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１．マーケットサウンディング調査を実施する背景・目的  

（１）背景  

千葉県の県立都市公園の現状については、現在１４公園が開設しており、都市における

緑の空間を利用して、人々の憩いや安らぎの場だけでなく、スポーツ・レクリエーション

の場として、また、災害時の避難場所等の防災機能や、大気汚染・温暖化等に対する環境

改善機能など多様な機能を有しており、県民生活にきわめて大きな役割を果たしていま

す。 

千葉県では、限られた予算、公園施設の老朽化、県民ニーズの多様化などの課題を抱え

ながら公園の魅力向上に取り組んでおり、このたび都市公園法に基づく「公募設置管理制

度」等を活用して民間活力の導入を検討することにいたしました。 

特に、柏の葉公園については、年間153万人の来訪者、「緑・スポーツ・文化」等、多

彩な魅力を備えているなどのポテンシャルを有していることから、県立柏の葉公園におい

て先駆けとして調査・検討を行うこととしました。 

 

（２）調査の目的 

本調査は、マーケットサウンディング調査（以下、「サウンディング調査」）として、

民間事業者等の皆様との対話を通じて、本公園の魅力向上のための事業アイデアや参加し

やすい事業条件等を把握することにより、今後の官民連携による魅力向上事業の事業者公

募に活かすことを目的に実施します。 

 

※サウンディング調査とは、民間事業者とのヒアリング等の実施により、公園の市場
性や活用アイデア等について意見交換を伺い、参考にすることで、事業効果や実現
可能性の高い事業実施につなげるための調査です。 

 

 

２．募集事業の内容 

柏の葉公園における更なる魅力向上を図るため、カフェ・レストラン、レクリエーショ

ン施設等の新たな公園施設の導入や既存公園施設の利活用、イベント等のソフト事業の実

施など、本公園の特性を生かした幅広い提案を募集します。 

また、野球場、総合競技場等のスポーツ施設については、ネーミングライツ導入や広告

物の掲出に関する提案も併せて募集します。 
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３．柏の葉公園の概要 

千葉県立柏の葉公園は、つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅から約１ｋｍの距離に

位置する「健康・文化・みどり」をテーマに、県民のうるおいとやすらぎの場として開設

した公園です。 

45.0ヘクタールの広大な敷地に芝生広場、多種類の樹木林、花壇など豊かな自然が楽し

めるほか、総合競技場やコミュニティ体育館、野球場、庭球場などのスポーツ施設、更に

は日本庭園をはじめとする文化施設があり、子どもからお年寄りまで幅広い年齢の方々の

憩いの場となっています。 

また、年間来場者数は、約 153万人（平成 29年度）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施設概要＞ 

緑の文化ゾーン 

日本庭園、茶室（松柏亭）、公園センター、四季の広場、     

バラ園、ボート池、郷土の森、冒険のトリデ、レストハウス、    

コミュニティ体育館、ロックガーデン、ドッグラン、     

ボートハウス、桜の広場、第２駐車場 

健康スポーツゾーン 
総合競技場（第２種公認）、庭球場、野球場、第１駐車場、多

目的広場（柏市へ管理許可） 

 

 

「健康スポーツ」をテーマに、様々なス

ポーツを体感できる機能を有するゾーン。 

健康スポーツゾーン 緑の文化ゾーン 

「みどりの文化」をテーマに、自然環

境や景観に配慮し、レクリエーション機

能や文化機能を有するゾーン。 
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４．柏の葉公園の課題 

以下に示す内容は、利用者からの意見等を踏まえ、本公園の課題等を整理したものですの

で、提案を作成する際の参考にしてください。 

 

◇老朽化した公園施設への対応 

本公園は平成２年に開園しましたが、老朽化した公園施設への対応が課題となってい

ます。そこで、既存公園施設の利活用について、皆様のアイデアにより、施設の魅力を

高めていくことを期待しています。 

 

◇便益施設の導入について 

本公園は、多くの利用者が訪れているにもかかわらず、公園利用者の利便性向上に資

する施設である、飲食、売店、休憩等の施設が不足しております。また、利用者からは

施設設置の意見が寄せられていることから、本公園に調和した施設導入の提案を期待し

ています。 

 

◇レクリエーション施設の導入について 

本公園における子どもたちのアスレチックスペースである「冒険のトリデ」は平成27

年3月に大型アスレチックが更新されたところであり、他にも様々な遊具が揃っていま

すが、その後も利用者から子どもの遊び場に対する意見が寄せられていることから、子

どもの遊び場としての充実を図るための施設導入の提案を期待しています。 

 

◇スポーツサービス施設の導入について 

本公園は、総合競技場や野球場、庭球場等のスポーツ施設が充実しております。ま

た、木々で囲まれた園内では、日常は多くの方がジョギングやウォーキング等を楽しま

れている他、マラソン大会も開催されています。 

このような状況を踏まえ、利用者の更なるサービス向上を図りたいと考え、ランニン

グステーションなど、スポーツサービス施設の導入の提案を期待しています。 

 

