
　参考資料-１　　　施設概要及び運営概要等

施設概要 運営概要等 備考

鉄筋コンクリート造
（１，３０６．４㎡）

管理施設としての建物を公園利用者及び
緑（植物）に関心のある地域住民に広く開
放することにより、親しまれる公園施設と
する。

管理事務所 １４０㎡
総合的な管理（維持管理・運営管理）の

中枢機能と総合案内機能。

緑の相談所

１６㎡ 地域住民の緑に関する相談への対応（専
門の相談員が無料で行なう。）と様々な企
画により都市緑化に関する住民意識の向上
を図る。

緑のギャラリー
１４１㎡ 営利を目的としない掲示物を展示できる

スペースである。使用料は無料。

図書コーナー
４２㎡ 花と緑、自然に関する図書や資料が自由

に閲覧できる。

グ リ ー ン ル ー
ム・　ロビー

２７３㎡ 観葉植物を中心とした、屋内の様々な装
飾見本展示（鉢・釣り鉢・トレリス・仕立
など）を行う。年間を通じて花の咲く、利
用者の憩いの場とする。

屋上庭園
１４０㎡ 人工地盤上での植栽の見本園とする。草

本類を導入し、華やかな庭とする。

会議室
大会議室１室　１５７㎡
小会議室１室　　３５㎡

　会議室としての利用に供する。 有
料

植 物 管 理 ヤ ー
ド・管理温室

１１８㎡ 公園センターで展示・使用する植物（観
葉植物・ハーブ等）を中心に、育成・ 保護
を行う。

鉄筋コンクリート造
（２，７７８．８㎡）

健康運動の啓蒙と指導の中心施設とし
て、また住民の文化交流の場としての機能
を維持する。

アリーナ ２面　１，４２７㎡

バスケットコート１面、バトミントン
コート６面、卓球８台の利用が可能。器具
庫，放送室などを併設。
・専用使用：全面または１／２単位
・共同使用：バトミントンコート1面ごと

有
料

トレーニング室 ２室　１２６㎡

エアロバイク、トレッドミル等を配置し
た部屋とウエイトトレーニングマシンなど
を配置した部屋の２室からなる。

有
料

会議室 ３室　１６８㎡
　会議室は１室から３室タイプに区切り使
用できる。

有
料

和室 　　　４２㎡
着付けや民踊等、和室を利用した方が適

当なサークル活動の利用に供する。
有
料

７，６２０㎡
回遊式

　都市緑化植物園の見本園として、住民の
幅広い利用に対応した「回遊式庭園」と 日
本の伝統文化に対応した茶室を中心とする
「露地庭」を併せ持つ日本庭園としての機
能を維持する。

施　　設　　名

コミュニティ体育館

日本庭園

公園センター
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施設概要 運営指針等 備考

木造　　（延べ面積
１８６．４㎡）

茶道を始め、華道・詩歌などの伝統文化
活動を対象としたものとする。

広間 　専用使用

小間 　専用使用

茶庭 　広間と一対利用。

立札
・公園利用者に呈茶サービスを行う施設。
・一般貸し出しは行わない。

第一
大型車　　１０台
普通車　５０５台

有
料

第二
大型車　　　５台
普通車　３１６台

有
料

ボートハウス
　　　　１３１.８㎡
池面積　２０，０００㎡

水に親しむ機会を供する施設。
３月～１１月の土休日と千葉県民の日の
９時３０分～１６時３０分の開場。

有
料

ステージ　 　　 ８０㎡
芝生広場　１，４００㎡

・催物に活用する。
・通常は芝生広場（一般園地）として開
放。

健康運動公園として位置付けられている
本公園の中にあって、東葛飾地区における
陸上競技及びサッカー等の球技の大会会場
として利用する。

トラック
４００ｍ
ウレタン舗装９レーン

共同使用は専用使用のない場合に限り、
事前予約無しで１時間単位で利用。

有
料

フィールド
縦６８ｍ×横１０５ｍ
天然芝

　球技場一面として利用。 有
料

メ イ ン ・ バ ッ
ク・サイドスタ
ンド

メインスタンド延床面積
１１，６７８㎡
サイドバック
５，２２９㎡

　２０，０００人収容　全席屋根付。
有
料

関係者用臨時駐
車スペース

大会開催時に、第一・第二駐車場で対応
できないときに使用。

有
料

その他付帯施設

・電光掲示盤
(縦５.５ｍ×横９.４ｍ)
・夜間照明
(１，５００ＬＸ)

