2020 年度

千葉市少年自然の家
ＢＢＱ(ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ)体験広場
利用案内（利用規約）
ＢＢＱ（バーベキュー）体験広場は、日帰り利用の皆様が、昼食時に手軽にバー
ベキュー体験を楽しめるように、器材付きで区画を貸し出す施設です。セルフサー
ビスを原則とします。
既存の野外炊飯場Ａに 隣接しており、全８区画、１区画あたり８名様までご利
用いただけます。
食材及び食器類の提供はありませんので、飲食物・食器等はご利用者がお持ち込
みください。なお、当施設はアルコール類の持ち込み及び飲酒は禁止となっており
ますので、ご協力ください。
野外活動施設内のバーベキュー場として、単にレジャーとしてではなく、活動プ
ログラムの一環として、メニューを考えて必要なものを準備する段階から、当日の
火起こし、調理、片付けまで、家族みんなで協力する中で、子どもたちが多くのこ
とを体験できることを願っています。
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ご予約前に、必ず以下の利用案内（利用規約）をお読みください。ご予約に
際しては、以下に記載するすべての事項について同意したものとみなします。

１ 開場日・利用時間（2020 年度）
(1)開場日
２０２０年４月１日（水）～１１月２９日（日）までの土曜日・日曜日・祝日

(2)利用時間
下記の３つの時間帯からお選びください
第１部
１０：００～１２：３０
通し利用 １０：００～１５：３０

第２部 １３：００～１５：３０

※上記時間の１５分前より受付を開始します。代表の方のみサービスセンター
においでくださり、バーベキュー体験広場利用料金と日帰り利用料金をお支
払いください。
※通し利用の場合は、利用時間内であれば、開始時間・終了時間は任意です。
※お支払い方法については、
「９ その他のルール」をご参照ください。

２ 料金
料金は、バーベキュー場の「区画利用料金」と「日帰り利用料金」を合わせた
金額になります。
（宿泊利用者は、区画利用料金のみとなります。
）
１区画当たりの利用料金
２時間３０分 ３,０００円（消費税込み）
通し利用
５,０００円（消費税込み）
日帰り利用料金は、区分により異なります
千葉市内在住者
子ども（中学生以下）１００円（消費税込み）
大人
２７０円（消費税込み）
※小中学生はふれあいパスポートの
提示で減免（無料）となります。
千葉市外在住者
子ども（中学生以下）２００円（消費税込み）
大人
５５０円（消費税込み）
例１）千葉市内在住のご家族が 大人２名、小中学生１名 幼児１名 で
1 区画を２時間３０分利用する場合
区画利用料金
３,０００円
日帰り利用料金
７４０円（２７０✕２＋１００✕２)
合 計
３,７４０円
※ふれあいパスポートを１名分提示に
付き、１００円減免となります。
例２）千葉市外在住のご家族が 大人２名、小中学生１名 幼児１名 で
1 区画を２時間３０分利用する場合
区画利用料金
３,０００円
日帰り利用料金
１,５００円（５５０✕２＋２００✕２)
合 計
４,５００円

