
 

 

浦幌町パークゴルフ場指定管理業務仕様書 
 

 この仕様書は、浦幌町パークゴルフ場（以下「パークゴルフ場」という。）の指定管理者が行う管理

業務について、その内容や履行方法等、必要な事項を定めるものとします。 

 

１ 管理運営の基本的な考え方 

  浦幌町パークゴルフ場の管理運営については、次に掲げる基本的な考え方に沿って行うものとする。 

 (１) パークゴルフ場の設置目的に基づき、町民の心身の健全なる発達とスポーツ、レクリエーショ

ン活動の普及振興を図るとともに、健康で文化的諸行事の用に供するため管理運営を行うこと。 

 (２) パークゴルフ場は公の施設であり、その利用に際しては平等かつ公平な取扱いを行うこと。 

 (３) 質の高いサービス提供と効果的な管理業務の執行により、施設の特性を最大限発揮できるよう、

創意工夫に基づく効果的な管理運営を目指すこと。 

 (４) 地域住民や利用者の意見・要望等を真摯に受け止め、利用者サービスの向上に努め、施設の利

用促進を図ること。 

(５) 施設や設備の内容を十分に把握した上で、全ての施設や設備を清潔かつその機能を正常に保持

し、施設利用者に快適で安全な利用を供することができるよう適正な維持管理を行うこと。 

(６) 個人情報の保護や各種法令の遵守を徹底するほか、危機管理意識に基づく健全かつ安全な業務

執行を図ること。 

(７) 管理運営費の節減に努めること。 

 

２ 施設の概要 

(１) 名称 

    ①浦幌パークゴルフ場 

    ②上浦幌パークゴルフ場 

    ③厚内パークゴルフ場 

    ④吉野パークゴルフ場 

 (２) 所在地 

    ①十勝郡浦幌町字帯富260番地４ 

②十勝郡浦幌町字宝生169番地２ 

③十勝郡浦幌町字厚内９番地１ 

④十勝郡浦幌町字平和14番地１ 

 (３) 施設規模等 

別紙１「浦幌町パークゴルフ場の概要」を参照。 

 

３ パークゴルフ場の運営に関すること 

(１) 開場期間及び開場時間 

   パークゴルフ場の開場期間及び開場時間は、次のとおりとします。ただし、必要があると認め

るときは、教育委員会の承認を得て、開場期間及び開場時間を変更することができます。 

開 場 期 間 ４月29日から11月３日まで 

開 場 時 間 午前８時から日没まで 
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(２) 天候等の状況を判断し、必要があると認めたときはパークゴルフ場を閉鎖することができます。 

