
県立柏の葉公園の魅力向上に向けた
マーケットサウンディング調査

本公園の概要、調査の目的等



本日の流れ

１４：００～ 説明会開始

１４：０５～ 募集内容の説明

１４：３０～ 質疑応答

１５：００頃 終了

※本説明会終了後、本会場は参加者同士の意見交換や

相談の時間として使用いただけます（約３０分程度）。



１．はじめに（千葉県立都市公園の紹介）

開設中の１４公園
１．羽衣公園

２．青葉の森公園

３．千葉県総合スポーツセンター

４．幕張海浜公園

５．行田公園

６．柏の葉公園（今回の調査対象）

７．手賀沼自然ふれあい緑道

８．印旛沼公園

９．北総花の丘公園

10．蓮沼海浜公園

11．長生の森公園

12．館山運動公園

13．富津公園

14．八千代広域公園



２．本調査の目的

・県立柏の葉公園は、広大な敷地に豊かな自然や総合競技場など

のスポーツ施設、日本庭園をはじめとする文化施設を有し、

年間来場者数約１５３万人（平成２９年度）と、多くの方に

利用されているところですが、施設の老朽化や多様なニーズへ

の対応等の課題が顕在化しています。

・本調査は、民間事業者等の皆さまとのヒアリングを通じて、

県立柏の葉公園の課題解決を通じた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

ことを目的としています。



３．県立柏の葉公園の概要
○県立柏の葉公園は、「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された公園です。

柏の葉公園

■所在地 ：柏市柏の葉4-1

■種 別：広域公園

■計画決定：昭和60年8月

■計画面積：45.0ha

■開園年月：平成2年7月(8.2ha)

