競技 60 60

16 7月26日 長崎県中総体陸上競技 70 70

17 9月4日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 60 60

18 9月11日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 68 68

19 9月14日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 68 68

20 10月2日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 81 150 231

21 10月16日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 80 142 222

22 10月30日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 172 172

23 11月3日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 142 130 272

24 11月13日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 191 150 341

25 11月28日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 330 150 480

39 2月19日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 129 129

40 3月5日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 136 136

41 3月12日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 170 130 300

42 3月26日 J２リーグホーム公式戦（V・ファーレン） 98 98

1,124 2,666 3,790令和3年度　合計（42回）

Ｒ３年現在

番号 利用日 利用目的（対戦相手等）
利用実績（台数）



資料１５ 公園内専用水道概要

専用水道の概要

１.水の供給を受ける者の数及び地域に関する事項
① 水の供給を受ける者の数

２１，１６１人

② 地域に関する事項

住 所：長崎県諫早市宇都町２７番１号

施設名：長崎県立総合運動公園

２.給水量
① 1日最大給水量   275.2t/日
② 1日平均給水量   85.5t/日

３.水源の種別及び取水地点

井戸①

① 資源の種類

深層地下水

② 取水地点

住所：諫早市宇都町２７番１号（第 2駐車場）
採取深度：80ｍ

井戸②

① 資源の種類

深層地下水

② 取水地点

住所：諫早市宇都町２７番１号（野球広場）

採取深度：140ｍ

４.水源の水量の概算及び水質検査の結果
井戸①

① 水源の水量の概算 揚程 80ｍ 吐出量 250ℓ/min
         計画取水量  10t/h→7.2t/h

② 水質検査の結果

   別紙試験結果参照

井戸②

① 水源の水量の概算 揚程 140ｍ 吐出量 377.8ℓ/min
         計画取水量  15t/h

② 水質検査の結果

   別紙試験結果参照

５.水道施設概要
別紙フローシート参照

※大会時、プール開催時及び停電等の渇水時は、市水道（50㎜）を処理
水槽に引水する。

６.水道施設の位置（標高及び水位を含む。）規模及び構造。
別紙、配置図及び承認図参照



資料１５ 公園内専用水道概要

県立総合運動公園平面図（専用水道）

ろ過施設位置

水源位置①

高架水槽位置

ろ過施設位置

水源位置②



資料１５ 公園内専用水道概要

※井戸②（野球広場）については、ろ過器を経由しプール処理水槽に至り、プール補給水、高架水槽から上水と使用されるほか野球広場散水に

も使用されます。野球広場、ソフトボール場散水については、制御盤がそれぞれの場所にありスプリンクラーによって散水されます。



資料１５ 公園内専用水道概要

新井戸水質検査票



資料１５ 公園内専用水道概要

新井戸経路図



資料１６

○長崎県立都市公園条例

長崎県立都市公園条例をここに公布する。

長崎県立都市公園条例

（目的）

第１条 この条例は、都市公園法（昭和31年法律第79号。以下「法」という。）及び都市公園法施

行令（昭和31年政令第290号。以下「政令」という。）に定めるもののほか、長崎県立都市公園（以

下「都市公園」という。）の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

（都市公園の設置基準）

第２条 法第３条第１項の条例で定める基準は、次に定めるとおりとする。

(１) 県内の都市公園の県民１人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地

の都市公園の住民１人当たりの敷地面積の標準は、５平方メートル以上とする。

(２) １の市町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、

散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものを設置する場合においては、その特質に応じ

た都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮し、容易に

利用することができるように配置するとともに、都市公園としての機能を十分発揮することが

できるようその敷地面積を定めることとする。

（公園施設の設置基準）

第２条の２ 法第４条第１項の条例で定める割合は、100分の２とする。

２ 政令第６条第１項第１号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、

同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定によ

り認められる建築面積を超えることができるものとする。

３ 政令第６条第１項第２号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、

同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第１項の規定に

より認められる建築面積を超えることができることとする。

４ 政令第６条第１項第３号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、

同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第１項又は前２

項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。



５ 政令第６条第１項第４号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、

