
千代台公園の概要 
担当部局  生涯学習部スポーツ振興課（ＴＥＬ0138-21-3475）  

所在地  函館市千代台町２２番  

目的  都市公園の健全な発達とともに市民の心身の健全な発達と

スポーツ活動の普及，振興を図り，もって公共の福祉の増

進に資する  

事業概要  施設の維持管理，設置目的に資する事業の実施に関するこ

と，その他の業務に関すること  

供用期間  １月１日から１２月３１日まで  

供用時間  午前０時から午後１２時まで  

施設概要  ①敷地面積：約１４ha（野球場，陸上競技場，庭球場，

弓道場，市民プール，青年センターを含む）  

②公園種別：運動公園  

③附帯駐車場：野球場側 １９８台（５，１７０㎡）  

テニスコート側 ３１台（７３０㎡）  

自動管理システムによる管理  

指定管理

者が行う

業務内容  

１ 公園の維持管理に関すること  

   清掃，警備，施設および設備の保守点検，施設およ

び備品等の修繕，外構緑地管理，除雪 など  

２ 公園施設における行為許可および承認ならびに制限に

関すること  

   公園内行為の受付および許可または不許可に関する

業務，行為許可の条件の変更，行為の中止，現状復旧

若しくは退去命令に関する業務 など  

３ 駐車場の使用の許可および制限に関すること  

   駐車券の発行，在庫管理に関する業務，駐車場への

駐車の拒否および退場命令に関する業務 など  

４ 利用料金の徴収，還付および減免に関する業務  

５ その他の業務に関すること  

   施設の利用方法等に関する業務，報告書の作成等に

関する業務，苦情等への対応に関する業務 など  

施設管理

運営経費  

市から指定管理者への指定管理委託料および指定管理者が

収受する利用料金によります  

条  例  函館市都市公園条例  

現指定管

理者  

公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団  

 

 



千代台公園野球場の概要 
担当部局  生涯学習部スポーツ振興課（ＴＥＬ0138-21-3475）  

所在地  函館市千代台町２２番２６号  

目的  都市公園の健全な発達とともに市民の心身の健全な発達と

スポーツ活動の普及，振興を図り，もって公共の福祉の増

進に資する  

事業概要  施設の維持管理，設置目的に資する事業の実施に関するこ

と，その他の業務に関すること  

供用期間  ５月１日から１０月３１日まで  

※函館市教育委員会が認めるときは臨時に休場し，または

供用期間を変更することができる  

供用時間  日の出から日没まで  

施設概要  ①昭和２６年開設（平成６年改修）  

②建物構造  鉄筋コンクリート造地上２階地下 1 階建  

③敷地面積  ２３，４００㎡  

④施設内容  グラウンド１３，６５０㎡  

       両翼９９．１ｍ，中堅１２２ｍ，  

内野（クレイ），外野（天然芝）  

収容人員 約２０，０００人  

内野メインスタンド，内野スタンド，  

外野スタンド，会議室，本部室，  

ロッカールームほか  

指定管理

者が行う

業務内容  

１ 使用許可および制限に関すること  

２ 維持管理に関すること  

   清掃，警備，施設および設備の保守点検，施設およ

び備品等の修繕，敷地内の管理 など  

３ 使用料の収納に関する業務  

４ その他の業務に関すること  

   施設の利用方法等に関する業務，報告書の作成等に

関する業務，苦情等への対応に関する業務 など  

施設管理

運営経費  

市から指定管理者への指定管理委託料によります  

条  例  函館市都市公園条例  

現指定管

理者  

公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団  

 

 

 