(３) 管理体制 

ア 施設の管理運営業務を行う責任者１名を配置するほか、円滑な管理運営を行うために必要な職

員を配置すること。 

  イ 職員の勤務体制は、パークゴルフ場の管理運営に支障のないよう定めること。 

  ウ パークゴルフ場の保守点検等において、必要な知識及び技術を有する者を配置すること。ただ

し、業務の一部であって、指定管理者自らが対応することが困難な場合、又は運営上特に効果的

であると認められる場合については、教育委員会の承認を受けた上で、当該業務を的確に遂行す

るに足りる能力を有する者に委託することができるものとする。 

 エ 職員の資質向上を図るため、研修を実施するとともに、パークゴルフ場の管理運営に必要な知

識と技術の習得に努めること。 

(４) パークゴルフ場の使用の許可に関する業務 

ア 使用の許可の受付 

イ 使用料免除申請書の受付及び使用料免除承認書の交付 

ウ 特別設備等承認申請書の受付及び特別設備等承認書の交付 

エ 利用予定表及び利用状況（利用拒否等の件数及びその理由を含む。）の管理、調整 

オ 使用の制限及び使用許可の取消し等 

  公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき等は、使用の制限又は使用の

許可の取消し等を行うこと。（浦幌町パークゴルフ場設置及び管理等に関する条例（以下「条例」

という。）第７条及び第８条の規定による。） 

  カ 事故等の報告 

    指定管理者は、パークゴルフ場の施設内で事故が発生した場合等は、事故報告書を教育委員会

に提出しなければならない。 

(５) 利用料金等の収受に関する業務 

ア 利用料金の決定 

利用料金は、条例の規定により利用料金の額について、教育委員会の承認を得て定めること。 

イ 利用料金の収受 

  利用料金は、条例及び同条例施行規則の規定に基づき、適正に処理すること。 

  ※現金の取扱いに関しては、不正実行の防止と発生時の影響を最小限に抑える仕組みを構築す

ること。 

(６) 経理に関する事務 

ア 管理業務に係る支出及び収入は、指定管理者が行う他の事業と区分し、固有の預金口座を開設

し、その適正な運用を図ること。 

  イ 管理業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 

  ウ 人件費、光熱水費（電気料・水道料等）、燃料代、その他運営管理に必要な消耗品など、施設

の管理運営に関する一切の経費の支払いを行うこと。 

(７) 利用者対応に関する業務 

ア 利用案内及び各種問合せに対しては、親切丁寧な対応を心掛け、常にサービス向上に努めるこ

と。 

  イ 利用者からの苦情に対しては、迅速かつ適切な対応に努め、苦情の内容は、町に報告すること。 
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  ウ 利用者からの苦情に対する判断が困難な場合は、速やかに教育委員会に連絡し、指示を受ける

こと。 

  エ 利用者に対し、不当な差別的取扱いをしないこと。 

(８) 利用促進に関する業務 

  利用促進のための広報・ＰＲ活動や利用促進事業の企画、運営 

 

４ パークゴルフ場の施設及び設備の維持管理に関すること 

(１) パークゴルフ場の施設及び設備の維持管理全般に関すること 

   指定管理者には、パークゴルフ場を常に良好な状態に保ち、快適で安全な利用環境を保持し、

財産の保全と利用者及び職員の安全確保を図ることが求められる。このため、建物及び施設につ

いて、関係法令に従い保守点検を行うほか、施設の破損及び汚損に対する予防保全に努め、日常

の点検を行うものとする。 

(２) パークゴルフ場の施設及び設備の維持管理に関する業務 

ア パークゴルフ場の管理及び清掃 

  イ パークゴルフ場の設備の維持管理に関する保守点検 

    （具体的内容は、別紙２「施設及び設備の維持管理に関する業務の水準」を参照） 

    ※浄化槽法（昭和58年法律第43号）の規定による法定検査を実施すること。 

浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃 保守点検年12回・清掃毎年１回 

  ウ 開場時間を除く時間帯の警備 

エ パークゴルフ場内における教育委員会所有に帰属する物品等の定期的な点検及び修理、清掃 

  オ 業務日報の作成 

  カ パークゴルフ場の設備の維持管理に必要な消耗品・物品等の購入 

  キ その他設備の維持管理上、教育委員会が必要と認める事項 

(３) 備品管理業務 

 ア 指定管理者は、別紙１「浦幌町パークゴルフ場の概要」に記載している備品等をパークゴルフ

の運営に支障をきたさないよう管理するとともに、指定管理期間中、常に良好な状態に保つこと

とする。 

イ 指定管理者は、指定管理機関当初から存在した備品と、指定管理期間中に購入等を行った備品

を区分して管理をし、後者については、教育委員会の負担で購入等を行ったものと、指定管理者

の負担において購入等を行ったものを明確に区分して管理を行うこと。その上で、当初から存在

した備品及び当初から存在していた備品の更新を行ったものについては、確実に次期指定管理者

に引き継ぐこととし、指定管理者の負担において新たに購入等を行ったものについては、教育委

員会と指定管理者の協議により定めることとする。 

  ウ 指定管理者は、指定管理期間中、備品等を管理業務遂行のためにのみ使用するものとし、第三

者に権利を譲渡し、又はパークゴルフ場での利用以外の目的で貸与してはならない。 

  エ 備品等の管理に当たっては、浦幌町財務規則（平成17年浦幌町規則第10条）をはじめとする関

係法令に基づいて管理を行うものとし、備品台帳を作成することとする。 

 