同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の２を限度として第１項又は前３

項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

６ 政令第８条第１項の条例で定める割合は、100分の50とする。

（行為の制限）

第３条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければなら

ない。

(１) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(２) 業として写真及び映画撮影を行うこと。

(３) 興行を行うこと。

(４) 広告物を掲出すること。

(５) 競技会、展示会、博覧会、写真撮影会その他これらに類する催しのために都市公園の全部

又は一部を独占して利用すること。

２ 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、

行為の内容その他知事の指示する事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

３ 第１項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、知事の指示する事

項を記載した申請書を知事に提出してその許可を受けなければならない。

４ 知事は、第１項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当するときは、第１項又は前項の

許可をしてはならない。

(１) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(２) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められると

き。

(３) 建物、附属設備若しくは備品を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(４) 公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(５) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障があると認められるとき。

５ 知事は、第１項又は第３項の許可に都市公園の管理上必要な条件を付することができる。

第３条の２ 知事は、法第６条第１項又は第３項の許可を与える場合において、その都市公園の占

用が前条第４項各号のいずれかに該当するときは、その許可をしてはならない。

（許可の特例）

第４条 法第６条第１項又は第３項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第



１項又は第３項の許可を受けることを要しない。

（行為の禁止）

第５条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第５条第１項、法第

６条第１項若しくは第３項又は第３条第１項若しくは第３項の許可に係るものについては、この

限りでない。

(１) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(２) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(３) 土地の形質を変更すること。

(４) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(５) 立入禁止区域に立ち入ること。

(６) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(７) たき火をし、若しくは火気をもて遊び又は危険な遊戯をすること。

(８) 都市公園の静穏を害し、又は他人の迷惑になることをすること。

(９) 都市公園をその目的外に使用すること。

（利用の禁止又は制限）

第６条 知事は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は

都市公園に関する工事その他都市公園の管理上やむを得ないと認められる場合においては、都市

公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、

又は制限することができる。

（有料公園施設）

第７条 県が管理する公園施設で、有料で利用させるもの（以下「有料公園施設」という。）は、

別表第１のとおりとする。

２ 有料公園施設の供用日及び供用時間は、規則で定める。

３ 有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより知事の承認を受けなければ

ならない。

４ 知事は、前項の有料公園施設の利用が第３条第４項各号のいずれかに該当するときは、前項の

承認をしてはならない。

（公園施設の設置又は管理の許可の申請書の記載事項）

第８条 法第５条第１項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(１) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項



ア 設置の目的

イ 設置の期間

ウ 設置の場所

エ 構造

オ 管理の方法

カ 工事実施の方法

キ 工事の着手及び完了の時期

ク 都市公園の復旧の方法

ケ その他知事の指示する事項

(２) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

ア 管理の目的

イ 管理の期間

ウ 管理する公園施設

エ 管理の方法

オ その他知事の指示する事項

(３) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

ア 変更する事項

イ 変更する理由

ウ その他知事の指示する事項

（占用の許可の申請書の記載事項）

第９条 法第６条第２項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(１) 都市公園を占用しようとするときは、次に掲げる事項

ア 都市公園の占用する公園施設以外の工作物その他の物件又は施設（以下「占用物」という。）

の種類、構造及び数量

イ 占用物件の管理方法

ウ その他知事の指示する事項

(２) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

ア 変更する事項

イ 変更する理由

ウ その他知事の指示する事項



（法第６条第３項ただし書の条例で定める軽易な変更）

第９条の２ 法第６条第３項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(１) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(２) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