３ 予約方法
(１) 日帰り利用での予約方法（先行予約 先着順）

①バーベキュー体験広場の予約を電話で行ってください。
電話のみで、利用の２ヶ月前から、２週間前まで受け付けます。
☎ 0475-35-1131
① 希望の日時 ②予約代表者のお名前 ③携帯電話番号
④ 人数（○名）
をお知らせください。1 区画８名様までご利用できます。３歳未満の乳
幼児は、バーベキューの利用人数にカウントしません。
（日帰り利用料金
の対象になります。
）
友人家族といっしょに行う等の場合には、その旨お知らせください。近
隣の区画を指定します。ご利用区画番号は、当日、バーベキューステー
ション受付にてご確認ください。
例）６月２８日（日）にご利用の場合の予約受付期間は、
４月２８日（火）～６月１４日（日）までとなります。
②バーベキュー場の予約が完了したら、
「バーベキュー体験広場申込書・予約
確認書」を、１週間以内に、Ｆａｘまたはメールでお送りください。
申込書はＨＰの 各種書類ダウンロード ２主催イベントに関する書類
からダウンロードできます。
バーベキュー以外に、プレイホール、視聴覚室、学習室、集いのホール、レ
クルーム等の屋内施設を利用する場合には、利用１ヶ月前までに、別途、
「使
用許可申請書」
・
「活動プログラム・食事・リネン・教材注文書」の提出が必
要になります。詳細については利用ガイド（ ２－３日帰り利用の流れ ）を
ご確認ください。
（２）直前予約の予約方法（先着順）
日帰り利用で、バーベキュー場のみ利用する場合に限り、３日前１０時か
ら前日１６時まで予約を受け付けます。
①ＨＰで空き状況を確認の上、電話で予約してください。
☎ 0475-35-1131
② 希望の日時 ②予約代表者のお名前 ③携帯電話番号
⑤ 人数と内訳（市内大人○名、市内子ども○名、市外大人○名、市
外子ども○名）
をお知らせください。
②「バーベキュー広場申込書・予約確認書」を前日までに、Ｆａｘまたはメー
ルで送ってください。
料金、キャンセル等の規定は、(1)日帰り利用（先行予約）と同様です。

４ 変更・キャンセル
(1)変更について
日時、人数等、予約内容に変更が生じた場合は、できるだけ早く電話でお知ら
せください。区画増には、空き状況に応じて可能な限り対応いたします。
・人数や区画数に変更が生じた場合
前日１６時までに電話で必ず連絡してください
(2)キャンセルについて
・バーベキュー区画利用料金・日帰り利用料金ともに、キャンセル料はすべてか
かりません。
他の方に利用してもらうという観点から、キャンセルが判明次第、できるだけ
早く連絡をお願いします。
・雨天、荒天による閉鎖
：雨天時や荒天時は、利用者の安全を考慮し、閉鎖することがあります。閉
鎖時の扱いにつきましては、
「９ その他のルール」をご参照ください。

５ 利用当日の流れ
①
②
③
④
⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

車は正門横の駐車場に止めて、正門横の小路を左へ進み、直接バーベキュ
ー体験広場へ行く。
バーベキューステーション（白いテント）で、使用する区画番号を確認し、
移動する。
テーブル、いすを設置する。
１５分前からサービスセンターで受付を行うので、代表者のみ、サービス
センターに行き、受付と支払いをし、利用票と利用者バッジを受け取る。
利用者バッジは、利用中は肩や帽子等の目立つ所に付けるようにする。利
用後、バッジは持ち帰る。
利用票をスタッフに見せて、基本器材（無料レンタルセット）を受け取る。
レンタルセットの調理用備品の種類や数量は使用前に必ず確認し、もし、
過不足や汚れがある場合には、使用前にスタッフに連絡する。
バーベキュー開始。食材や調理器具、食器を洗浄する場合は、野外炊飯場
Ａ―６番の流しとテーブルを利用する。
終了１５分前を目安に片付けを始める。片付けは、利用票の手順に沿って
行う。調理器具、食器を洗浄する場合は、野外炊飯場Ａ―６番の流しとテ
ーブルを利用する。
片付けが終わったら、スタッフに利用票を渡し、終了点検を受ける。
購入品があり、追加料金がある場合は、サービスセンターで支払いをする。

６ 器材・食材について
(1)基本器材（無料レンタルセット）
・簡易テント
・椅子付きテーブル
・ＢＢＱコンロ
・焼き網
・炭バサミ
・調理用トング
・まな板
・包丁
・キッチンバサミ
・ザル ボウル

１基（ 240cm 四方 設置済み ）
１台 (テーブル 90cm✕80cm)
１台 (グリル面 45cm✕60cm 設置済み）
２枚（45cm✕35cm）
１本
２本
２枚
２本
１本
２個（ザル１ ボウル１）

