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○千葉市路外駐車場条例 

昭和５８年３月１５日 

  条例第１０号 

改正 昭和６１年３月２６日条例第１４号 

平成３年９月２７日条例第３４号 

（題名改称） 

平成３年１２月１３日条例第４９号 

平成６年３月２４日条例第６号 

平成１５年３月１２日条例第６号 

平成１７年９月２６日条例第４５号 

平成２２年３月２３日条例第７号 

平成２４年３月２１日条例第１７号 

平成２５年１２月１９日条例第４１号 

平成２７年６月２９日条例第５１号 

平成３１年３月８日条例第４号 

（設置） 

第１条 本市は、次のとおり駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）第２条第

２号に規定する路外駐車場（以下「駐車場」という。）を設置する。 

名称 位置 

千葉市栄町立体駐車場 千葉市中央区栄町３番８号 

（昭和６１条例１４・平成３条例４９・平成２７条例５１・一部改正） 

（指定管理者による管理） 

第２条 駐車場の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」

という。）に行わせる。 

（平成１７条例４５・追加） 

 



2 

 

（業務の範囲） 

第３条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

（１）第９条に規定する駐車の拒否に関する業務 

（２）駐車場の維持管理に関する業務 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務 

（平成１７条例４５・追加） 

（供用時間） 

第４条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後１２時までとする。ただし、

市長が特に必要があると認めるときは、臨時に供用時間内に自動車の入場又

は出場を休止することができる。 

（平成１７条例４５・旧第２条繰下・一部改正、平成２７条例５１・

一部改正） 

（駐車できる自動車） 

第５条 駐車場に駐車することができる自動車は、次の各号に掲げるとおりと

する。 

（１）道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号。以下この条

において「省令」という。）別表第１に定める普通自動車のうち長さ４．

７０メートル、幅１．７０メートル、高さ２．００メートルをそれぞれ超

えないもの 

（２）省令別表第１に定める小型自動車及び軽自動車のうち側車付二輪自動

車でないもの 

（３）省令第１条第２項に規定する第二種原動機付自転車 

（昭和６１条例１４・全改、平成１７条例４５・旧第３条繰下、平成

２７条例５１・一部改正） 

（利用料金） 

第６条 駐車場に自動車を駐車する者（第１０条において「使用者」という。）
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は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金（法第２４４条の２第８項

に規定する利用料金をいう。以下同じ。）を支払わなければならない。 

２ 利用料金は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者が市長の承

認を得て定めるものとする。 

（平成１７条例４５・追加、平成２７条例５１・一部改正） 

（利用料金の減免） 

第７条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合

は、利用料金を減額し、又は免除することができる。 

（平成１７条例４５・旧第６条繰下・一部改正） 

（利用料金の不返還） 

第８条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合

その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返

還することができる。 

（平成１７条例４５・旧第７条繰下・一部改正） 

（駐車の拒否） 

第９条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否す

ることができる。 

（１）発火性又は引火性の物品を積載しているとき。 

（２）駐車場の施設を汚損し、又はき損するおそれのあるとき。 

（３）前２号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。 

（平成１７条例４５・旧第８条繰下・一部改正） 

（禁止行為） 

第１０条 使用者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。 

（１）他の自動車の駐車を妨げること。 

（２）駐車場の施設を汚損し、又はき損すること。 

（３）火気を使用すること。 
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（４）みだりに騒音を発すること。 

（５）前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。 

（平成１７条例４５・旧第９条繰下・一部改正） 

（供用の休止） 

第１１条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは、駐

車場の全部又は一部の供用を休止することができる。 

（平成１７条例４５・旧第１０条繰下） 

（指定管理者の指定の手続等） 

第１２条 市長は、指定管理者の指定をしようとする場合は、規則で定めると

ころにより、公募するものとする。 

２ 前項の規定により公募した場合において、応募がないときは、再度の公募

を要しない。 

３ 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体（以下「法人等」と

いう。）は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による申請の内容を次に掲げる基準により審査し、駐

車場を最も適切に管理することができると認める法人等を、議会の議決を経

て、指定管理者として指定するものとする。 

（１）市民の平等な利用を確保するものであること。 

（２）駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費を

縮減するものであること。 

（３）駐車場の管理を安定して行う能力を有すること。 

（４）駐車場の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準 

５ 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めると

ころにより、その旨を告示するものとする。法第２４４条の２第１１項の規

定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部



5 

 

の停止を命じたときも、同様とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、

規則で定める。 

（平成１７条例４５・追加、平成２２条例７・一部改正） 

（管理の基準） 

第１３条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定める

ところに従い、駐車場の管理を行わなければならない。 

（平成１７条例４５・追加） 

（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、

規則で定める。 

（平成１７条例４５・旧第１２条繰下） 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（昭和５８年規則第３９号で昭和５８年４月３０日から施行） 