（設計書等）

第10条法第５条第１項の公園施設の設置若しくは法第６条第１項の都市公園の占用の許可を受け

ようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書

に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

（使用料）

第11条法第５条第１項又は法第６条第１項若しくは第３項の許可を受けた者は、別表第２に掲げ

る額の使用料を県に納付しなければならない。

（使用料の徴収）

第12条前条の使用料は、許可又は承認の際徴収する。ただし、知事が別に納期を定めたときはこ

の限りでない。

２ 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、相当の理由があると認める場合においては、

その全部又は一部を還付することができる。

（使用料の減免）

第13条知事は、公益上その他特別の理由があると認める場合においては、使用料を減免すること

ができる。

（監督処分）

第14条知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を

取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは

都市公園からの退去を命ずることができる。

(１) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(２) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(３) 詐欺その他不正な行為によりこの条例の規定による許可を受けた者

２ 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた

者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(１) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(２) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合



(３) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

３ 第１項の規定に基づく処分により生じた損害については、県はこれを賠償する責めを負わない。

（工作物等を保管した場合の公示）

第15条法第27条第５項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(１) 保管した工作物その他の物件又は施設（以下「工作物等」という。）の名称又は種類、形

状及び数量

(２) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(３) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(４) 前３号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

２ 法第27条第５項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(１) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示

すること。

(２) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示

の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を

有する者（第17条において「所有者等」という。）の氏名及び住所を知ることができないとき

は、その掲示の要旨を長崎県公報に掲載すること。

３ 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を

規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

（保管した工作物等の価額の評価及び売却）

第16条法第27条第６項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の

使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。

この場合において、知事は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知

識を有する者の意見を聴くことができる。

２ 知事は、法第27条第６項の規定により保管した工作物等を売却する場合、規則で定める方法に

より売却するものとする。

（工作物等を返還する場合の手続）

第17条知事は、保管した工作物等（法第27条第６項の規定により売却した代金を含む。）を当該

工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書

類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき所有者等であること

を証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。



（届出）

第18条次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を

知事に届け出なければならない。

(１) 法第５条第１項又は法第６条第１項若しくは第３項の許可を受けた者が公園施設の設置又

は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(２) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(３) 第１号に掲げる者が法第10条第１項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(４) 法第27条第１項又は第２項の規定により同条第１項に規定する必要な措置を命ぜられた者