５ 自主事業等に関すること 

(１) 自主事業に係る業務の基準 
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   指定管理者は、本管理業務の妨げにならない範囲及び条例の設置目的に反しない範囲で、施設

の効果的活用や利便性の向上を図るため、指定管理者の責任と費用負担による事業を提案し、教

育委員会の承認を得て実施することができるものとする。（自主事業の会計と指定管理業務に係

る会計とを明確に区分すること。） 

(２) 目的外使用について 

    パークゴルフ場を管理業務の目的以外に使用してはならない。ただし、教育委員会の承認を受

けたときは、この限りでない。 

 

６ 管理業務の事業計画及び事業報告等に関すること 

(１) 事業計画書の提出 

   毎年度２月末日までに、次年度の事業計画及び収支予算に関する事項を記載した事業計画書を

提出し、教育委員会の確認を得ること。事業計画書を変更するときは、教育委員会と指定管理者

との協議により決定する。 

(２) 月次報告書の提出 

   毎月終了後10日以内に、次に掲げる事項を記載した月次報告書を教育委員会に提出すること。 

 ア 管理業務の実施状況 

 イ 利用状況、利用拒否等の件数及びその理由 

  ウ 事故等の報告 

  エ 利用料金の収入実績 

  オ その他教育委員会が支持する事項 

(３) 事業報告書の提出 

   毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を教育委員会に提出すること。

なお、年度途中において指定管理者の指定が取消されたときは、その取消された日から換算して

30日以内に、当該年度の当該日までの間に係る事業報告書を提出すること。 

 ア 管理業務の実施状況 

 イ 利用状況、利用拒否等の件数及びその理由 

  ウ 事故等の報告 

  エ 利用料金の収入実績 

  オ 管理経費の収支状況 

  カ 自主事業の実施状況に関する事項 

  キ その他教育委員会が支持する事項 

(４) 決算に関する書類の提出 

   指定管理者は、毎年度、決算後速やかに、財産目録、賃借対照表、損益計算書等の決算に関す

る書類を教育委員会に提出すること。 

(５) 実地調査の実施 

    教育委員会が実施するパークゴルフ場への立ち入り調査には、合理的な理由がある場合を除き、

協力すること。 

(６) 利用者へのサービス向上のための取組み 

   利用者アンケート調査及び業務実施状況等の評価を行うほか、利用者の意見及び要望を把握す

るための取組を実施すること。 
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① 利用者アンケート調査 

  指定管理者自らの責任と費用により、毎年度、利用者等を対象としてアンケート調査を実施

し、結果について分析及び評価を行い、以後の管理業務の実施に反映させるとともに、教育委

員会に提出すること。 

② 業務実施状況等の評価 

毎年度終了後、別に定める評価票により業務実施状況等について自己評価を行い、教育委員

会に提出すること。 

 

７ 個人情報保護及び守秘義務に関すること 

(１) 指定管理者は、管理業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に

関する法律（平成15年法律第57号）及び浦幌町個人情報保護条例（平成13年浦幌町条例第20号）

の規定に従い、個人の権利権益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱うこと。 

(２) 個人情報保護の体制をとり、職員に周知・徹底を図ること。 

(３) 利用者から収集する個人情報は、必要最低限のものとし、その取扱いについては、十分注意す

ること。 

(４) 指定管理者は、管理業務の実施により知り得た秘密及び浦幌町及び教育委員会の行政事務等で

一般に公開されていない情報を外部に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 

(５)  指定管理者は、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、その委託先又は

請負者に対しても、その管理業務にあたり、本項の規定を遵守する必要があることを周知しなけ

ればならない。 

 