トラック及びフィールド利用時に必要な
設備。単独での運用は行わない。 有

料

砂入り人工芝コート８面
（４面は照明設備付）
練習用コート
クラブハウス
芝生観覧席

県レベルまたは東葛飾地区などの広域的
な大会等による専用使用、個人やグループ
による一般使用に供し、スポーツ活動の拠
点、また、スポーツを通じた交流の場とし
て機能させる。

有
料

野球場

鉄筋コンクリート及びプ
レキャスト造
（延床２，７６５㎡）
（グランド１２，５００
㎡）
芝生観客席

健康運動公園として位置付けられている
本公園の中にあって、東葛飾地区における
本格的公式野球場として、大会会場として
利用する。

有
料

関係者用臨時駐
車スペース

大会開催時に、第一・第二駐車場で対応
できない時に使用。

スコアボード
　大会等のチーム名、スコアを表示する。

有
料

放送室 　大会等で選手名などを読み上げる。

３０９㎡
　利用者が休憩できる施設であり、軽食の
販売も可能。

施　　設　　名

茶　室

野外ステージ

駐車場
（有料)

貸ボート（有料）

レストハウス

有
料

・火～日の８時３０分～２１時１５分開
場。
･料金徴収は機械式、集金は出庫時。

総合競技場

（日本陸連二種公認）

庭球場
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参考資料－２　　　　　供用時間と休業日　　（千葉県立都市公園条例施行規則による）

施　設　名 供　用　時　間 休　　業　　日

公園センター ９時から１７時まで ・月曜日（ただし、その日が国民の祝日に関する
法律第３条に定める休日にあたる場合はその翌
日。）
・１２月２９日から１月３日まで

コミュニティ
　体育館

９時から２１時まで

日本庭園 ９時から１７時まで

９時から２１時まで

駐車場
８時３０分から２１時１５分まで １２月２９日から１月３日まで

・月曜日から金曜日
　　（祝祭日の場合は、営業する）

・１２月１日から２月末日まで

・専用利用
　　９時から２１時まで

・共同利用
　　９時から１７時まで

庭球場 ９時から２１時まで

（ただし、照明設備のないコートは
　１７時まで）

・月曜日
（ただし、その日が国民の祝日に関する法律第

３条に定める休日にあたる場合はその翌日。）
・１２月２９日から１月３日まで

野球場 ９時から１７時まで

（ただし、４月から９月までの期
間は、９時からは１９時まで）

・月曜日
（ただし、その日が国民の祝日に関する法律第

３条に定める休日にあたる場合はその翌日。）
・１２月２９日から１月３日まで

※指定管理者は、千葉県の承認を得て供用時間及び休業日を変更することができる。
※この場合利用者に対し、その旨周知を図ること。

・月曜日
　（ただし、その日が国民の祝日に関する法律第
３条に定める休日にあたる場合はその翌日。）
・１２月２９日から１月４日まで

・月曜日
　（ただし、その日が国民の祝日に関する法律第
３条に定める休日にあたる場合はその翌日。）
・１２月２９日から１月３日まで

総合競技場

茶室

貸ボート施設 ９時３０分から１６時３０分まで
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県以外のものが都市公園法第５条第１項の規定による許可を受けて設置又は管理している公園施設