◇ネーミングライツ等の導入について 

ネーミングライツや広告物掲出は、施設のＰＲや公園サービスの向上に繋がることか

ら、本公園の総合競技場、野球場及び庭球場等で導入を検討しております。 

ついては、ネーミングライツ導入等について、期間、命名権料等又は命名権料等に相

当する施設の導入（寄付等を想定）など、具体的な提案を期待しています。 

 

※命名権料等に相当する施設の例 

総合競技場、野球場、庭球場利用者のサービス向上が図られる施設の導入 

具体例：大型スクリーンの設置、内野スタンドに屋根の設置、 

庭球場に屋根付き休憩所の設置 

3 



 

５．事業提案にあたっての留意事項 

・柏の葉公園の基本計画や現状を踏まえた内容であること。 

・公園施設の導入提案にあたっては、周辺土地利用に配慮すること。 

・提案施設は、都市公園法第２条に基づく公園施設とします。 

・多目的広場への提案については、提案内容を柏市と協議します。 

・今回のサウンディング調査（ヒアリング）への参加実績は、今後予定している事業者公

募への参加条件や評価対象にはなりません。 

・同様に、サウンディング調査へ参加しなかった企業でも、今後予定している事業者公募

への参加は可能です。 

・ヒアリングの内容は、今後の検討において参考とさせていただきます。ただし、公園管

理者（千葉県）・民間事業者双方の発言とも、あくまで対話時点での想定のものとし、事

業者決定に関して何ら約束するものではないことをご了承ください。 

・必要に応じて、追加のヒアリングをお願いする場合がございます。その際にはご協力を

お願いいたします。 

・サウンディング調査(ヒアリング)への参加に要する費用は、参加事業者の負担としま

す。 

 

 

６．事業スキームの想定 

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）及び千葉県都市公園条例等による整備・管理運営

等を前提とし、事業スキームは、Park-PFIを活用することを基本とし、その他に、公園施

設の導入や既存施設の利活用などの活用の可能性も想定しております。 

○法第 5条の規定による公園施設の設置又は管理許可 

○条例第４条の規定による公園内の行為許可 

○その他 
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７．スケジュール 

（１）サウンディング調査の進め方は以下のとおりです。 

基本的な情報やサウンディング調査の実施手順等を記載

した実施要領の公表 

 

サウンディング調査に関する事前説明会、現地説明会の

開催 

ヒアリングに参加される事業者のヒアリング希望日時等

の提出 

 

事業アイデア等の提案書の提出 

 

提案内容の説明、質問等のヒアリング 

 

サウンディング調査スケジュール 

内容 日程 

サウンディング調査実施公表 平成３０年 ８月 １日（水） 

質問の受付 平成３０年 ８月 １日（水）～ 

平成３０年 ９月２１日（金） 

事前説明会の参加申込受付 平成３０年 ８月 １日（水）～ 

平成３０年 ８月２３日（木） 

事前説明会の実施 平成３０年 ８月２４日（金） 

現地説明会の参加申込受付 平成３０年 ８月 １日（水）～ 

平成３０年 ８月３１日（金） 

現地説明会の実施 平成３０年 ９月 ３日（月） 

ヒアリング参加受付（エントリー）及び 

提案書の受付 

平成３０年 ８月 １日（水）～ 

平成３０年１０月 ９日（火） 

質問書の回答 平成３０年１０月 ９日（火） 

ヒアリングの実施 平成３０年１０月１７日（水）～ 

平成３０年１０月３１日（水） 

調査結果の公表 平成３０年１２月頃 

 

（２）調査後の流れ 

サウンディング調査の際に提出された提案については、その概要をホームページで公

表します。公園施設の導入等については、実現性・公益性・有益性などを考慮し「都市公

園の質の向上に向けた Park-PFI活用ガイドライン」（平成 29年 8月 10日国土交通省 都

市局 公園緑地・景観課）に基づき検討を行った上で公募を行う予定です。また、イベン

トの実施やネーミングライツ導入については、内容に応じ実施を検討していきます。 

サウンディング調査 

実施要領の公表 

サウンディング調査に関する 

説明会の開催 

ヒアリングへの 

参加受付（エントリー） 

提案書の受付 

 

ヒアリングの実施 
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８．説明会の実施 

マーケットサウンディング調査への参加を希望する民間事業者向けに、事前説明会及び現

地説明会以下のとおり開催します。 

参加を希望する場合は、「（様式１）事前説明会・現地説明会申込書」に必要事項を記入し、

「１５．連絡先」の E-mail宛にメールに添付して送付し、参加申込みしてください。 

 

（１）事前説明会 

①日  時  平成３０年８月２４日（金）１４時から１５時まで 

②場  所  千葉県庁南庁舎２階 第１会議室（千葉市中央区市場町１－１） 

③内  容  ヒアリングの概要説明、ヒアリングの実施方法等について 

④申込期間  平成３０年８月１日（水）から平成３０年８月２３日（木）まで 

⑤提出書類  様式１「事前説明会・現地説明会申込書」 

※メール件名：【説明会参加申込】としてください。 

 

