
○津山市都市公園条例施行規則 

昭和３６年４月１日 

津山市規則第１０号 

改正 昭和３７年３月３１日規則第８号 

昭和３９年６月３０日規則第３２号 

昭和４２年１０月１８日規則第２２号 

昭和４４年３月３１日規則第１４号 

昭和４８年３月３０日規則第１１号 

昭和５０年３月２５日規則第７号 

昭和５０年９月３０日規則第２２号 

昭和５４年３月２０日規則第３号 

昭和５５年３月３１日規則第６号 

昭和５８年６月１日規則第１８号 

昭和６２年１２月２３日規則第８２号 

平成４年３月２４日規則第８号 

平成９年３月２４日規則第１０号 

平成１３年３月２３日規則第８号 

平成１４年３月２２日規則第９号 

平成１５年２月１０日規則第１号 

平成１７年２月２５日規則第３０号 

平成１７年１０月１１日規則第８０号 

平成１９年３月３０日規則第３０号 

平成１９年９月２６日規則第６８号 

平成２１年３月１日規則第５号 

平成２２年１０月１日規則第５０号 

平成２５年４月１日規則第２５号 

平成２７年３月２４日規則第７号 

令和３年３月３１日規則第５４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，津山市都市公園条例（昭和３４年津山市条例第８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。 

（商業広告の表示） 

第１条の２ 条例第３条第１項各号列記以外の部分の市長が別に定める都市公園は，津山

スポーツセンターとする。 

２ 条例第３条第１項第５号の商業広告は，次の各号に掲げる要件の全てに該当するもの

でなければならない。 

（１） 予め定められたものについてその広告主を募集する方式によるものであること。 

（２） 公衆から視認できない閉鎖された場所に都市公園内の施設の用途又は目的を妨



げない表示の方法で掲示されるものであつて，屋外広告物法（昭和２４年法律第１８

９号）第２条第１項に規定する屋外広告物に該当しないものであること。 

（３） 当該広告物の構造，表記内容及び金額について，市長が別に定めるところによ

り行う広告に係る審査で承認を得られたものであること。 

（許可申請書の提出） 

第２条 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条第１項及び第６条第２項若しくは

第３項又は，条例第３条第２項若しくは第３項に規定する許可申請書は，当該行為の日

前２月以内（条例第３条第１項第５号に掲げる行為に係るものにあつては，前条第２項

第１号の規定による募集の期間内）に提出しなければならない。 

２ 許可を受けたものが許可期間満了後引き続き許可を受けようとする場合（従前の許可

期間が３月以下のものに係る場合を除く。）における許可申請書は，前項の規定にかか

わらず許可期間満了前１月までに提出しなければならない。 

（許可証の交付） 

第３条 許可申請書を提出して許可されたものに対しては，許可証を交付するものとする。 

（公園の供用日及び供用時間） 

第４条 公園の供用日及び供用時間は，次の表のとおりとする。ただし，市長が必要と認

めるときは，変更することができる。 

名称 開園日 開園時間 

鶴山公園 １月１日～１２

月２８日 

１月～３月・１０月～１

２月 

時 分 時 分 

８．４０から１７．０

０まで 

４月～９月 ８．４０から１９．０

０まで 

ただし，さくらまつり期

間中 

８．４０から２２．０

０まで 

衆楽公園 １月１日～１２

月３１日 

１月～３月・１１月・１

２月 

７．００から１７．０

０まで 

４月～１０月 ７．００から２０．０

０まで 

西部公園 １月１日～１２

月３１日 

１月～１２月 ８．００から２１．３

０まで 

２ 前項の規定にかかわらず，衆楽公園及び西部公園の照明施設については，その供用日

は１月４日から１２月２７日までとし，点灯のできる時間は２１時までとする。 

（有料公園の利用券の種類及び様式） 

第５条 有料公園の利用券の種類及び様式は，次のとおりとする。 

種類 説明 様式 

一般利用券 有料として１回限り通用 様式第１号又は様式第１号の２ 



団体一般利用券 有料として１回限り通用 様式第２号 

招待利用券 無料として１回限り通用 様式第３号 

優待入園券 無料として１年間通用 様式第４号 

公用利用券 無料として１年間通用 様式第５号 

特別利用券 無料として所要時間内通用 様式第６号 

（都市公園管理職員証） 

第６条 条例第１１条第２項の職員の身分を証明する証票は，様式第７号のとおりとする。 

（使用料の減免理由） 

第７条 条例第１５条の市長が必要と認める場合とは，次の各号に掲げる場合をいう。 

（１） 責任者に引卒された小学校，中学校その他これらに準ずる教育施設に在学する

者の団体が教育上の目的で当該行為又は利用をするとき。 

（２） 警察官等が職務執行上利用するとき。 

（３） その他市長が特別の理由があると認めたとき。 

（使用料の減免額） 

第８条 使用料の減免額は，次のとおりとする。 

（１） 許可を受けたものの責めに帰することのできない理由によつて，当該行為又は，

利用することができなくなつた場合 

ア 当該行為又は利用の開始のとき 全額 

イ 許可期間中に当該行為又は，利用することが出来なくなつたとき 事実の発生し

た以後の使用料の全額 

（２） 前条第１号又は第２号の規定に該当する場合 全額 

（３） 前条第３号の規定に該当する場合 ２分の１又は全額 

（使用料の減免申請） 

第９条 使用料の減免を受けようとするものは，使用料減免申請書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（使用料の還付） 