が命ぜられた工事を完了したとき。

(５) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移

転したとき。

(６) 第14条第１項又は第２項の規定により同条第１項に規定する必要な措置を命ぜられた者が

命ぜられた工事を完了したとき。

（都市公園の区域の変更及び廃止）

第19条知事は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、

位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければ

ならない。

（公園予定区域及び予定公園施設についての準用）

第20条第３条から第18条までの規定は、法第33条第４項に規定する公園予定区域又は予定公園施

設について準用する。

（都市公園の管理）

第21条都市公園の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、

法人その他の団体であって知事が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせるもの

とする。

（指定管理者の業務）

第22条指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(１) 第３条の許可に関する業務

(２) 第７条第３項の利用の承認に関する業務

(３) 第１号の許可及び前号の承認に係る使用料（以下「利用料金」という。）に関する業務

(４) 都市公園及びその附属設備の維持管理に関する業務



(５) 都市公園の利用の促進及び都市公園を利用したスポーツの普及に寄与する業務

(６) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の運営に関して知事が必要と認める業務

（指定管理者の指定の手続）

第23条第21条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、知

事に対しその定める時期までに提出しなければならない。

(１) 都市公園の管理に関する事業計画書

(２) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

（指定管理者の指定の基準）

第24条知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補

を選定し、議会の議決を経て指定管理者の指定をするものとする。

(１) 事業計画書等の内容が、住民の平等な利用を確保できるものであること。

(２) 事業計画書等の内容が、都市公園の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る

経費の縮減を図ることができるものであること。

(３) 指定を受けようとするものが有する物的能力及び人的能力が、事業計画書に沿った都市公

園の管理を安定して行うことができるものであること。

(４) この条例の目的に照らし、設置者との連携が十分に図られるものであること。

(５) 県内に主たる事務所を有すること。

（利用料金）

第25条第３条第１項若しくは第３項の許可を受けた者及び第７条第３項の承認を受けた者は、指

定管理者にその利用料金を納めなければならない。

２ 指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。

３ 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

これを変更しようとする場合も、同様とする。

４ 知事は、前項の規定により承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が都市

公園と規模、形態等において類似の都市公園の同種料金と比較して、均衡のとれたものであると

認めるときは、承認をするものとする。

５ 第12条及び第13条の規定は、第１項の利用料金の納付について準用する。この場合において、

同条中「知事」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

６ 利用料金は、指定管理者の収入とする。

（委任）



第26条この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

（罰則）

第27条次の各号のいずれかに該当する者に対しては、５万円以下の過料を科する。

(１) 第３条第１項又は第３項（第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定

に違反した者

(２) 第５条（第20条において準用する場合を含む。）の規定に違反した者

(３) 第14条第１項又は第２項（第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定

による知事の命令に違反した者

第28条詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の

５倍に相当する額（当該５倍に相当する額が５万円を超えないときは、５万円とする。）以下の

過料を科する。

（両罰規定）

第29条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関し、前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各

本条の過料を科する。

第30条法第５条の11の規定により知事に代わってその権限を行う者は、第27条から前条までの規

定の適用については、知事とみなす。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から起算して１月を経過した日から施行する。

