
中央区立運動場・江戸川河川敷グラウンド 

利用のご案内（区外団体） 

１ ご利用にあたって 

区外団体の利用につきましては、区民団体・在勤団体の抽選申込み後（利用日前月24

日の13時）からの利用となりますのでご了承ください。 

 

２ 利用できる施設 

① 月島運動場 （０３-３５３１-１８６９） 

利用種目：軟式野球・ソフトボール 

野球場3面（天然芝） 

夜間照明施設あり（4～10月） 

所在地：中央区晴海１－３－２９ 

地下鉄有楽町線・大江戸線「月島駅」徒歩10分 

都バス「晴海一丁目」下車徒歩2分 

 

② 浜町運動場 （０３-３６６６-１５０１） 

運動場1面（砂入り人工芝） 

夜間照明施設あり（4～10月） 

所在地：中央区日本橋浜町２－５９－１（浜町公園内） 

地下鉄新宿線「浜町駅」徒歩２分 

地下鉄日比谷線・浅草線「人形町駅」徒歩１０分 

 

③ 江戸川河川敷グラウンド 

グラウンド：埼玉県三郷市岩野木先  

       野球場２面（３０番・３１番）、サッカー場１面（Ｓ１） 

クラブハウス：埼玉県三郷市新和４－５２７ 

アクセス 

電車・バスをご利用の場合 

1. ＪＲ武蔵野線「三郷駅」からバス 

→南口駅前バス停３番乗り場 東武バス金町行き（大膳橋経由） 

2. つくばエキスプレス「三郷中央駅」からバス 

３０・３１番グラウンド→９番バス停から三郷団地行き（幸房経由） 

クラブハウス→１番バス停から東武バス金町行き（大膳橋経由） 

3. ＪＲ常磐線金町駅からバス 

→南口駅前５番バス停から東武バス三郷団地（大膳橋・幸房経由） 

★最寄りのバス停 

グラウンド：バス停「岩野木橋」 

クラブハウス：バス停「製鉄所前」 

車をご利用の場合 

首都高速・常磐自動車道方面から→三郷東出口より、そのまま国道２９８号線を松戸方面へ 

 



３ 施設使用料 

昼間 １面   ２時間 ２，０００円 

夜間（ナイター）１面 ２時間 ８，０００円 

※江戸川河川敷グラウンドにナイター設備はありません。 

 

４ 予約方法 

・利用日前月の２４日１３時から、中央区公共施設予約システムで予約できます。 

（先着順） 

☆公共施設予約システムを利用するには次の方法があります。 

○インターネットが利用できるパソコン・スマートフォン

http://www.11489.jp/chuo/annai/ 

○携帯電話用 

http:// www.11489.jp/chuo/mobile/ 

○利用者端末（区役所に設置） 午前７時から午後９時３０分まで利用可 

注）保守点検日、年末年始は、利用できません。 

① 月島運動場;、浜町運動場 

 利用日の前日20時まで各メディアで受付けます。 

② 江戸川河川敷グラウンド 

 利用日10日前21時30分まで各メディアで受付けます。 

 ※利用日9日前からの申込みは、公共施設予約システムで利用する施設の空き状況 

を確認のうえ、利用日前日の17時までにスポーツ課窓口（区役所 8階）で直接お 

申し込みください。 

 