附 則（昭和６１年３月２６日条例第１４号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（昭和６１年規則第４４号で昭和６１年７月１５日から施行） 

附 則（平成３年９月２７日条例第３４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年１２月１３日条例第４９号） 

この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月２４日条例第６号） 

この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月１２日条例第６号） 
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この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年９月２６日条例第４５号） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第１２条を第１

４条とし、第１０条の次に２条を加える改正規定（第１２条に係る部分に限

る。）は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の千葉市路外駐車場条例第６条の規定は、この条例

の施行の日以後に支払われる利用料金について適用し、同日前に支払われる

駐車料金については、なお従前の例による。 

附 則（平成２２年３月２３日条例第７号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２１日条例第１７号） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の千葉市路外駐車場条例（以下「改正後の条例」と

いう。）別表第２の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後の千葉市路外駐車場条例第１条の表に掲げる路外駐車場（以下「駐車場」

という。）の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用

料金については、なお従前の例による。 

３ 施行日の前日の午後１１時以後に係る駐車場の使用について当該使用か

ら引き続いた施行日の午前８時までの間における使用（以下「引き続いた使

用」という。）に係る利用料金については、前項の規定にかかわらず、引き

続いた使用を改正前の条例別表第２泊料金の項に規定する駐車時間内の使

用とみなして、同項の規定を適用する。 

附 則（平成２５年１２月１９日条例第４１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第８条、第９条、
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第１０条、第１１条、第１２条、第１３条、第１４条、第１５条、第１６条、

第１８条、第１９条、第２０条、第２１条、第２２条、第２４条、第２５条、

第２６条、第２８条、第２９条、第３２条、第３３条、第３４条、第３５条

中千葉市都市公園条例別表第９の改正規定、第３７条及び附則第４項から第

１２項までの規定は、公布の日から施行する。 

（路外駐車場の利用料金の経過措置） 

５ 第１０条の規定による改正後の千葉市路外駐車場条例別表第２の規定は、

適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利

用料金については、なお従前の例による。 

６ 前項の規定にかかわらず、適用日の午前零時から午前８時までの間の使用

（定期駐車料金に係るものを除く。）については、適用日前の使用とみなし

て前項の規定を適用する。 

附 則（平成２７年６月２９日条例第５１号） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日の午後１１時（こ

の条例による改正前の別表第２第２項の表に規定する二輪自動車等にあっ

ては、午前８時）以後に係る千葉市栄町立体駐車場への駐車について施行日

前から引き続いた施行日の午前８時までの間における駐車（定期駐車料金に

係るものを除く。次項において「引き続いた駐車」という。）に係る利用料

金については、なお従前の例による。 

３ 引き続いた駐車が施行日の午前８時後まで引き続いた場合におけるこの

条例による改正後の別表第１項の表及び別表第２項の表の規定の適用につ

いては、別表第１項の表中「自動車を入場させた時」とあるのは「平成２８

年４月１日午前８時」と、別表第２項の表中「二輪自動車等を入場させた時」

とあるのは「平成２８年４月１日午前８時」とする。 

附 則（平成３１年３月８日条例第４号）抄 
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（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（利用料金の経過措置） 

４ 第７条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例

別表第２、第８条の規定による改正後の千葉市路外駐車場条例別表、第９条

の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第１、第１１条の規定

による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第２、第１３条の規定に

よる改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第１から別表第３まで、

第１４条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第

１５条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第１７条

の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第２、第２０

条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第２１条の

規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第３、第

２２条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第

２、第２４条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第９及び第２６

条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表の規定は、

適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利

用料金については、なお従前の例による。 

別表 

（平成２７条例５１・旧別表第１・全改、平成３１条例４・一部改正） 

１ 第５条第１号に規定する普通自動車及び同条第２号に規定する小型自

動車及び軽自動車のうち二輪自動車でないもの 

区分 金額 備考 

一般駐車料金 ２０分までごとに１

００円 

２０分までごとに１００円を加えた額

が２，０７０円を超えるときは、２，

０７０円。自動車を入場させた時から
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２４時間を超える駐車については、２

４時間までごとに、自動車を入場させ

た時から２４時間までと同様の料金と

する。 

定期駐車料金 １月につき２０，９

５０円 

 

２ 二輪自動車等（第５条第２号に規定する小型自動車及び軽自動車のうち

二輪自動車であるもの及び同条第３号に規定する第二種原動機付自転車

に限る。以下この表において同じ。） 

区分 金額 備考 

二輪自動車等駐車

料金 

６０分までごとに１０

０円 

６０分までごとに１００円を加え

た額が７２０円を超えるときは、７

２０円。二輪自動車等を入場させた

時から２４時間を超える駐車につ

いては、２４時間までごとに、二輪

自動車等を入場させた時から２４

時間までと同様の料金とする。 
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○千葉市路外駐車場管理規則 