（伊ノ浦針尾県立公園施設等使用条例の廃止）

２ 伊ノ浦針尾県立公園施設等使用条例（昭和31年長崎県条例第８号）は、廃止する。

（経過措置）

３ この条例の施行の際現に有する権限に基づいて都市公園内で第３条第１項各号に掲げる行為を

している者は、その権限に基づいてなお当該行為をすることができる期間（当該期間が１年を超

えるとき又は当該期間について期間の定めのないときは、この条例の施行の日から起算して１年

とする。）従前と同様の条件により、当該行為をすることについて同条同項の許可を受けたもの

とみなす。

４ この条例の施行の際伊ノ浦針尾県立公園施設等使用条例によって、この条例の施行の日以後に

係る使用料を納付している者は、第11条の規定による使用料を納付した者とみなす。



５ この条例の施行の際伊ノ浦針尾県立公園施設等使用条例によって、原状回復、改善等を命ぜら

れている者は、第14条の規定により必要な措置を命ぜられた者とみなす。

附 則（昭和39年条例第60号）抄

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から起算して３月を経過した日から施行する。

附 則（昭和45年条例第16号）

この条例は、昭和45年４月１日から施行する。

附 則（昭和48年条例第37号）

この条例は、昭和48年４月１日から施行する。

附 則（昭和51年条例第14号）抄

１ この条例は、昭和51年４月１日から施行する。

３ 昭和51年４月１日前に発売された回数券による長崎県立総合運動公園陸上競技場の利用に係る

使用料の額は、第21条の規定による改正後の別表第２(2)の規定にかかわらず、同年６月30日まで

の間なお従前の例による。

附 則（昭和52年条例第16号）

１ この条例は、昭和52年４月１日から施行する。

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則（昭和53年条例第８号）

この条例は、昭和53年４月１日から施行する。

附 則（昭和53年条例第32号）

この条例は、昭和53年10月15日から施行する。

附 則（昭和54年条例第11号）

この条例は、昭和54年４月１日から施行する。

附 則（昭和56年条例第３号）抄

１ この条例は、昭和56年４月１日から施行する。

３ 第10条の規定による改正前の長崎県立都市公園条例別表第２駐車場の項の規定により発売され

た回数券を施行日以後使用する者は、改正後の同項に掲げる１台１日１回につきの金額と改正前

の同項に掲げる１台１日１回につきの金額との差額を納付しなければならない。

附 則（昭和57年条例第11号）抄

１ この条例は、昭和57年４月１日から施行する。



附 則（昭和60年条例第５号）

この条例は、昭和60年４月１日から施行する。

附 則（昭和61年条例第35号）

この条例は、昭和61年８月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定及び別表第２の改正

規定中百花台公園に関する部分は、昭和61年９月１日から施行する。

附 則（昭和62年条例第27号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成元年条例第25号）

この条例は、平成元年４月１日から施行する。

附 則（平成３年条例第17号）

この条例は、平成３年４月１日から施行する。

附 則（平成４年条例第23号）

この条例は、平成４年４月１日から施行する。

附 則（平成５年条例第17号）

この条例は、平成５年４月１日から施行する。

附 則（平成６年条例第39号）

１ この条例は、平成７年２月１日から施行する。

２ この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例によ

る。

附 則（平成９年条例第24号）

この条例は、平成９年４月１日から施行する。

附 則（平成11年条例第15号）

この条例は、平成11年４月１日から施行する。

附 則（平成11年条例第66号）

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成12年４月１日から施行

する。

附 則（平成12年条例第11号）

この条例は、平成12年４月１日から施行する。

附 則（平成17年条例第70号）

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の長崎県立都市公園条例第



11条（法第５条第１項の許可の部分を除く。）、第21条から第24条までの規定（指定管理者の指定

の手続に関する部分を除く。）及び第25条の規定は、平成18年４月１日から施行する。

附 則（平成17年条例第108号）

この条例は、平成18年４月１日から施行する。

附 則（平成24年12月28日条例第79号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成26年３月31日条例第40号）

この条例は、平成26年４月１日から施行する。

附 則（平成30年３月30日条例第37号）

この条例は、平成30年４月１日から施行する。

附 則（平成31年３月22日条例第23号）

この条例中第１条の規定は平成31年４月１日から、第２条の規定は同年10月１日から施行する。

附 則（令和２年３月27日条例第28号）

この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、別表第１長崎県立総合運動公園の項の改

正規定は、同年６月１日から施行する。

附 則（令和３年３月26日条例第20号）

この条例は、令和３年４月１日から施行する。



別表第１（第７条関係）

（令３条例20・一部改正）

有料公園施設

都市公園名 有料公園施設の名称

西海橋公園 ソフトボール場

ソリゲレンデ

長崎県立総合運動公園 陸上競技場

補助競技場

テニスコート

野球広場

ソフトボール場

水泳プール

田平公園 運動広場

テニスコート

百花台公園 サツカー場

ソフトボール場

テニスコート



別表第２（第11条関係）

使用料

１ 公園施設を設ける場合

都市公園名 単位 金額

西海橋公園 1平方メートル1月につき 80円

平戸公園

田平公園

百花台公園

長崎県立総合運動公園 1平方メートル1月につき 140円

２ 公園施設を管理する場合

都市公園名 施設の名称 単位 金額

平戸公園 売店 1平方メートル1月につ

き

740円

田平公園

長崎県立総合運動公園 売店 1平方メートル1月につ

き

400円

３ 都市公園を占用する場合

種別 単位 金額

電柱その他これに類するもの 電気通信事業法施行令（昭和60年政令

第75号）の別表第1に定める単位及び

期間

電気通信事業法施行令の別

表第1の例により算定した額

水道管、下水道管、ガス管その他

これらに類するもの

長崎県道路占用料徴収条例（昭和43

年長崎県条例第18号）の別表に定める

単位及び期間

長崎県道路占用料徴収条例

の別表の例により算定した

額

前号以外の目的によるもの 知事がその都度定める額



資料１７

○長崎県立都市公園条例施行規則

長崎県立都市公園条例施行規則をここに公布する。

長崎県立都市公園条例施行規則

長崎県立都市公園条例施行規則（昭和35年長崎県規則第70号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、長崎県立都市公園条例（昭和35年長崎県条例第39号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項を定めるものとする。