５ キャンセルについて 

・利用日の９日前のキャンセルからペナルティポイントが付加されます。 

・ペナルティポイントは１コマ（１面１区分）ずつに付加されます。 

・ペナルティポイントが累積４ポイント付加された日の翌々月の１日から３ヶ月間利用停

止になります。 

・１２月末日までに累積したペナルティポイントが１～３ポイントだった場合は、１２月

末日でペナルティポイントは消滅します。 

月島・浜町運動場 

利用日の10日前までのキャンセル 
公共施設予約システムからキャンセル（予約取消）を行って

ください。 

利用日の 9 日前～5 日前までのキャンセル  
公共施設予約システムからキャンセル（予約取消）を行って

ください。☆ペナルティが１ポイント加算されます。 

利用日の 4 日前～前日までのキャンセル 
公共施設予約システムからキャンセル（予約取消）を行って

ください。☆ペナルティが２ポイント加算されます。 

当日キャンセル 
利用開始時刻までに直接施設へ連絡してください。 

☆ペナルティが２ポイント加算されます。 

無断キャンセル 
☆当日何も連絡なく、利用しなかった場合は、ペナルティポ

イントが３ポイント加算されます。 



江戸川河川敷グラウンド 

 支払い手続きを行っていない場合 支払い手続き済みの場合 

利用日の10

日前までのキ

ャンセル 

公共施設予約システムからキャン

セル（予約取消）を行ってください。 

☆全額還付します。（口座振込） 

≪手続き≫ 

・責任者が以下の書類を持って、スポー

ツ課窓口で手続きして下さい。 

【必要書類】体育施設使用料領収書（兼

利用券）・（朱肉で押せる）印鑑・口座

が分かるもの 

※電話受付はできません。 

利用日の9日

前～5日前ま

でのキャンセ

ル 

公共施設予約システムからキャン

セル（予約取消）を行ってください。 

☆ペナルティが１ポイント加算さ

れます。 

☆使用料の２分の１を還付します。 

≪手続き≫  同  上 

利用日の4日

前～当日まで

のキャンセル 

利用日の3日前までは、公共施設予

約システムからキャンセル（予約取

消）を行ってください。それ以降は、

自動的に予約が取消されます。 

☆ペナルティが２ポイント加算さ

れます。 

☆使用料は還付できません。 

※スポーツ課までご連絡ください。 

※公共施設予約システムでキャンセルできる期間が過ぎた場合は、予約した施設へご連絡くだ

さい。ただし、江戸川河川敷グラウンドは、スポーツ課までご連絡ください。利用日の前日ま

で各メディアでキャンセルができます。ただし、利用日の９日前からは上記のとおりペナルテ

ィポイントが付きます。 

 

６ お支払いについて 

① 月島運動場・浜町運動場（当日払い） 

利用日当日、「登録証」を持参し、利用前に使用料を現地窓口で使用料をお支払くだ

さい。 

② 江戸川河川敷グラウンド（事前払い） 

・利用日３日前までに支払い手続きを済ませてください。支払い手続きを行わない場

合、自動的に予約が取消され、ペナルティポイント（2ポイント）が付きます。 

・利用日10日前までの支払い手続きは、登録構成員が「登録証」及び「使用料」を

持参し、スポーツ課窓口（区役所8階）または中央区立総合スポーツセンターにて行

ってください。 

・利用日9日前からの空き申し込み及び支払い手続きは、登録構成員が「登録証」及

び「使用料」を持参し、スポーツ課窓口（区役所8階）で行ってください。中央区立

総合スポーツセンターでは受付できません。 

 



・使用料の支払い手続き後、「体育施設使用料領収書（兼利用券）」を交付しますの

で、利用日当日に必ずご持参ください。 

 

スポーツ課窓口受付時間 8時30分～17時（平日） 

            ※水曜日に限り、8時30分～19時 

       閉庁日  土曜日、日曜日、祝休日 

            年末年始（12月28日から1月4日） 

       電 話  03（3546）5529 

      

中央区立総合スポーツセンター受付時間 10時～20時（平日及び土・日・祝日） 

       休館日  ・毎月第3月曜日、第3月曜日が祝休日の場合はその翌日 

            ・年末年始（12月28日から1月4日）及び臨時休館等 

       電 話  03（3666）1501 

 

 

７ 雨天時について 

降雨時および雨がやんだ後の運動場の利用の可否は自ら判断することなく、下記へ必ず照

会してください。（システム画面では確認できません） 

・月島運動場 →月島運動場管理事務所    電話 3531-1869 

・浜町運動場 →中央区立総合スポーツセンター  電話 3666-1501 

・江戸川河川敷グラウンド →サンケイスポーツセンター 電話 048-952-3321 

※利用途中の雨天等による中止は現地の係員が判断します。 

  



☆注意事項☆ 

全施設共通 

◎ 利用時間は、準備・後片付け・グラウンド整備の時間を含みます。終了時間には、速

やかに退出してください。 

◎ 使用する道具（ボール等）は、各団体でご用意ください。 

◎ ごみは、必ずお持ち帰りください。また、体育施設内は喫煙・飲酒禁止です。 

◎ 付帯設備等に損害を与えた場合には、団体に責任を負っていただくことがあります。 

◎ 営利、報酬、撮影等を目的とした利用はできません。 

◎ 利用承認（利用券）の権利は、譲渡・転貸はできません。 

◎ 利用承認を受けた種目以外の利用はできません。 

◎ 利用目的、利用条件に違反したときや、不正な行為、管理上支障のある行為があった

場合は、利用中止や以後の利用禁止、登録の取消/抹消をすることもあります。 

◎ 貴重品、手荷物は各自で管理してください。 

◎ 月島運動場・江戸川河川敷グラウンドは専用駐車場（無料）があります。また、浜町

運動場は総合スポーツセンター内駐車場（有料）をご利用ください。 

◎ 夜間照明（ナイター時）は利用時間内のみ点灯し、定刻で消灯します。 

 

月島運動場 

◎ 利用前に必ず月島運動場管理事務所窓口で受付を行ってください。 

（必ず登録証を提示してください。） 

◎ 飲食は禁止となっています。（ダックアウト内のみ飲食可） 

◎ 終了時には必ず、アンツーカー部分を整地してください。（整備用具は、倉庫内にあ

ります。） 

◎ ボールがフェンスを越えた場合は、管理事務所までお知らせください。 

 

 