区　分

設置

設置

設置

管理

管理

設置

設置

設置

管理

参考資料－３

施設名 数量 設置・管理者

柏市運動用具倉庫 １２7㎡ 柏市

柏市スマートサイクル用駐輪場 ８㎡

柏市防災備蓄倉庫 ８７５㎡

柏市

柏市

柏市地域防災無線局 柏市

多目的広場 １５，２３７㎡ 柏市

レストハウス ３２㎡ 指定管理者

ドッグラン １，６０５㎡ 指定管理者

３２㎡ 指定管理者

自動販売機 ３５台

バーベキュー用手洗い場等

指定管理者
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参考資料－４

有料施設利用者数等 単位：人（駐車場は台）

平成24年度 平成25年度 平成２6年度 平成２7年度

79,175 79,785 91,232 94,299

81,107 71,709 117,032 123,276

　庭球場 28,336 27,114 31,087 32,536

　野球場 22,665 41,841 65,398 72,424

2,931 2,566 2,872 2,440

21,585 23,478 26,839 28,372

618 864 434 449

144,268 153,321 178,598 194,210　駐車場（２箇所）

有料施設

　茶　室

　貸しボート

　公園センター会議室

　総合競技場

　体育館
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参考資料－５

１ 収支実績

（１）収支 単位：千円

平成24年度 平成25年度 平成２6年度 平成２7年度

指定管理料 159,000 159,000 166,022 163,542

利用料金 70,754 74,682 90,320 100,149

自主事業 22,648 25,203 27,364 29,162

計 252,402 258,885 283,706 292,853

支出 262,862 274,740 280,160 284,020

（２）有料施設収入 単位：千円

平成24年度 平成25年度 平成２6年度 平成２7年度

7,973 8,124 9,020 9,587

2,263 3,238 6,198 8,767

6,964 6,788 7,543 8,118

1,703 1,234 1,821 1,956

142 152 162 131

2,165 2,363 2,696 2,861

211 291 148 152

49,331 52,489 62,728 68,574

（３）光熱水費 単位：千円

平成24年度 平成25年度 平成２6年度 平成２7年度

電気 29,588 29,596 30,008 28,111

上水道 8,703 8,744 7,314 9,669

下水道 5,433 4,159 4,685 7,017

ガス 2,569 2,243 2,292 2,126

（４）修繕費 単位：千円

平成24年度 平成25年度 平成２6年度 平成２7年度

　修繕費 6,837 6,726 4,854 7,147

収入

　茶　室

有料施設

　駐車場（２箇所）

　体育館

　総合競技場

　公園センター会議室

　貸しボート

　庭球場

　野球場
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参考資料－６　（消費税率１０％の場合の試算料金）