（広告物掲出の基準）

第２条 条例第３条第１項第４号の規定により、都市公園内に掲出することができる広告物の種類

及び基準は次のとおりとする。

種類 基準

広告板 広告板1個当たりの表示面積は、30平方メートル以下であること。

横断幕・懸垂幕 幅1メートル以下、長さ10メートル以下であること。

旗・のぼり 幅1メートル以下、長さ4メートル以下であること。

立看板 縦（脚の長さを含む。）2.1メートル以下、横0.9メートル以下であるこ

と。

（有料公園施設の供用日及び供用時間）

第３条 条例第７条第２項の有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表第１のとおりとする。た

だし、知事が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

（利用の承認申請）

第４条 条例第７条第３項の規定により知事の承認を受けようとする者は、有料公園施設利用承認

申請書（様式第１号）正副２通を知事に提出しなければならない。ただし、ソリゲレンデ若しく

は水泳プールを利用しようとする者又は陸上競技場を独占しないで個人で利用しようとする者に

あっては口頭により申し込むものとする。

（利用の承認等）

第５条 知事は、有料公園施設の利用の承認をしたときは、前条本文の場合にあっては有料公園施

設利用承認申請書の副本に承認印（様式第２号）を押したものを申請書に交付し、同条ただし書



の水泳プール又は陸上競技場の利用の場合にあっては利用券（様式第３号）又は回数券（様式第

４号）を、ソリゲレンデの利用の場合にあっては利用券（様式第３号）を交付するものとする。

２ 前項の有料公園施設利用承認申請書の副本又は利用券は、有料公園施設を利用する際関係職員

に提示し、回数券は有料公園施設を利用するつど、その１片を関係職員に渡さなければならない。

（電子計算機による利用の承認申請等）

第６条 条例第７条第３項の規定による知事の承認を受けようとする者（ソリゲレンデ、陸上競技

場又は水泳プールに係るものを除く。以下この条において「申請者」という。）は、第４条の規

定にかかわらず、様式第１号の提出に代えて、電子情報処理組織（県の使用に係る電子計算機（入

出力装置を含む。以下同じ。）と申請者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電

子情報処理組織をいう。）を使用して申請をすることができる。

２ 前項の規定により行われた申請にあっては、県の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

への記録がされた時に知事に到達したものとみなし、当該申請に対して知事が行う処分の結果は、

電子情報処理組織を使用して申請者の使用に係る電子計算機に表示するものとする。

３ 第１項の場合における利用の承認申請に係る申請者の署名等（署名、記名、押印その他氏名又

は名称を記載することをいう。以下同じ。）については、氏名又は名称を明らかにする措置であ

って別に定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

４ 第１項の規定により申請が行われた場合にあっては、前条第２項の規定にかかわらず、有料公

園施設利用承認申請書の副本又は利用券に代えて、別に定めるものを有料公園施設を利用する際

関係職員に提示しなければならない。

（添附図面）

第７条 条例第10条の規定により都市公園法（昭和31年法律第79号。以下「法」という。）第５条

第１項の公園施設の設置若しくは法第６条第１項の都市公園の占用の許可又はそれらの許可を受

けた事項の変更の許可の申請書に添付しなければならない図書の種類は、次のとおりとする。

(１) 位置図 縮尺1,000分の１以上で、縮尺、方位、申請箇所、目標となる地形、地物等を表示

したもの

(２) 実測平面図 縮尺100分の１以上で、縮尺、方位、申請地内における工作物又は施設の位置

等を表示したもの

(３) 丈量図 縮尺100分の１以上で、縮尺、方位、三さ法による求積計算等を表示したもの

(４) 構造図 縮尺50分の１以上で、次の区分により設計の表示に必要な図面等を添附したもの

ア 土地の形状変更を伴う場合は、縦断図、横断図等



イ 工作物を設置する場合は、立面図、側面図、意匠配色図等

(５) 申請地の現況写真

２ 前項の規定にかかわらず、軽易な工作物等については、前項の図書の一部を省略することがで

きる。

（使用料の額の算定）

第８条 条例第11条に規定する使用料の額は、次の各号に定めるところにより算定するものとする。

(１) 使用料が年額で定められているものについて、使用期間に１年未満の端数日数がある場合

は、月割として計算する。

(２) 使用料が月額で定められているものについて、使用期間に１月未満の端数日数がある場合

は、１月として計算する。

(３) 使用料が日額で定められているものについて、使用期間に１日未満の端数がある場合は、

