
平成３１年（２０１９年）３月７日  

建 設 委 員 会 資 料  

都 市 基 盤 部 公 園 担 当 

 

（第３２号議案） 

 

中野区立公園条例の一部を改正する条例について 

 

１ 公園使用料等の改正 

（１）改正理由及び概要 

現行の公園使用料等は、平成２７年１月１日付で評価替えされた固定資産税評価額

を用いて積算し、平成２８年４月１日付で施行したものである。 

この度、平成３０年１月１日に固定資産税評価額の評価替えが行われたことに伴い、

公園使用料等の単価を改定する。 

見直しは、評価替えに基づき行われる道路占用料の改定に準じ行っている。 

 

（２）積算方法等 

１）積算方法 

公園占用料単価（月額） 

＝ ア固定資産税評価額×イ使用料率×ウ占用面積×エ修正率 

ア 平成３０年度固定資産税評価額２３区平均（４１９，１０７円） 

イ 道路占用料の使用料率に準ずる割合（１，０００分の２．８） 

ウ 当該占用物件の基準面積（１㎡） 

エ 公園に対する影響の度合い（「地上」を１とした場合、「上空」は０．５） 

２）激変緩和措置 

上記計算式により積算した額と現行条例額の１.２倍した額とを比較し、低い方

の額を採用する。 

 

 

２ 催しのための臨時的占用の許可及び利用料金の規定等の追加 

（１）追加理由及び概要 

都市公園法の改正の背景等を踏まえ、利用者満足度の向上や地域活性化に寄与しや

すい体制を構築するため、指定管理者が行う業務に催しのための臨時的占用の許可業

務を追加するとともに、許可に係る利用料金及び有料施設（体験学習室）の利用料金

の限度額の規定を追加する。 

 



 

（２）積算方法 

  １）積算方法 

① 催しのための臨時的占用 

「１ 公園使用料等の改正」の積算方法によって改正された金額に準ずる。 

② 有料施設（体験学習室Ａ、Ｂ、Ｃ） 

下記計算式により算定し、各部屋の面積及び貸出時間で按分し積算する。 

１日あたりの経費＝（ア所要経費×イ貸出面積÷ウ延床面積） 

＋エ職員人件費÷オ年間貸出総日数×カ性質別負担割合 

ア 年間指定管理料及び減価償却費（５６，２１６，６５３円） 

イ 貸出す部屋の総面積（１６５．８４８㎡） 

ウ 建築物全体の延床面積（４００．７６㎡） 

エ 区職員の人件費（指定管理者管理のため０円） 

オ 年末年始を除く（３５９日） 

カ 所定の係数（０．５） 

 

 

３ 平和の森公園多目的運動広場及び附属設備の利用料金の規定の追加 

（１）追加理由及び概要 

平和の森公園の管理運営を、平成３２年４月より指定管理者が行うことを可能とす

るため、多目的運動広場及び附属設備（照明設備）の利用料金の限度額を規定する。 

 

（２）積算方法等 

１）積算方法 

① 多目的運動広場 

維持管理費、減価償却費、年間使用日数等により積算した、白鷺せせらぎ

公園の多目的運動場の金額に基づき、本五ふれあい公園及び南台いちょう公

園と同様に、中野区立公園条例別表第３に定める使用料を準用する。 

② 多目的運動広場附属設備（照明設備） 

下記計算式により算定し、３０分あたりの利用料金として積算する。 

１時間あたりの利用料金＝（ア年間電気料金＋イ減価償却費） 

×ウ性質別負担割合÷エ年間枠利用時間 

ア 想定稼働時間により積算（７７８，９６１円） 

イ 照明設備に係る減価償却費（４，５０８，６２２円） 

ウ 所定の係数（０．７） 

エ 想定稼働時間（１，３６９時間） 



 

２）減額免除 

多目的運動広場及び附属設備の利用料金については、中野区立公園条例施行

規則の規定による利用形態別の減免措置を予定する。 

また、既に他の施設で実施されているスポーツ施設使用料の軽減策を適用す

る（平成３６年６月３０日まで）。 

 

 

４ 中野区立公園条例新旧対照表 

別紙のとおり 

 

 

５ 施行予定 

（１）公園使用料等の改正 

   平成３１年４月１日 

 

（２）催しのための臨時的占用許可及び利用料金の規定の追加 

    平成３１年９月１日 

 

（３）平和の森公園多目的運動広場及び附属設備の利用料金の規定の追加 

    平成３２年４月１日 
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【第１条】中野区立公園条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第１７条 （略） 第１条～第１７条 （略） 