(2)持ち込み
想定されるものを挙げてありますが、各自でご検討ご用意ください。
・食材（野菜、肉、ソーセージ、麺類、ご飯等）
・飲み物（アルコール類の持ち込みは禁止）
・各種調味料、食用油
・木炭、ライター、マッチ、着火剤、うちわ
・軍手 革手袋
・皿、箸、スプーン、コップ等
・アルミホイル アルミプレート
・ウェットティシュ
・雑巾、布巾
・洗剤、洗剤用スポンジ
・クーラーボックス、保冷剤
・虫除けスプレー 等
(3)販売品 バーベキュー場にて、以下の品物を販売します。(価格は消費税込み)
・木炭（３kg）
５００円
・アルミプレート
１６０円
・アルミホイル
１６０円
・クッキングシート
１６０円
・洗剤セット
２１０円
（洗剤 33ml、布巾 1 枚、スポンジたわし 1、金たわし 1）
・紙皿
１６０円
・割箸
１６０円
・着火剤
７０円
・軍手
１１０円
・子ども用軍手
１７０円
・革手袋
３１０円
・雑巾
１６０円
・ゴミ袋（10 枚）
１６０円

７ 片付け（ゴミ捨て）について
・レンタルセットの中の調理器具は、洗剤で洗い水気を拭き取ります。
数量を確認後、カゴに入れておき、終了点検の際にスタッフの確認
を受けてください。
ﾃｰﾌﾞﾙ いす ・雑巾等で汚れを拭き取ってください。
・野菜、肉、麺類等はゴミ袋に入れて、野外炊飯場ＡとＢの間にある
生ゴミ
ゴミセンター（白い金網の建物）の生ゴミ用大バケツに入れます。
・飲み残しの飲み物は、バーベキューステーション内の飲み残し用大
バケツに廃棄します。食用油はお持ち帰りください。
・１つのゴミ袋に入れてゴミセンターの燃えるゴミ用の大バケツに
可燃ゴミ
入れます。
（紙、ビニル、ポリスチレンの食品トレイ、アルミ製品、
プラスチック製品 等）
・炭は、できるだけ燃焼させてください。
コンロ
・食べ物の残りカスと燃え残った小炭や灰は、底に敷いてあるアルミ
シートで包んで、可燃ごみとして捨ててください。
・段ボール、発泡スチロール、缶、ビン、ペットボトルは、お持ち帰
その他
りください。
・配付された焼き網と余った木炭はお持ち帰りください。不要の場合
は、ゴミセンター内のオレンジ色の箱に入れてください。
調理器具

８ お願い・禁止事項
利用中は、２０２０年度「千葉市少年自然の家利用ガイド 生活上の注意事
項」の項目を遵守するとともに、皆さんが楽しく気持ちよく過ごせるよう以下
の事項についてご理解とご協力をお願いします。
・火器は、備え付けの木炭コンロのみとします。薪やプロパンガス等火器の
持ち込みは、安全上の観点からすべて禁止といたします。
・大型で重い調理器具（鍋、寸胴等）や調理に長い時間のかかる大型の食材
の持ち込みは、ご遠慮ください。
・ご利用者の食材管理、調理器具の扱い、調理方法に起因する問題について
は、当所は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
・アルコール類の持ち込み及び飲酒は厳禁です。
・喫煙は、灰皿の設置してある所定の場所で行ってください。
・火や刃物の扱いには十分ご注意ください。小さなお子さんが思わぬけがを
しないように、目を離さないようにしてください。万が一、けがややけど
を負ってしまった場合には、利用者の責任において、応急処置や病院への
移送を行ってください。
（バーベキューステーションに応急処置セットが
用意してあります）
・木炭の鎮火、片付けにつきましては、自然鎮火するまで待つようにし、水
を掛ける行為は絶対にお止めください。高熱の水蒸気が発生し大変危険で
す。

・調理前の野菜の洗浄や手洗い、片付け時の調理器具や食器の洗浄は、決め
られた場所のみで行ってください。調理は区画内のテーブルで行ってくだ
さい。トイレは、駐車場側トイレをご利用ください。
・ゴミは、生ゴミと可燃ゴミの２種類に分別し、ゴミセンター内の決められ
た場所へ置いてください。