８ その他の業務に関すること 

(１) 記録等作成及び保存 

 ア 管理業務の実施に伴い作成し、又は取得した文書、関係帳簿、写真等は常に整理しておくこと。 

イ 指定管理者は、前記アの文書を５年間保存し、教育委員会から請求のあった場合は、速やかに

指示に従い、誠実に対応すること。 

ウ 指定期間が満了し、又は指定の取消しを受けたときは、前記アの文書等の管理及び引き渡しに

ついて、教育委員会の指示に従い、誠実に対応すること。 

(２) 緊急時の対応等に関すること 

 ア 指定管理者は、防災及び事故等の予防のため、あらかじめ具体的な計画を記載したマニュアル

を作成するなど、防災等の体制を整えること。 

イ 指定管理者は、災害、事件、事故、急病等の緊急事態に備え、あらかじめ緊急時対応マニュア

ルを作成し、職員への必要な訓練を行うとともに。緊急時が発生した場合、速やかに必要な措置

を講じ、教育委員会を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報すること。 

  ウ 浦幌町地域防災計画では、地震発生時において震度４以上の場合、管理施設の被害状況の把握

をするため被害状況について報告すること。 

(３) 遺失物の取扱いに関すること 

   遺失物を順守するとともに、警察と協議し、内部規定を整備すること。 

(４) 浦幌町及び教育委員会が実施する業務への協力 

指定管理者は、必要な範囲において浦幌町及び教育委員会が実施する業務に協力すること。ま
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た、 浦幌町及び教育委員会が出席を要請した会議等には、出席すること。 

(５) 指定期間終了時の引き継ぎ業務 

    指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の業務を遂行で

きるよう、引き継ぎを行うこと。 

(６) 指定管理者の名称の表示 

   パークゴルフ場が指定管理者により管理運営されていることを示すため、パークゴルフ場内に

表示をすること。 

 

９ 協議 

  この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について定めのない事項又は

疑義が生じた場合は、その都度、教育委員会と指定管理者とで協議し、決定する。 
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別紙１