昭和５８年４月３０日 

規則第４０号 

改正 昭和６０年１１月２８日規則第５１号 

昭和６１年７月１４日規則第４５号 

（題名改称） 

平成３年９月２７日規則第５５号 

平成６年３月３１日規則第２１号 

平成９年８月８日規則第５７号 

平成１５年３月１４日規則第１０号 

平成１７年１０月１７日規則第６３号 

平成１８年３月２８日規則第１８号 

平成２２年３月３１日規則第４３号 

平成２４年３月３０日規則第２２号 

平成２７年３月２７日規則第１１号 

平成２８年３月２４日規則第１２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千葉市路外駐車場条例（昭和５８年千葉市条例第１０号。

以下「条例」という。）第１４条の規定に基づき、路外駐車場（以下「駐車

場」という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（昭和６１規則４５・平成１７規則６３・一部改正） 

（駐車券の交付及び提出） 

第２条 駐車場に自動車（条例別表第２項の表に規定する二輪自動車等を除く。

以下この条及び第６条第１号において同じ。）を駐車させる者（以下「使用

者」という。）に、自動車を駐車場に入場させる際に、駐車券の交付を受け

るものとする。 
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２ 使用者は、駐車場から自動車を出場させようとするときは、前項の規定に

より交付を受けた駐車券を提出しなければならない。 

（昭和６１規則４５・平成９規則５７・平成１５規則１０・平成１７

規則６３・平成１８規則１８・平成２４規則２２・平成２８規則１２・

一部改正） 

（定期駐車券） 

第３条 指定管理者（条例第２条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）

は、条例別表第１項の表に規定する定期駐車料金（次条第２項において「定

期駐車料金」という。）に係る駐車については、定期駐車券（以下「定期券」

という。）を交付するものとする。 

２ 定期券の有効期間は、月の初日から末日までの１月間とする。 

３ 定期券の交付を受けようとする者は、定期駐車券交付申請書（様式第１号）

を指定管理者に提出しなければならない。ただし、既に定期券の交付を受け

ている者が、その有効期間を更新しようとする場合においては、既に交付を

受けている定期券の提出をもって、定期駐車券交付申請書の提出に代えるこ

とができる。 

（昭和６１規則４５・平成１７規則６３・平成１８規則１８・平成２

４規則２２・平成２８規則１２・一部改正） 

（利用料金の徴収の方法） 

第４条 利用料金（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

８項に規定する利用料金をいう。以下同じ。）は、使用者から自動車を出場

させるときに徴収する。 

２ 前項の規定にかかわらず、定期駐車料金は、定期券を発行するときに徴収

する。 

（昭和６０規則５１・全改、昭和６１規則４５・一部改正、平成１７

規則６３・旧第５条繰上・一部改正） 
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（利用料金の減免） 

第５条 条例第７条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

（１）次に掲げる自動車を駐車させる場合 

ア駐車場に係る火災予防のための立入検査又は電気、ガス、水道、通信等

の工事の用に供する自動車 

イ道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３９条第１項に規定する緊

急自動車 

ウ駐車場付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊

急を要する公務を行うため使用する自動車 

（２）次に掲げる手帳の交付を受けている者が当該手帳を提示して使用する

場合 

ア身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する身

体障害者手帳 

イ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第４５条に規定する精神障害者保健福祉手帳 

ウ市長が発行する療育手帳 

（３）前２号に掲げる場合のほか、特に必要がある場合として市長が定める

場合 

（平成１７規則６３・追加） 

（利用料金の返還） 

第６条 条例第８条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合

とする。 

（１）条例第１１条の規定により駐車場の全部又は一部の供用を休止した場

合において、定期券の交付を受けている者が自動車を駐車させることがで

きなくなったとき。 

（２）前号に掲げる場合のほか、特に必要がある場合として市長が定める場
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合 

（平成１７規則６３・全改） 

（駐車券等の紛失の届出） 

第７条 使用者が駐車券又は定期券を紛失したときは、指定管理者に届け出な

ければならない。 

（平成１７規則６３・全改） 

（公告） 

第８条 市長は、条例第１２条第１項の規定により公募しようとするときは、

あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。 

（１）駐車場の名称及び所在地 

（２）指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

（３）指定管理者に駐車場の管理を行わせる期間（以下「指定期間」という。） 

（４）条例第１２条第３項の規定による申請（以下「指定申請」という。）

に必要な書類の内容 

（５）指定申請を受け付ける期間（以下「申請期間」という。）及び次条第

１項に規定する申請書の提出先 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（平成１７規則６３・全改） 