有料公園施設の供用時間と使用料（千葉県立都市公園条例に定める上限値）

（１）駐車場

　①　駐車料金

種別

大型車

（２）体育館使用料

単位：円

時間 料金 時間 料金 時間 料金

　9時～13時 12,920 　9時～13時 129,430

9時～17時 15,510 9時～17時 155,320
超過時間昼間
１時間迄ごと 3,220

超過時間昼間
１時間迄ごと 32,350

超過時間夜間
１時間迄ごと 3,860

超過時間夜間
１時間迄ごと 38,820

※体育館の競技場の２分の１のみを専用使用する場合の料金は上記料金の２分の１以内とする

昼間２時間ま
でごと

3,220
13時～17時

利　用　条　件 料金

13時～17時 129,430
夜間２時間ま
でごと

3,860

　１回の利用 2,500円

普通車

　１回の利用時間が４時間以内 300円

100円

12,920

　①競技場　（専用使用）

入場料を徴収しない
入場料を徴収し、又は営利を
目的とした催物に使用アマチュアスポーツに使用

アマチュアスポーツ
以外の催物に使用

　１回の利用時間が４時間を超え８時間以内 600円

超過時間１時間までごとに

22



　②競技場（共同使用） 単位：円

時間 料金

1人1時間迄ごと 110

1人1時間迄ごと 50

小学校には、義務教育学校の前期課程を含み、中学校には、義務教育学校の後期課程を含む。

単位：円

時間 料金 時間 料金 時間 料金

　９時～１３時 3,220 　９時～１３時 1,720 　９時～１３時 490

１７時～２１時 4,040 １７時～２１時 2,100 １７時～２１時 610
超過時間昼間
１時間迄ごと 820

超過時間昼間
１時間迄ごと 490

超過時間昼間
１時間迄ごと 110

超過時間夜間
１時間迄ごと 950

超過時間夜間
１時間迄ごと 610

超過時間夜間
１時間迄ごと 240

　④トレーニング室（共同使用） 単位：円
単位：円

時間 料金

1人1時間迄ごと 110

1人1時間迄ごと 50

（３）総合競技場使用料

①競技場　（専用使用・営利を目的とする催物に係るものを除く） 単位：円

時間 料金 時間 料金 時間 料金

　９時～１３時 15,010 ９時～１３時 150,340

９時～１７時 30,040 ９時～１７時 300,680

１７時～２１時 18,000 １７時～２１時 180,410

超過時間昼間
１時間迄ごと 3,750

超過時間昼間
１時間迄ごと 37,570

超過時間夜間
１時間迄ごと 4,490

超過時間夜間
１時間迄ごと 45,100

②競技場（共同使用） 単位：円

時間 料金

1人1時間迄ごと 70

1人1時間迄ごと 40

③照明設備（営利を目的とする催物に専用使用する場合を除く） 単位：円

全部を点灯す
るとき

１/2を点灯す
るとき

１/5を点灯す
るとき

全部を点灯す
るとき

１/2を点灯す
るとき

１/5を点灯す
るとき

10,470 5,230 2,090 104,760 52,380 20,950

④電光掲示板（営利を目的とする催物に専用使用する場合を除く）

　　　１時間までごとに　3,660円

１時間まで
ごとに

入場料を徴収する場合

一　般

小学校児童又は中学校若し
くは高等学校の生徒

入場料を徴収しない場合

１３時～１７時 170,370
夜間２時間ま
でごと

4,480

昼間２時間ま
でごと

3,740

１３時～１７時 17,020

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用
アマチュアスポーツ
以外の催物に使用

⑤会議室各室（専用使用）

１３時～１７時 3,220 １３時～１７時 1,720 １３時～１７時 490

一　般 高等学校の生徒

一　般

小学校児童又は中学校若し
くは高等学校の生徒

入場料を徴収しない

一　般

小学校児童又は中学校若し
くは高等学校の生徒

　③トレーニング室　　（専用使用）
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（４）庭球場使用料

①庭球場使用料 単位：円

時間 料金

1時間ごと 660

②照明設備使用料

時間 料金

1時間ごと 770

（５）野球場使用料

①野球場使用料（営利を目的とする催物に利用する場合を除く） 単位：円

時間 料金 時間 料金 時間 料金 時間 料金

２時間までごと 2,910 ２時間までごと 5,820 ２時間までごと 5,820 ２時間までごと 58,200

時間 料金

1試合につき 820

（５）公園センター会議室 単位：円

大会議室 小会議室

　９時～１３時 1,470 490

１３時～１７時 1,470 490
超過時間
１時間迄ごと 360 110

（６）貸しボート

　　一艘３０分までごとに　３３０円

（７）茶室 単位：円

広間 小間 附帯施設

　９時～12時まで 6,220 3,100 2,980

１３時～１６時まで 6,220 3,100 2,980

１８時～２１時まで 7,450 3,700 -

　９時～１６時まで 12,440 6,200 5,980

１３時～２１時まで 13,690 6,820 -

　９時～２１時まで 19,910 9,920 -

利用時間
料　金

備考

時間
料金

庭球場1面

庭球場1面

入場料を徴収しない 入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用
アマチュアスポーツ
以外の催物に使用

アマチュアスポーツに使用
アマチュアスポーツ
以外の催物に使用

②スコアボード（営利を目的とする催物に利用する場合を除く）
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