№３ パークゴルフ場 平成６年度
２コース
18ホール

27.620㎡　

平成14年増築

№２ 簡易トイレ １台 汲取り式

吉　野　パ　ー　ク　ゴ　ル　フ　の　概　要

№１ バーベキュウハウス 平成10年度 １棟

平成３年度
２コース
18ホール

6,500㎡　

木造平屋建 　51.76㎡

№２ 簡易トイレ １台 汲取り式

上 浦　幌　パ　ー　ク　ゴ　ル　フ　の　概　要

木造平屋建 　　61.2㎡

１台

5,970㎡　

厚  内　パ　ー　ク　ゴ　ル　フ　の　概　要

№１ バーベキュウハウス 平成13年度 １棟 木造平屋建 　　57.6㎡

１　施設の概要

設置（施工）年度 数　　量 構造規模
図　　面

対象番号
摘　　要番号 施　　設　　名

№１ センターハウス 平成５年度 １棟

浦　幌　パ　ー　ク　ゴ　ル　フ　の　概　要

平成５年度

枝番数

木造平屋建　　東屋　20.2㎡
　　　　　　　　　 便所　10.0㎡

木造平屋建 　　207.3㎡

№３ 駐車場 平成５年度

各１棟№２ 東屋・便所

№５ パークゴルフ場 平成５年度
５コース
４５ホール

№４ バーベキュウハウス 平成８年度

平成22年度
一部移設

№６ 休憩所 平成５年度

パークゴルフ場 平成４年度
２コース
18ホール

バーベキュウハウス 平成12年度 １棟

はまなす・もみじコース
23,765.5㎡

つつじ・あおさぎ・ななかま
どコース　Ｌ5.4m2ヵ所
/L3.6m1ヶ所

はまなす・もみじコース
Ｌ5.4m2ヵ所/L3.6m1ヶ所

№２ 簡易トイレ 汲取り式

№３

№１

５ヶ所

木造平屋建 　　207.3㎡

№３ パークゴルフ場

浦 幌 町 パ ー ク ゴ ル フ 場 の 概 要

4,800㎡（土地賃借）
駐車147台
屋外照明（２灯）

つつじ・あおさぎ・ななかま
どコース　37,347㎡

１棟

吉野PG同好会
管理

№４ 流し台 １台

１棟

吉野PG同好会
管理

№５ 物置 １棟

吉野PG同好会
管理

№７ 管理棟 １棟
吉野PG同好会
管理

№６ 倉庫
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（１）浦幌パークゴルフ場施設利用に関する業務
管理水準

内　　　　　　容 特記事項

巡　　視 施設の巡視

清掃 場内のゴミ処理外

臨時処置
台風・不法投棄等のゴ
ミの臨時処置

有害駆除 蜂等の駆除・巣の撤去

枯損木処理

緊急対応 自然災害時の倒木処理等

刈込み

除草剤散布

施肥

目土

エアレーション

融雪剤散布

機械のメンテナ
ンス

芝刈・草刈機械の点検
整備を励行し、常に良
好な状態で作業できる
ようにする。

自主事業
設置目的に沿った利用促進のための各種事業の企画・運
営

広報活動

適時

適時

開場中随時

町長の承諾を得て定めた基準による

町長の承諾を得て定めた基準による

施設利用者から当該施設の利用に係る料金（利用料金）
を収受

町長が定める金額を上限として町長の承認を受けて定め
る

パンフレットの作成・配布ほか施設利用に関するＰＲ等
の広報活動

各種大会の協力及び団体との連携

パンフレットの作成・配布ほか施設利用に関するＰＲ等
の広報活動

利用に関すること
パークゴルフ場使用（備品を含む）の受付、承認、調
整、取消等

利用料金の還付

利用料金の免除等

利用料金の収受

利用料金の決定

内　　　　　　容

利用者からの苦情等に応答、対応

利用に関する団体等との調整

苦情対応

利用調整

パークゴルフ場、バーベキューハウスの案内、利用（個
人・団体）受付、利用承認等の周知・説明

利用者への接遇

パークゴルフスティック、バーベキューハウスの貸出

事故報告書の提出

利用窓口業務

利用料金収受等
業務

利用促進業務

備品等貸出業務

事故等の報告

施設の管理状況を正確かつ効率的
に記録し保存する。

清　　掃

低木管理

整備・点検

臨時処置

芝生管理

・施肥、目土散布、エ
アレーション、除草剤
等適切な芝管理を行
う。
・融雪剤の散布

施設管理の記録・保存

パークゴルフ場の開場
及び閉場後の整備を行
う。

管　　　理　　　項　　　目

日常巡視

開場中毎日

随時

修繕 点検

地被管理

害虫駆除

日常清掃

開場・閉場時の整備

別紙２「施設及び設備の維持管理に関する業務の水準」

（２）浦幌パークゴルフ場の管理業務内容
管　理　水　準

毎日

管　　　理　　　項　　　目

開場中随時

開場中随時

開場中随時

・利用者が快適に利用できるよう
芝生管理を行う。
・芝の刈り込みは、週１回から２
回（25m～30m）を基本とし芝を保
全する。
・施肥が、窒素、燐酸、カリウム
の年間施肥量を適切に行う。
・エアレーシュンを適切に行う。
・病害虫、雑草防除を適切に行
う。
・町有車両は貸主浦幌町と借主指
定管理者は、賃借契約書を締結す
る。
・開場準備前に融雪剤を散布す
る。

開場に向けての事前の整備及び閉
場後の整備等を適切に行う。

物品等の管理 物品の適正管理
善良なる管理者の注意をもって管
理する。

施設管理の状況を記録
し保存する。

施設の点検及び修繕
施設内を日常巡視にて点検し、劣
化、破損等については迅速に修
理、修繕等を行う。
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施　設　名 内　　　　容 特記事項