千代台公園陸上競技場の概要 
担当部局  生涯学習部スポーツ振興課（ＴＥＬ0138-21-3475）  

所在地  函館市千代台町２２番２４号  

目的  都市公園の健全な発達とともに市民の心身の健全な発達と

スポーツ活動の普及，振興を図り，もって公共の福祉の増

進に資する  

事業概要  施設の維持管理，設置目的に資する事業の実施に関するこ

と，その他の業務に関すること  

供用期間  ４月１日から１１月第２日曜まで  

※函館市教育委員会が認めるときは臨時に休場し，または

供用期間を変更することができる  

供用時間  日の出から日没まで  

施設概要  ①昭和３６年開設（平成１１年改修）  

②建物構造  鉄筋コンクリート，鉄骨造４階建  

③敷地面積  ３１，２００㎡  

④施設内容  第２種公認陸上競技場（全天候型舗装）  

       トラック・フィールド  

２０，４００㎡（一部天然芝）  

       トラック ４００ｍ×９レーン  

       スタンド 収容人員約１５，０００人  

        メインスタンド，サイドスタンドＡ・Ｂ  

        バックスタンド  

       更衣室，シャワー室，雨天走路ほか  

指定管理

者が行う

業務内容  

１ 使用許可および制限に関すること  

２ 維持管理に関すること  

   清掃，警備，施設および設備の保守点検，施設およ

び備品等の修繕，敷地内の管理 など  

３ 利用料金の徴収・還付および減免に関する業務  

４ その他の業務に関すること  

   施設の利用方法等に関する業務，報告書の作成等に

関する業務，苦情等への対応に関する業務 など  

施設管理

運営経費  

市から指定管理者への指定管理委託料および指定管理者が

収受する利用料金によります  

条  例  函館市都市公園条例  

現指定管

理者  

公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団  

 

 



千代台公園庭球場の概要 
担当部局  生涯学習部スポーツ振興課（ＴＥＬ0138-21-3475）  

所在地  函館市千代台町２７番２号  

目的  都市公園の健全な発達とともに市民の心身の健全な発達と

スポーツ活動の普及，振興を図り，もって公共の福祉の増

進に資する  

事業概要  施設の維持管理，設置目的に資する事業の実施に関するこ

と，その他の業務に関すること  

供用期間  ４月１日から１１月第２日曜まで  

※函館市教育委員会が認めるときは臨時に休場し，または

供用期間を変更することができる  

供用時間  午前６時から午後１０時まで  

施設概要  ①昭和４３年開設（平成３～５年改修，令和４年増設）  

②建物構造  クラブハウス 鉄骨造２階建  

③敷地面積  ２０，７３５㎡  

④施設内容  砂入り人工芝コート１８面  

       夜間照明メタルハライドランプ  

        ４灯用１２基，８灯用４基  

       ※１８面中８面は夜間照明なし  

       観覧席 収容人員約９６０人  

       クラブハウス，ロッカー室，シャワー室，  

大会運営室ほか  

指定管理

者が行う

業務内容  

１ 使用許可および制限に関すること  

２ 維持管理に関すること  

   清掃，警備，施設および設備の保守点検，施設およ

び備品等の修繕，敷地内の管理 など  

３ 利用料金の徴収・還付および減免に関する業務  

４ その他の業務に関すること  

   施設の利用方法等に関する業務，報告書の作成等に

関する業務，苦情等への対応に関する業務 など  

施設管理

運営経費  

市から指定管理者への指定管理委託料および指定管理者が

収受する利用料金によります  

条  例  函館市都市公園条例  

現指定管

理者  

公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団  

 

 

 



函館市民プールの概要 
担当部局  生涯学習部スポーツ振興課（ＴＥＬ0138-21-3475）  

所在地  函館市千代台町２２番２５号  

目的  市民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及，振興を図

るため  

事業概要  施設の維持管理，設置目的に資する事業の実施に関するこ

と，その他の業務に関すること  

供用期間  １月４日から１２月３０日まで  

※函館市教育委員会が認めるときは臨時に休館し，または

供用期間を変更することができる  

供用時間  午前１０時から午後９時まで  

施設概要  ①昭和４６年開設（昭和６１年５０ｍプール改修）  

②建物構造  鉄筋コンクリート，鉄骨造地上２階地下１

階建  

③延床面積  ６，７０１．０１㎡  

④施設内容  ２５ｍプール棟 ２５×１６ｍ×７コース  

       ５０ｍプール棟 ５０×２１ｍ×８コース  

       幼児プール×２  

       観客席 ６００席  

       採暖室，シャワー室，会議室ほか  

指定管理

者が行う

業務内容  

１ 使用許可および制限に関すること  

２ 維持管理に関すること  

   清掃，警備，施設および設備の保守点検，施設およ

び備品等の修繕，敷地内の管理 など  

３ 利用料金の徴収・還付および減免に関する業務  

４ その他の業務に関すること  

   プールの監視に関する業務，施設の利用方法等に関

する業務，報告書の作成等に関する業務，苦情等への

対応に関する業務 など  

施設管理

運営経費  

市から指定管理者への指定管理委託料および指定管理者が

収受する利用料金によります  

条  例  函館市民プール条例  

現指定管

理者  

公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団  

 