（指定申請） 

第９条 指定申請は、申請期間内に千葉市路外駐車場指定管理者指定申請書

（様式第２号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行

わなければならない。 

（１）指定期間に属する各年度における駐車場の管理に関する事業計画書及

び収支予算書 

（２）指定申請の日の属する事業年度の前３事業年度における貸借対照表及

び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類（以下この号において
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「損益計算書等」という。）。ただし、成立の日の属する年度以後３事業

年度を経過していない法人その他の団体（以下「法人等」という。）にあ

っては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日に

おける貸借対照表又は財産目録 

（３）定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等

にあっては、当該法人等の登記事項証明書 

（４）役員（代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含

む。）の名簿 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項第１号に掲げ

る書類及び同項第５号に掲げる書類のうち市長が指定したものについて、申

請期間内に提出することを要しないこととすることができる。この場合にお

いて、同項の規定により指定申請をした者は、市長が定める期日までに、こ

れらの書類を市長に提出しなければならない。 

（平成１７規則６３・追加、平成１８規則１８・平成２７規則１１・

一部改正） 

（指定） 

第１０条 市長は、条例第１２条第４項の規定により指定したときは、千葉市

路外駐車場指定管理者指定書（様式第３号）を指定した法人等に交付するも

のとする。 

２ 市長は、条例第１２条第４項に規定する法人等でないと認めて、指定管理

者として指定しないときは、千葉市路外駐車場指定管理者不指定通知書（様

式第４号）を当該法人等に交付するものとする。 

（平成１７規則６３・追加、平成１８規則１８・一部改正） 

（告示） 

第１１条 条例第１２条第５項の規定により告示する事項は、次のとおりとす
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る。 

（１）駐車場の名称 

（２）指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地 

（３）指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間 

（４）指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を

停止した場合にあっては、その理由 

（５）管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範

囲 

（平成１７規則６３・追加） 

（協定の締結） 

第１２条 指定管理者は、市長と路外駐車場の管理に関する協定を締結しなけ

ればならない。 

２ 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。 

（１）駐車場の管理に関する事業計画に関する事項 

（２）利用料金に関する事項 

（３）駐車場の管理に要する費用に関する事項 

（４）駐車場の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

（５）駐車場の管理に関して保有する情報の公開に関する事項 

（６）事業報告書（地方自治法第２４４条の２第７項に規定する事業報告書

をいう。以下同じ。）その他駐車場の管理に関する業務の報告に関する事

項 

（７）指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項 

（８）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（平成１７規則６３・追加） 

（事業報告書の提出） 

第１３条 指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、事業報告書に駐車場の
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管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。 

（平成１７規則６３・追加） 

（委任） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、

市長が定める。 

（平成１７規則６３・旧第９条繰下・一部改正） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６０年１１月２８日規則第５１号） 

この規則は、昭和６０年１２月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年７月１４日規則第４５号） 

この規則は、昭和６１年７月１５日から施行する。 

附 則（平成３年９月２７日規則第５５号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月３１日規則第２１号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年８月８日規則第５７号） 

この規則は、平成９年８月１１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月１４日規則第１０号） 

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前に作成された様式（様式第１号、様式第２号その１

及び様式第４号を除く。）で、現に存するものは、なお当分の間、必要な箇

所を修正して使用することができる。 

３ この規則の施行の日前に発行されたこの規則による改正前の千葉市路外

駐車場管理規則様式第４号による回数駐車券については、別に定めるところ
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により、この規則による改正後の千葉市路外駐車場管理規則様式第４号によ

る回数駐車券と交換するものとする。 

附 則（平成１７年１０月１７日規則第６３号） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第８条の改正規

定、第９条を第１４条とし、第８条の次に５条を加える改正規定（第９条か

ら第１２条までの規定に係る部分に限る。）及び様式第４号から様式第６号

までの改正規定は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前の千葉市路外駐車場管理規則第８条の規定は、この

規則の施行の日までの間、なおその効力を有する。 

３ この規則の施行の日の前日までの使用に係る使用料の減額若しくは免除

又は還付については、なお従前の例による。 

附 則（平成１８年３月２８日規則第１８号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日規則第４３号） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された

用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則（平成２４年３月３０日規則第２２号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２７日規則第１１号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２４日規則第１２号） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された

用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 
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様式第１号 

（平成２２規則４３・全改、平成２８規則１２・一部改正） 

様式第２号 

（平成２２規則４３・全改、平成２８規則１２・一部改正） 

様式第３号 

（平成１７規則６３・全改、平成１８規則１８・旧様式第５号繰上、

平成２８規則１２・一部改正） 

様式第４号 

（平成１７規則６３・全改、平成１８規則１８・旧様式第６号繰上、

平成２８規則１２・一部改正） 

 

 