 （指定管理者が行う業務）  （指定管理者が行う業務） 

第１８条 指定管理者は、区長が指定する公園について次に掲げる業務を行うも

のとする。 

第１８条 指定管理者は、区長が指定する公園について次に掲げる業務を行うも

のとする。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 第６条の規定により写真撮影のための臨時的な占用、ロケーション（映画、

テレビジョン及びビデオの撮影をする場合に限る。）のための臨時的な占用

及び催しのための臨時的な占用（以下「臨時的占用」と総称する。）を許可

すること。 

 ⑵ 第６条の規定により写真撮影のための臨時的な占用及びロケーション（映

画、テレビジョン及びビデオの撮影をする場合に限る。）のための臨時的な

占用（以下「臨時的占用」と総称する。）を許可すること。 

 ⑶～⑻ （略）  ⑶～⑻ （略） 

第１９条～第２７条 （略） 第１９条～第２７条 （略） 

   附 則 （略）    附 則 （略） 

別表第１（第１０条関係） 別表第１（第１０条関係） 

 ⑴ 土地の使用料  ⑴ 土地の使用料 

種別 単位 金額 

地上 地下 

土地 １ 平 方 メ

ートル、１

月 

１，１００円（公募の方法によ

り公園施設を設置する場合は、

この金額に５００を乗じて得

た額の範囲内で区長が定める

額） 

７３３円（公募の方法により公

園施設を設置する場合は、この

金額に５００を乗じて得た額

の範囲内で区長が定める額） 

 

種別 単位 金額 

地上 地下 

土地 １平方メ

ートル、１

月 

７８１円（公募の方法により公

園施設を設置する場合は、この

金額に５００を乗じて得た額の

範囲内で区長が定める額） 

 

５２０円（公募の方法により公

園施設を設置する場合は、この

金額に５００を乗じて得た額の

範囲内で区長が定める額） 

 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

別表第２（第１０条関係） 別表第２（第１０条関係） 

 公園の占用料  公園の占用料 
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占用物件 単位 金額 

電柱 本柱、支柱又は支線 １本につき １月 １，５８３円 

標識 １本につき １月 ９３８円 

水道管、下

水道管、ガ

ス管 

外径４０センチメ

ートル未満のもの 

長さ１メートルにつき １月 １４０円 

外径４０センチメ

ートル以上１メー

トル未満のもの 

３５１円 

外径１メートル以

上のもの 

７０３円 

電線 電線 長さ１メートルにつき １月 １１７円 

地 下

電線 

外径４０セン

チメートル未

満のもの 

１４０円 

外径４０セン

チメートル以

上１メートル

未満のもの 

３５１円 

外径１メート

ル以上のもの 

７０３円 

鉄塔 占用面積 １平方メートルに

つき １月 

１，１７３円 

変圧塔、マンホール類 １個につき １月 １，１７３円 

郵便差出箱又は信書便差出箱 １個につき １月 ４６９円 

公衆電話所 １個につき １月 １，１７３円 

地下の占用

物件 

地上露出部分 占用面積１平方メートルにつ

き １月 

８６５円 

占用物件 単位 金額 

電柱 本柱、支柱又は支線 １本につき １月 １，３７７円 

標識 １本につき １月 ８１６円 

水道管、下

水道管、ガ

ス管 

外径４０センチメ

ートル未満のもの 

長さ１メートルにつき １月 １２２円 

外径４０センチメ

ートル以上１メー

トル未満のもの 

３０６円 

外径１メートル以

上のもの 

６１２円 

電線 電線 長さ１メートルにつき １月 １０２円 

地 下

電線 

外径４０セン

チメートル未

満のもの 

１２２円 

外径４０セン

チメートル以

上１メートル

未満のもの 

３０６円 

外径１メート

ル以上のもの 

６１２円 

鉄塔 占用面積 １平方メートルに

つき １月 

１，０２０円 

変圧塔、マンホール類 １個につき １月 １，０２０円 

郵便差出箱又は信書便差出箱 １個につき １月 ４０８円 

公衆電話所 １個につき １月 １，０２０円 

地下の占用

物件 

地上露出部分 占用面積１平方メートルにつ

き １月 

７２１円 
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地下部分 占用面積１平方メートルにつ

き １月 

３５１円 

高架の占用物件 占用面積１平方メートルにつ

き １月 

５８６円 

天体気象又は土地の観測施設 占用面積１平方メートルにつ

き １月 

９８７円 

写真撮影 常時占用 １台につき １月 ９，３６０円 

臨時的な占用 １回（１時間以内とする。）に

つき 

１，６７５円 

ロケーショ

ンのための

臨時的な占

用 

映画、テレビジョン

及びビデオの撮影 

１回（１時間以内とする。）に

つき 

１４，６２５円 

その他の占用 占用面積１平方メートルにつ

き １日 

３９円 

 