第１０条 条例第１６条ただし書の市長が相当の理由があると認める場合とは，次の各号

に掲げる場合をいう。 

（１） 条例第１２条第２項の各号のいずれかに該当する場合 

（２） 許可を受けたものが当該行為又は利用の開始前７日までに当該許可の取消しを

申出，許可を取り消された場合 

（使用料還付の通知及び請求） 

第１１条 市長は，使用料を還付するときは，その納付者に対し使用料還付通知書をもつ

て通知するものとする。 

２ 納付者は，使用料の還付を受けようとするときは，使用料還付請求書により請求しな

ければならない。 

（有料公園利用料の減免及び還付） 

第１２条 第７条から前条までの規定にかかわらず，有料公園利用料の減免又は還付の要



件，額及び手続は，次のとおりとする。 

減免又は還付要件 減免又は還付額 手続 

小学校，中学校及びこれに準ずる学

校の教職員等が，児童又は生徒の引

率者として利用するとき。 

全額免除 団体利用免除申請書を事前に提出

し，その許可を受けておくととも

に，当該学校の教職員等であること

を確認できる証等を提示すること。

身体障害者手帳の交付を受けている

者及びその付添い１名が利用すると

き。 

全額免除 身体障害者手帳を提示すること。 

市内に居住する６５歳以上の者が利

用するとき。 

全額免除 住所及び年齢を確認できる証等を

提示すること。 

警察官等が職務執行上利用すると

き。 

全額免除 警察官等であることを確認できる

証等を提示すること。 

災害その他不可抗力により，利用に

支障を生じたとき。 

全額還付 そのつど市長が定める。 

その他特に必要と認めるとき。 そのつど市長が定める。 

（申請，許可，通知書等の様式） 

第１３条 申請書，許可証その他の書類の様式は，次の各号の定めるところによる。 

（１） 公園施設設置許可申請書 様式第８号 

（２） 公園施設管理許可申請書 様式第９号 

（３） 都市公園占用許可申請書 様式第１０号 

（４） 都市公園内行為許可申請書 様式第１１号 

（５） 有料公園施設利用許可申請書 様式第１２号 

（６） 公園施設設置許可証 様式第１３号 

（７） 公園施設管理許可証 様式第１４号 

（８） 都市公園占用許可証 様式第１５号 

（９） 都市公園内行為許可証 様式第１６号 

（１０） 有料公園施設利用許可証 様式第１７号 

（１１） 使用料減免申請書 様式第１８号 

（１２） 使用料還付通知書 様式第１９号 

（１３） 使用料還付請求書 様式第２０号 

（１４） 団体利用免除申請書 様式第２１号 

（１５） 団体利用免除許可証 様式第２２号 

（１６） 公園構成土地物件に関する権利変動届 様式第２３号 

（指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用） 

第１４条 条例第１７条の２の規定により市長が指定する法人その他の団体（以下この条

において「指定管理者」という。）に有料公園及び有料公園施設の管理を行わせる場合

における様式第１２号，様式第１７号，様式第２１号及び様式第２２号中「津山市長」



とあるのは「指定管理者」とする。 

（その他） 

第１５条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

１ この規則は，昭和３６年４月１日から施行する。 

２ 津山市都市公園条例施行規則（昭和３４年津山市規則第５号。以下「旧規則」という。）

は，廃止する。 

３ この規則の施行前に旧規則により許可されているものについては，この規則の適用を

受けたものとみなす。 

付 則（昭和３７年３月３１日規則第８号） 

この規則は，昭和３７年４月１日から施行する。 

付 則（昭和３９年６月３０日規則第３２号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（昭和４２年１０月１８日規則第２２号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（昭和４４年３月３１日規則第１４号） 

この規則は，昭和４４年４月１日から施行する。 

付 則（昭和４８年３月３０日規則第１１号） 

この規則は，昭和４８年４月１日から施行する。 

付 則（昭和５０年３月２５日規則第７号） 

この規則は，昭和５０年４月１日から施行する。 

付 則（昭和５０年９月３０日規則第２２号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（昭和５４年３月２０日規則第３号） 

この規則は，昭和５４年４月１日から施行する。 

付 則（昭和５５年３月３１日規則第６号） 

この規則は，昭和５５年４月１日から施行する。 

付 則（昭和５８年６月１日規則第１８号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（昭和６２年１２月２３日規則第８２号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成４年３月２４日規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の様式のうち，この規則施行の際現に存する用紙は，当分の間

所要の調整をして使用することができる。 

付 則（平成９年３月２４日規則第１０号） 



（施行期日） 

１ この規則は，平成９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の様式のうち，この規則施行の際現に存する用紙は，当分の間

所要の調整をして使用することができる。 

付 則（平成１３年３月２３日規則第８号） 

この規則は，平成１３年４月１日から施行する。 

付 則（平成１４年３月２２日規則第９号） 

この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 

付 則（平成１５年２月１０日規則第１号） 

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。 

付 則（平成１７年２月２５日規則第３０号） 

この規則は，平成１７年２月２８日から施行する。 

付 則（平成１７年１０月１１日規則第８０号） 

この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

付 則（平成１９年３月３０日規則第３０号） 

この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

付 則（平成１９年９月２６日規則第６８号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成２１年３月１日規則第５号） 

この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

付 則（平成２２年１０月１日規則第５０号） 

この規則は，平成２３年１月１日から施行する。 

付 則（平成２５年４月１日規則第２５号） 

この規則は，平成２５年７月１日から施行する。 

付 則（平成２７年３月２４日規則第７号） 

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年３月３１日規則第５４号） 

（施行期日） 

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際，この規則による改正前の津山市都市公園条例施行規則に定める

様式により作成された用紙のあるときは，この規則の規定にかかわらず，当分の間，所

要の調整をして使用することができる。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