（２）現地説明会 

①日時  平成３０年９月３日（月）１４時から 

②場所  柏の葉公園 公園センター（柏市柏の葉４－１） 

③内容  対象公園にて現地の状況を説明いたします。（所要時間約２時間程度） 

④申込期間 平成３０年８月１日（水）から平成３０年８月３１日（金）まで 

⑤提出書類  上記事前説明会と同じ 

 

（３）その他 

①説明会の参加人数は、１団体につき３名以内としてください。 

②説明会会場での本実施要領等の配布は予定していません。必要に応じて持参してくださ

い。 

③事前説明会及び現地説明会への参加はマーケットサウンディング調査への参加条件で

はありません。 
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９．質問の受付及び回答 

サウンディング調査に関する質問は、様式２「質問書」に記入し、「１５．連絡先」の E-

mail宛にメールに添付して送付してください。なお、複数社で提案する場合には、質問は、

代表者が取りまとめを行ってください。質問への回答は、千葉県のホームページに掲載しま

す。 

 

（１）受付期間：平成３０年８月１日（水）～平成３０年９月２１日（金）まで 

（２）回答日（予定）：平成３０年１０月９日（火） 

（３）掲載箇所：ＵＲＬ：https://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/index.html 

（４）提出書類： 様式２「質問書」 

※メール件名：【質問書送付】としてください。 

（５）その他： 応募に関係がないと思われる質問など、質問内容によってはお答えができな

い場合がありますので、ご了承ください。 

 

 

１０．ヒアリングの参加受付（エントリー） 

サウンディング調査に参加することができる事業者は、県立柏の葉公園の魅力向上に向

けた事業実施の意欲がある法人又はその団体とします。 

団体（グループ）で参加する場合は、主たる役割を担う代表者を１社選定してください。 

参加を希望する場合は、様式３「エントリーシート」に必要事項を記入し、「１５．連絡

先」の E-mail宛にメールに添付して送付してください。メールの件名は【ヒアリング申込】

としてください。受信確認後、受信確認の返信メールを返します。 

 

（１）申込期間：平成３０年８月１日（水）から平成３０年１０月９日（火）まで 

（２）提出書類：様式３「エントリーシート」 
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１１．提案書の提出 

本要領の記載事項を踏まえ、下記内容を様式４「提案書」に必要事項を記入し、「１５．

連絡先」の E-mail宛にメール添付して送付してください。なお、指定様式に直接記載せず、

下記の【ご提案頂きたい内容】が概ね記載された事業計画書を別途ご提出いただいても構

いません。複数の事業をご提案される場合は、「（様式４）提案書」をそれぞれ作成頂き、

ご提案ください。 

なお、様式４「提案書」を対話の際に５部ご持参願います。（別途、任意の資料を追加

していただいても構いません。） 

記 

【ご提案頂きたい内容】（記載可能な範囲で構いません） 

※詳細は 様式４「提案書」参照 

（１）事業内容 

（２）事業実施条件 

（３）周辺地域との連携、地域への貢献の考え方 

（４）取組にあたっての課題 

（５）その他、事業全般に関する意見等 

 

 

１２．ヒアリングの実施（アイデア及びノウハウの保護のため、個別に行います。） 

（１）実施概要 

エントリーシートをご提出頂いた民間事業者との間で、下記のとおりヒアリングを実施

します。 

①候補日：平成３０年１０月１７日（水）から平成３０年１０月３１日（水）まで 

午前１０時から午後４時までの約１時間程度 

②実施場所：千葉県庁南庁舎９階打合せ室（千葉市中央区市場町１－１） 

③参加人数：１グループ５名以内 

（２）対話日時 

エントリーシート受領後、調整の上、実施日時及び場所をメールにて連絡させていた

だきます。 

（３）実施方法 

参加事業者から提案書の内容についてご説明いただき、その内容について意見交換をさ

せていただきます。 

（４）留意事項 

調査目的から逸脱していると考えられるもの、同種の提案が多数寄せられたものなどの

場合は、書面のみとさせていただく場合があります。 
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１３．サウンディング調査結果の取扱い 

サウンディング調査結果の概要については、民間事業者の皆様のアイデアやノウハウ

の保護に配慮した上で公表します。（平成３０年１２月頃を予定） 

公表にあたっては、必要に応じて参加事業者に内容を確認させていただく場合があり

ます。 

 

１４．開示資料 

＜様式＞ 

様式１ 「事前説明会・現地説明会申込書」 

様式２ 「質問書」 

様式３ 「エントリーシート」 

様式４ 「提案書」 

 

＜別添＞ 

別添１ 柏の葉公園の概要 

別添２ 主な公園施設の利用者数 

別添３ 柏の葉公園のイベント開催状況 

別添４ 柏の葉公園の主な施設等一覧 

 

１５．連絡先 

千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課県立公園室 

担当 遠藤、伊藤、石井 

〒260-8667 

千葉市中央区市場町１－１（千葉県庁本庁舎１５階） 

電話 ：043-223-3930 

ＦＡＸ：043-222-6447 

E-mail：kouen1@mz.pref.chiba.lg.jp 

※受付日時：土曜、日曜、祝日を除く午前９時から午後５時まで 
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