地下部分 占用面積１平方メートルにつ

き １月 

３０６円 

高架の占用物件 占用面積１平方メートルにつ

き １月 

５１０円 

天体気象又は土地の観測施設 占用面積１平方メートルにつ

き １月 

８２３円 

写真撮影 常時占用 １台につき １月 ８，１６０円 

臨時的な占用 １回（１時間以内とする。）に

つき 

１，４４５円 

ロケーショ

ンのための

臨時的な占

用 

映画、テレビジョン

及びビデオの撮影 

１回（１時間以内とする。）に

つき 

１２，７５０円 

その他の占用 占用面積１平方メートルにつ

き １日 

３４円 

 

別表第３ （略） 別表第３ （略） 

別表第４（第２４条、第２５条関係） 別表第４（第２４条、第２５条関係） 

 臨時的占用に係る利用料金  臨時的占用に係る利用料金 

占用物件 単位 限度額 

写真撮影 臨時的な占用 １回（１時間以内とす

る。）につき 

１，６７５円 

ロケーションの

ための臨時的な

占用 

映画、テレビジョ

ン及びビデオの撮

影 

１回（１時間以内とす

る。）につき 

１４，６２５円 

催し 臨時的な占用 占用面積１平方メー

トルにつき １日 

３９円 

 

占用物件 単位 限度額 

写真撮影 臨時的な占用 １回（１時間以内とす

る。）につき 

１，４４５円 

ロケーションの

ための臨時的な

占用 

映画、テレビジョ

ン及びビデオの撮

影 

１回（１時間以内とす

る。）につき 

１２，７５０円 

 

別表第５（第２４条、第２５条関係） 別表第５（第２４条、第２５条関係） 
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 ⑴ 有料施設の利用料金  ⑴ 有料施設の利用料金 

種別 単位 限度額 

野球場 

～ 

自動車駐車場 

（略） （略） 

体験学習室Ａ １回（１時間以内） １，３００円 

体験学習室Ｂ １回（１時間以内） ９００円 

体験学習室Ｃ １回（１時間以内） ５００円 
 

種別 単位 限度額 

野球場 

～ 

自動車駐車場 

（略） （略） 

 

 備考 （略）  備考 （略） 

 ⑵・⑶ （略）  ⑵・⑶ （略） 

  

 

【第２条】中野区立公園条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第２７条 （略） 第１条～第２７条 （略） 

   附 則    附 則 

１～６ （略） １～６ （略） 

 （使用料の額等の特例措置）  （使用料の額等の特例措置） 

７ 平成３２年４月１日から平成３６年６月３０日までの間における、別表第３

の規定の適用については、同表中「６，５００円」とあるのは「３，３００円」

とし、別表第５⑴の表の規定の適用については、同表中「４，０００円」とあ

るのは「２，０００円」と、「１，１００円」とあるのは「６００円」と、「１，

２１０円」とあるのは「６１０円」と、「１２，１００円」とあるのは「６，

１００円」と、「１８，１００円」とあるのは「９，１００円」と、「２４，

７００円」とあるのは「１２，４００円」と、「４７，８００円」とあるのは

「２３，９００円」と、「６，５００円」とあるのは「３，３００円」とし、

７ 平成３０年７月１日から平成３６年６月３０日までの間における、別表第３

の規定の適用については、同表中「６，５００円」とあるのは「３，３００円」

とし、別表第５⑴の表の規定の適用については、同表中「４，０００円」とあ

るのは「２，０００円」と、「１，１００円」とあるのは「６００円」と、「１，

２１０円」とあるのは「６１０円」と、「１２，１００円」とあるのは「６，

１００円」と、「１８，１００円」とあるのは「９，１００円」と、「２４，

７００円」とあるのは「１２，４００円」と、「４７，８００円」とあるのは

「２３，９００円」とし、別表第５⑵の表の規定の適用については、同表中「１，
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別表第５⑵の表の規定の適用については、同表中「１，０００円」とあるのは