浜町運動場 

◎ 利用前に必ず総合スポーツセンター１階総合窓口で受付してください。 

（登録証を必ずご持参ください。） 

◎ 金具付きのスパイクは使用しないでください。スパイクを使用する際は、人工芝保護

と事故防止のため、ウレタンや合成樹脂等のスパイクシューズをご使用ください。 

◎ サッカーで使用する方はアンツーカー部分に入らないでください。また、サッカーゴ

ール転倒防止のため強風時は運動場にある黄色いおもりをご使用ください。 

◎ 終了時、使用した人工芝部分はブラシかけをし、アンツーカー部分は整地してくださ

い。ラインパウダーでラインを引いた場合はきれいに消してください。（ブラシは等

は倉庫内にあります。） 

◎ 公園内へのバイク乗り入れは禁止です。所定のバイク駐輪場に駐車してください。 

  



江戸川河川敷グラウンド 

◎ 利用日当日は、手続き等がありませんので、直接グラウンドへお越しください。その

際に必ず「体育施設使用料領収書（兼利用券）」をご持参ください。施設管理者より、

ご確認させていただく場合があります。 

◎ グラウンドには、水道施設がありません。水分は各自でご用意ください。 

◎ 河川敷、グラウンド内は直火禁止です。 

◎ 車で来場される場合は、グラウンド隣の駐車場をご利用ください。堤防下の緊急輸送

道路及び堤防小段内は、駐車禁止です。 

◎ 終了時には必ず、アンツーカー部分を整地してください。（整備用具等は、ベンチ周

辺にあります。） 

◎ 施設の利用については、施設管理者（一般財団法人サンケイスポーツセンター）の指

示に従ってください。従わない場合や運営上支障がある行為を行ったときは、利用を

取り消し、又は停止することがあります。 

  



 

 

所在地：中央区晴海１－３－２９ 

交通：①地下鉄有楽町線・大江戸線「月島駅」下車１０番出口 徒歩１０分   

②都バス「晴海一丁目」下車 徒歩２分 

 

【施設概要】 
 

・更衣室、シャワー完備 

・駐車場あり 18台（無料） 

 

 

 

 

所在地：中央区日本橋浜町２－５９－１（浜町公園内） 

交通：①地下鉄新宿線「浜町駅」下車Ａ２番出口 徒歩２分 

②地下鉄日比谷線「人形町駅」下車Ａ１番出口 徒歩８分 

③地下鉄浅草線「人形町駅」下車Ａ３番出口 徒歩１０分 

 

【施設概要】 

・更衣室、シャワー完備（総合スポーツセンター内） 

・駐車場あり 55台（総合スポーツセンター内） 

※最初 30 分無料 以後 30 分ごとに 100 円 

 

１ 月島運動場 

２ 浜町運動場 



 

  

電車・バスをご利用の場合 

 

1. ＪＲ武蔵野線「三郷駅」からバス 

→南口駅前バス停３番乗り場 

東武バス金町行き（大膳橋経由） 

 

2. つくばエキスプレス三郷中央駅

からバス 

３０・３１番グラウンド 

→９番バス停から三郷団地行き（幸

房経由） 

クラブハウス 

→１番バス停から東武バス金町行

き（大膳橋経由） 

 

3. ＪＲ常磐線金町駅からバス 

→南口駅前５番バス停から東武バ

ス三郷団地（大膳橋・幸房経由） 

 

★最寄りのバス停 

３０・３１番グラウンド：バス停「岩野

木橋」 

クラブハウス：バス停「製鉄所前」 

 

 

車をご利用の場合 

 

首都高速・常磐自動車道方面から 

→三郷東出口より、そのまま国道２

９８号線を松戸方面へ 

 

３ 江戸川河川敷グラウンド 



施設ごとの利用時間（区分） 
 

 

４月～９月 

（ナイター） 

０６：００～０８：００ 

０８：００～１０：００ 

１０：００～１２：００ 

１２：００～１４：００ 

１４：００～１６：００ 

１６：００～１８：００ 

１８：３０～２０：３０ 

 

４月～９月 

 ６：００～０８：００ 

０８：００～１０：００ 

１０：００～１２：００ 

１２：００～１４：００ 

１４：００～１６：００ 

１６：００～１８：００ 

１０月 

（ナイター） 

０６：３０～０８：３０ 

０９：００～１１：００ 

１１：００～１３：００ 

１３：００～１５：００ 

１５：００～１７：００ 

１８：００～２０：００ 

 

１０月～１１月 

 ０６：３０～８：３０ 

 ８：３０～１０：３０ 

１０：３０～１２：３０ 

１２：３０～１４：３０ 

１４：３０～１６：３０ 

１１月～２月 

 ０８：００～１０：００ 

１０：００～１２：００ 

１２：００～１４：００ 

１４：００～１６：００ 

 
※１月・２月は浜町のみ利用できます 

３月 

 ０８：００～１０：００ 

１０：００～１２：００ 

１２：００～１４：００ 

１４：００～１６：００ 

１６：００～１８：００ 

※月島については、３月上旬から利用できます 

 

 

 

 

 

問合せ先 

中央区区民部スポーツ課 

電話：３５４６－５５２９ 

 

月島・浜町運動場 江戸川河川敷グラウンド 