１日として計算する。

(４) 面積又は長さに１平方メートル又は１メートルに満たない端数がある場合は、１平方メー

トル又は１メートルに切り上げて計算する。

（使用料の徴収）

第９条 条例第12条第１項ただし書の知事が別に納期を定めたときは、次に掲げるものとする。

(１) 第６条第１項の規定により申請が行われたとき。

(２) 知事が、相当の理由があると認めるとき。

２ 条例第12条第２項ただし書の相当の理由があると認める場合は、次に掲げるものとする。

(１) 利用の承認を受けた者の責に帰すことができない理由により都市公園の利用ができなくな

った場合

(２) 知事が緊急又は公益的な目的のために利用する等都市公園の利用ができなくなった場合

(３) その他知事が特別の事情があると認める場合

（除却した工作物等の保管等）

第10条条例第15条第２項第１号の規則で定める場所は、別表第２のとおりとする。

２ 条例第15条第３項の規則で定める場所は、別表第３のとおりとする。

（除却した工作物等の売却）

第11条条例第16条第２項の規則で定める方法は、競争入札によるものとする。ただし、競争入札

に付しても入札者がない場合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場合は、随

意契約により行うことができる。



（指定申請）

第12条条例第23条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書（様式第18号）によるものとする。

２ 条例第23条第１号に規定する事業計画書は、都市公園に係る次に掲げる事項を記載するものと

する。

(１) 都市公園の管理運営方針に関する事項

(２) 中期計画に関する事項

(３) 管理運営の内容に関する事項

(４) 収支計画に関する事項

(５) 組織及び人員に関する事項

(６) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

３ 条例第23条第２号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(１) 定款又は寄付行為及び登記事項証明書

(２) 役員の名簿及び履歴書

(３) 団体の概要に関する書類

(４) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

（申請書等の様式）

第13条法及び条例の規定により提出すべき次の各号に掲げる申請書及び届書の様式は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。

(１) 法第５条第１項に規定する公園施設の設置の許可の申請書 様式第６号

(２) 法第５条第１項に規定する公園施設の管理の許可の申請書 様式第７号

(３) 法第６条第２項に規定する都市公園の占用の許可の申請書 様式第８号

(４) 条例第３条第１項に規定する都市公園内の行為の許可の申請書 様式第９号

(５) 法第５条第１項、法第６条第３項又は条例第３条第３項に規定する許可事項の変更の許可

の申請書 様式第10号

(６) 条例第15条第３項に規定する保管工作物等一覧簿 様式第11号

(７) 条例第17条に規定する受領書 様式第12号

(８) 条例第18条第１号の規定による都市公園内の公園施設の設置又は都市公園の占用に関する

工事の完了届 様式第13号

(９) 条例第18条第２号の規定による都市公園の占用の廃止届 様式第14号

(10) 条例第18条第３号の規定による都市公園の原状回復届 様式第15号



(11) 条例第18条第４号又は第６号の規定による工事の完了届 様式第16号

(12) 条例第18条第５号の規定による所有権の移転又は抵当権の設定若しくは移転届 様式第17

号

附 則

１ この規則は、昭和48年４月１日から施行する。

２ 西海橋路外駐車場管理規程（昭和33年長崎県規則第23号）は、廃止する。

附 則（昭和50年規則第33号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（昭和51年規則第14号）

この規則は、昭和51年４月１日から施行する。

附 則（昭和53年規則第11号）

この規則は、昭和53年４月１日から施行する。

附 則（昭和53年規則第57号）

この規則は、昭和53年10月15日から施行する。

附 則（昭和54年規則第５号）

この規則は、昭和54年４月１日から施行する。

附 則（昭和56年規則第10号）

この規則は、昭和56年４月１日から施行する。

附 則（昭和57年規則第33号）

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年４月１日から適用する。

附 則（昭和60年規則第９号）

この規則は、昭和60年４月１日から施行する。

附 則（昭和60年規則第64号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（昭和61年規則第44号）