「５００円」と、「６００円」とあるのは「３００円」とし、別表第５⑶の表

の規定の適用については、同表中「２００円」とあるのは「１００円」と、「１，

８００円」とあるのは「９００円」と、「３００円」とあるのは「２００円」

と、「１，４００円」とあるのは「７００円」とする。 

０００円」とあるのは「５００円」と、「６００円」とあるのは「３００円」

とし、別表第５⑶の表の規定の適用については、同表中「２００円」とあるの

は「１００円」と、「１，８００円」とあるのは「９００円」と、「３００円」

とあるのは「２００円」とする。 

別表第１～別表第４ （略） 別表第１～別表第４ （略） 

別表第５（第２４条、第２５条関係） 別表第５（第２４条、第２５条関係） 

 ⑴ 有料施設の利用料金  ⑴ 有料施設の利用料金 

種別 単位 限度額 

野球場 

～ 

体験学習室Ｃ 

（略） （略） 

多目的運動広場 １回（２時間以内） ６，５００円 
 

種別 単位 限度額 

野球場 

～ 

体験学習室Ｃ 

（略） （略） 

 

 備考 （略）  備考 （略） 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

 ⑶ 附属設備の利用料金  ⑶ 附属設備の利用料金 

種別 附属設備 単位 限度額 

弓道場 

～ 

庭球場 

（略） （略） （略） 

多目的運動広場 照明設備 ３０分以内 １，４００円 
 

種別 附属設備 単位 限度額 

弓道場 

～ 

庭球場 

（略） （略） （略） 

 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 
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 ⑴ 附則第６項から附則第８項までの規定 公布の日 

 ⑵ 第１条中別表第１⑴の表及び別表第２の改正規定、別表第４の改正規定（同表に次のように加える改正規定を除く。）並びに次項から附則第４項までの規定

 平成３１年４月１日 

 ⑶ 第１条中第１８条第２号の改正規定、別表第４に次のように加える改正規定及び別表第５⑴の表に次のように加える改正規定 平成３１年９月１日 

 ⑷ 第２条及び附則第５項の規定 平成３２年４月１日 

 （経過措置） 

２ 前項第２号に規定する施行の日の前日までに公園施設の設置の許可を受けている者のうち、当該公園施設の設置の期間が１年以内のものに係る土地の使用料の

額については、なお従前の例による。 

３ 附則第１項第２号に規定する施行の日の前日までに公園の占用の許可を受けている者のうち、当該公園の占用の期間が１年以内のものに係る占用料の額につい

ては、なお従前の例による。 

４ 附則第１項第２号に規定する施行の日の前日までに写真撮影のための臨時的な占用及びロケーション（映画、テレビジョン及びビデオの撮影をする場合に限

る。）のための臨時的な占用の許可を受けている者の利用料金については、なお従前の例による。 

５ 第２条の規定による改正後の中野区立公園条例（以下「新条例」という。）附則第７項の規定は、附則第１項第４号に規定する施行の日以後の有料施設の使用

に係る使用料並びに有料施設、附属施設及び附属設備の使用に係る利用料金及び使用料の限度額について適用し、同日前の有料施設の使用に係る使用料並びに有

料施設、附属施設及び附属設備の使用に係る利用料金及び使用料の限度額については、なお従前の例による。 

 （準備行為） 

６ 第１条の規定による改正後の別表第４に規定する催しのための臨時的な占用並びに改正後の別表第５⑴の表に規定する体験学習室Ａ、体験学習室Ｂ及び体験学

習室Ｃの使用に係る手続その他必要な行為は、附則第１項第３号に規定する施行の日前においても行うことができる。 

７ 新条例別表第５⑴の表に規定する多目的運動広場の使用及び新条例別表第５⑶の表に規定する多目的運動広場の附属設備の使用に係る手続その他必要な行為

は、附則第１項第４号に規定する施行の日前においても行うことができる。 

８ 附則第１項第４号に規定する施行の日前に新条例別表第５⑴の表に規定する多目的運動広場及び新条例別表第５⑶の表に規定する多目的運動広場の附属設備

について新条例附則第７項に規定する期間に係る使用の承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額については、新条例別表第５⑴の表に規定する多目的運動

広場及び新条例別表第５⑶の表に規定する多目的運動広場の附属設備に係る利用料金及び使用料の限度額に同項の規定を適用した場合の新条例別表第５⑴の表

に規定する多目的運動広場及び新条例別表第５⑶の表に規定する多目的運動広場の附属設備に係る利用料金及び使用料の限度額の規定を適用した額とする。 
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