９ その他のルール・ご案内
(１) お支払いについて
・料金は、バーベキュー広場の区画ごとの利用料金と、千葉市少年自然の家の
日帰り利用料金を合わせた金額となります。バーベキュー開始前の受付時に、
サービスセンター１階の受付にて、現金またはクレジットカード（VISA・
MASTER のみ）でお支払いください。
・減免措置があります。
身体障害者手帳及び療育手帳等の交付を受けている方と、その介護者は日帰
り利用料金の減免申請をすることができます。詳細については利用ガイド
（ ５ 利用料金について 減免措置 ）をご確認ください。
市内の小中学生はふれあいパスポートを提示することにより、日帰り利用料
金は減免(無料)となります。ただし、乳幼児分は減免となりません。
・購入品があり、追加料金が発生した場合は、バーベキュー広場のスタッフから
追加物品購入票を受け取り、サービスセンターでお支払いください。
（２）天候事由による閉鎖時の取り扱いについて
・荒天（大雨・強風・雷等）が予測できる場合は、バーベキュー広場を閉鎖し、
利用を中止させていただくことがあります。
・前日までに、上記事由により閉鎖を決定した場合は、17:00 までに、ホームペ
ージのトップページにてお知らせいたします。急な天候悪化の場合には、当日
も閉鎖情報をホームページに掲載いたします。
・急な天候の悪化や各種気象警報発令等の場合には、ご利用者の安全と健康を考
慮して、利用中であっても閉鎖し、ご退場いただくことがあります。
（その際、
一度受領した区画利用料金および日帰り利用料金の返金には対応いたしませ
んので、予めご了承ください。
）
・悪天候の恐れがある場合には、事前にホームページでご確認くださるか電話で
お問合せの上、ご来所ください。
・閉鎖の場合、ご予約の皆様に当所からのご連絡は原則行っておりませんので、
予めご了承ください。
※１０月２４日(土)・２５日(日)は「秋のわいわいフェスティバル」開催
のため開場しません
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2020 年度 千葉市少年自然の家 利用ガイド より抜粋
P10 □ その他 生活上の注意事項
・当施設は禁煙です。指定された場所で喫煙してください。
リフレッシュセンター出入口外、
キャンプセンター棟外
・当施設は禁酒です。アルコール類の持ち込みは禁止されています。
・各自でお持ち込みしたゴミは、責任を持ってお持ち帰りください。
・建物周辺には雨水受けの石が敷き詰められています。子どもの投石による怪
我・ 器物の破損などが起きていますので、十分に指導してください。
・施設内は坂が多く危険なため、ボール遊び、自転車やスケートボード等の使用
は 禁止です。
・近隣への迷惑となるため、施設内および施設周辺で花火はできません。 ・ペ
ット類の同伴はできません。(補助犬を除く)

11 予約申込・確認書
２０２０ 年

提出日

月

日

千葉市少年自然の家
バーベキュー体験広場 申込・予約確認書
予約代表者氏名

住

所

連絡先携帯電話

バーベキュー体験広場
予約済みの日時

予約日時 ・ 人数

2020 年

月

日 （

（
）第 1 部 １０：００～１２：３０
（
～１５：３０
（
）通
し １０：００～１５：３０
予約人数 （

予約人数の内訳
市内在住

）第 2 部 １３：００

）名

（大人：高校生以上

大人 （

子ども：中学生以下）

）名

減免対象（内
（内

）曜日

子ども（
）名

）名

減免対象・ふれあいﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ

）名
減免対象・手帳等

（内

）

名
ふれあいﾊﾟｽﾎﾟｰﾄは当日必ず提示してください

市外在住

大人 （
減免対象（内

）名
）名

子ども（
減免対象（内

）名
）名

※ 申込・予約確認書は、HP の各種書類ダウンロードの
「２主催イベントに関する書類」 からダウンロードできます。