この規則は、昭和61年８月１日から施行する。

附 則（昭和62年規則第54号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成３年規則第８号）

この規則は、平成３年３月25日から施行する。



附 則（平成４年規則第22号）

この規則は、平成４年４月１日から施行する。

附 則（平成５年規則第７号）

この規則は、平成５年４月１日から施行する。

附 則（平成６年規則第24号）

この規則は、平成６年４月１日から施行する。

附 則（平成11年規則第９号）

この規則は、平成11年４月１日から施行する。

附 則（平成11年規則第21号）

この規則は、平成11年４月１日から施行する。

附 則（平成16年規則第22号）

この規則は、平成16年４月１日から施行する。ただし、第８条を第10条とし、第７条を第８条と

し、同条の次に１条を加える改正規定及び第６条を第７条とし、第５条の次に１条を加える改正規

定は、平成16年６月１日から施行する。

附 則（平成17年規則第64号）

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第８条第４号を削る改正規定は、平成18年４月１

日から施行する。

附 則（平成21年規則第29号の６）

この規則は、平成21年４月１日から施行する。

附 則（令和２年３月27日規則第17号）

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の２長崎県立総合運動公園の表サッカー

場の項の改正規定は、令和２年６月１日から施行する。

附 則（令和３年１月29日規則第７号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和３年３月26日規則第36号）

この規則は令和３年４月１日から施行する。



別表第１（第３条関係）

（令３規則36・一部改正）

１ 西海橋公園

有料公園施設の名称 供用日 供用時間

ソフトボール場 1月4日から12月28日まで 午前9時から午後9時まで。ただし、3

月1日から12月28日までの間は午前6時

から

ソリゲレンデ 1月4日から12月28日まで 午前9時から午後5時まで

２ 長崎県立総合運動公園

有料公園施設の名称 供用日 供用時間

陸上競技場 1月4日から12月28日まで 午前9時から午後7時まで。ただし、12

月1日から翌年2月末日までの間は、午

後5時まで

補助競技場 1月4日から12月28日まで 午前9時から午後5時まで。ただし、4

月1日から9月30日までの間は午後7時

まで

テニスコート 1月4日から12月28日まで 午前9時から午後9時まで

野球広場

ソフトボール場

1月4日から12月28日まで 午前9時から午後9時まで。ただし、3

月1日から12月28日までの間は午前6時

から

水泳プール 7月1日から9月第1週の日曜日ま

で。ただし、毎週火曜日は休場日

（国民の祝日に関する法律（昭和

23年法律第178号）に規定する海

の日から8月31日までの期間中を

除く。）

午前9時から午後6時まで

３ 田平公園

有料公園施設の名称 供用日 供用時間

運動広場 1月4日から12月28日まで 午前9時から午後9時まで。ただし、3



月1日から12月28日までの間は午前6時

から

テニスコート 1月4日から12月28日まで 午前9時から午後9時まで

４ 百花台公園

有料公園施設の名称 供用日 供用時間

サッカー場

ソフトボール場

1月4日から12月28日まで 午前9時から午後5時まで。ただし、3

月1日から9月30日までの間は午前6時

から午後7時まで

テニスコート 1月4日から12月28日まで 午前9時から午後5時まで。ただし、3

月1日から9月30日までの間は午後7時

まで



別表第２（第10条関係）

保管した工作物等の放置されて

いた都市公園名

保管した工作物等に関する事項を掲示する場所

西海橋公園 長崎県県北振興局

西海橋公園管理事務所

長崎県立総合運動公園 長崎県県央振興局

長崎県立総合運動公園陸上競技場事務室

田平公園

平戸公園

長崎県県北振興局

田平公園管理事務所

百花台公園 長崎県島原振興局

百花台公園管理事務所

別表第３（第10条関係）

保管した工作物等の放置されて

いた都市公園名

保管工作物等一覧簿を備える場所

西海橋公園 長崎県県北振興局

長崎県立総合運動公園 長崎県県央振興局

田平公園

平戸公園

長崎県県北振興局

百花台公園 長崎県島原振興局






