■開設面積：45.0ha

■都市計画用途地域：第2種住居地域

■建ぺい率：60％

■容積率 ：200％

※都市計画用途地域、建ぺい率、容積率は
平成３０年８月現在。詳細は柏市都市計画
課にご確認をお願いします。



３．県立柏の葉公園の概要
○周辺施設の状況



４．主な位置づけ

○柏都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

＜主要な緑地の配置方針＞

・市街地内で冷涼な空気の供給源となるまとまりのある緑

・都市レベルの広域的なレクリエーションに役立つ緑

・広域避難場所

○柏の葉国際キャンパスタウン構想 2014充実化版

＜目標５ 方針5-1＞

健康で快適な暮らしを支える生活空間、歩行環境を充実させる

（重点施策３）

歩くことによる健康づくり推進のためのイベントや支援プログラム

・健康づくり活動拠点としての柏の葉公園の活用促進



多目的広場

５．基本コンセプト

健康スポーツゾーン 緑の文化ゾーン

健康スポーツゾーン

緑の文化ゾーン

「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。

「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。



６．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）



施設名 施設概要 運営指針等

日本庭園 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。

茶室 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。

６．施設概要（日本庭園・茶室）



施設名 施設概要 運営指針等

貸ボート 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。

６．施設概要（ボート池①）



６．施設概要（ボート池②）

ボートハウスやボート池のデッキの状況



施設名 施設概要 運営指針等

レストハウス ３０９㎡ 利用者が休憩できる施設であり、
軽食の販売も可能。

６．施設概要（レストハウス）



施設名 施設概要 運営指針等

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。器具庫，放送
室を併設。

トレーニング室 ２室１２６㎡ エアロバイク、トレッドミル、
ウエイトトレーニングマシン

会議室、和室 会議室３室１６８㎡
和室 ４２㎡

会議室は１室から３室タイプに区切り
使用できる。

６．施設概要（コミュニティ体育館）



施設名 施設概要 運営指針等

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。

フィールド 縦６８ｍ×横１０５ｍ
天然芝

球技場一面として利用。

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。

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。

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。

６．施設概要（総合競技場）日本陸連二種公認



６．施設概要（総合競技場）日本陸連二種公認



施設名 施設概要 運営指針等

庭球場 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。

６．施設概要（庭球場）



施設名 施設概要 運営指針等

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。

６．施設概要（野球場）



施設名 施設概要 運営指針等

第一駐車場 大型車 １０台
普通車 ５０５台

･料金徴収は機械式、集金は出庫時。

第二駐車場 大型車 ５台
普通車 ３１６台

６．施設概要（駐車場）



６．施設概要（園路等）

園路や階段の状況



７．柏の葉公園の課題

①老朽化した公園施設への対応

②便益施設の導入について

③レクリエーション施設の導入について

④スポーツサービス施設の導入について

⑤ネーミングライツ等の導入について



７．柏の葉公園の課題

②便益施設の導入イメージについて
ボ
ー
ト
ハ
ウ
ス

レ
ス
ト
ハ
ウ
ス

出典 上 シップスガーデンHP：http://suijo-park.jp/concept/history/

下 南池袋公園パークガイド：http://www.city.toshima.lg.jp/340/shisetsu/koen/026.html

福岡市 水上公園

豊島区 南池袋公園

http://suijo-park.jp/concept/history/


７．柏の葉公園の課題

③レクリエーション施設の導入イメージについて

出典 左 ハイランドマウンテン公園HP：http://takahasikanko.or.jp/modules/spot/index.php?content_id=11

右 淡路島国営明石海峡公園HP ：http://awaji-kaikyopark.jp/



７．柏の葉公園の課題

④スポーツサービス施設の導入イメージについて

出典：柏の葉キャンパスマラソンフェスタ事務局HP http://kashiwanoha-marathon.com

マラソンコース



７．柏の葉公園の課題

④スポーツサービス施設の導入イメージについて
名城公園 さら名城（ランナー・サイクリストサポート施設）

出典：左東海ラジオHP https://www.tokairadio.co.jp/announcer/maeno/entry-37183.html

右ナゴヤNAT‘s HP    https://nats.nagoya/?p=610



８．事業提案を求める内容

１）本公園の課題（※）解決に寄与する事業

①公園施設の設置 ※県の認識する課題以外のものもご提案ください。

②イベント等のソフト事業

２）ネーミングライツ

３）その他

・民間ノウハウを生かした公園施設の改修、公園の

管理運営など

・事業収益を活用した公園利用者への還元策

４）留意点

・各ゾーンの基本コンセプトに沿った提案

・提案者自らが主体となって実施する提案



９．想定する事業スキーム

都市公園法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

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。

①法第５条の規定による公園施設の設置又は

管理許可

②条例第４条の規定による公園施設の行為許可

③その他



１０．提案項目

１）具体的内容

・想定エリア

・ハード：施設概要・構成や配置イメージ

・ソフト：公園の魅力向上のための仕掛け

以上を実施することにより高まる公園の効用、事業効果

２）事業実施条件

・想定する事業スケジュール、事業期間、営業時間

・想定している事業収益の公園の魅力向上への還元方法

・想定している投資額、収支計画

・周辺地域との連携、地域貢献への考え方

・事業や取組みにあたっての課題

・その他、事業全般に関する意見等



１１．スケジュール（調査の進め方）

１ 事業提案の募集開始 ８月 １日（水）

２ 事前説明会（希望者のみ） ８月２４日（金）

３ 現地説明会（希望者のみ） ９月 ３日（月）

４ 質問書の受付 ９月２１日（金）まで

５ ヒアリング参加及び提案書の受付 １０月 ９日（火）まで

６ ヒアリングの実施 １０月１７日（水）～３１日（水）

７ ヒアリング結果の概要公表 １２月頃



１２．提案書の提出・受付

（１）実施期間

平成３０年８月１日（水）～１０月９日（火）まで

（２）提出書類

様式４：提案書

なお、指定様式に記載せず、【ご提案いただきたい内容】が概ね記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をそれ

ぞれ作成してください。

（３）提出方法

Ｅメールによる

宛先 kouen1@mz.pref.chiba.lg.jp



１３．ヒアリング（個別に実施します）

（１）実施期間

平成３０年１０月７日（水）～１０月３１日（水）まで

※ヒアリングにエントリーいただいた後、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。

（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）持参するもの

様式４：提案書５部 別途任意の資料を追加いただいても構いません。

（４）対話内容

主に、様式４に記載された項目（１）～（５）



１４．その他（留意事項①）

＜提案内容について＞

○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。



１４．その他（留意事項②）

＜ヒアリングについて＞

○今回の参加実績は、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。

（同様に参加しない企業も今後の事業公募への参加は可能）

○ヒアリングの内容は、今後の参考にさせていただきま

すが、公園管理者・民間事業者双方の発言とも、あく

までも現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ありません。

○追加のヒアリングをお願いする場合がございます。

○ヒアリングへの参加費用は参加事業者の負担とします。



１４．その他 現地説明会集合場所

公園センター

9月3日 14:00～



ご清聴ありがとうございました