刈込み

除草剤散布

施肥

エアレーション

融雪剤散布

（３）上浦幌・厚内・吉野パークゴルフ場の管理業務内容

巡視・点検・清掃

管　理　項　目 管　理　水　準

適時

上浦幌・厚内・
吉野パークゴル
フ場

施設の巡視

芝生管理
・施肥、除草剤等適切
な芝管理を行う。
・融雪剤の散布

・利用者が快適に利用できるよう
芝生管理を行う。
・芝の刈り込みは、週１回から２
回（25m～30m）を基本とし芝を保
全する。
・施肥が、窒素、燐酸、カリウム
の年間施肥量を適切に行う。
・エアレーシュンを適切に行う。
・病害虫、雑草防除を適切に行
う。
・開場準備前に融雪剤を散布す
る。
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別紙２「清掃・保守点検業務の水準」

２　施設の運営に関する業務内容
（１）施設利用に関する業務

内　　　　　　　　容

利用者への接遇 案内、各種受付、利用承認等の周知・説明

苦情対応 利用者からの苦情等に応答、対応

利用調整 利用に関する団体等との調整

備品等貸出業務 パークゴルフスティック貸出

事故等の報告 事故報告書の提出

利用料金の収受 施設利用者から当該施設の利用に係る料金（利用料金）を収受

利用料金の決定 町長が定める金額を上限として町長の承認を受けて定める

利用料金の還付 町長の承諾を得て定めた基準による

利用料金の免除等 町長の承諾を得て定めた基準による

パンフレットの作成・配布ほか施設利用に関するＰＲ等の広報活動

各種大会の協力及び団体との連携

パンフレットの作成・配布ほか施設利用に関するＰＲ等の広報活動

自主企画事業 設置目的に沿った利用促進のための各種事業の企画・運営

広報活動

項　　　　　目

利用窓口業務

利用料金収受等業
務

利用に関すること
パークゴルフ場、バーベキューハウスの使用（備品を含む）の受付、承
認、調整、取消等

利用促進業務
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施設名　　浦幌パークゴルフ場

番号 品名 規格 数量 備　　考

1 スティック PW-HAMMER　PH2150 5 事務室

2 芝刈機 シバウラMC304 1 浦幌町た367

3 ３連リールモア シバウラフロントリールモアGL270・A5 1 浦幌町た350(施設課)

4 芝刈機（手押し） ロビン 1

5 折りたたみテーブル ライオンM-1WP 1 農村環境課全センターより配置換え

6 コンプレッサー OFS-1(NISSALCO) 1

7 研磨機 ミツビシスーパーライン 1

8 高圧洗浄器 アリミツ（JAS-06DT）SR305 1

9 洗濯機 東芝VH-22053 1 格納庫

10 ホースリール 3台入替　KAKUDAI　553-203 4 格納庫

11 アルミブリッチ 2 （施設課車庫）

12 電気ポット タイガーPIPA300 1 事務室

13 ＦＦストーブ サンデン3000Ｆ 1 事務室

14 会議用テーブル YT-615B 1 事務室

15 キャビネット コクヨＢ版３段 1 事務室
16 テレビ シャープLC26E7 1 休憩室
17 放送設備一式 1 事務室
18 パイプ椅子 3 事務室
19 スチール製用具入 1 事務室
20 机 コクヨ 1 事務室
21 椅子 コクヨ（両肘付） 1 事務室
22 ＦＡＸ電話機 パナソニックKXPZ500DL 1 事務室
23 プロジェクションテーブル DX－Ⅱ 1 事務室
24 キャッシュボックス CB-Y3N 1 事務室
25 コインカウンター エンゲルスCC-3-1 1 事務室
26 冷蔵庫 シャープSJ-13P(2ドア） 1 職員休憩室
27 掃除機 ナショナルMC-L50P(キャニスター） 1 職員休憩室
28 ＦＦストーブ サンデン3000Ｆ 1 職員休憩室
29 ＦＦストーブ サンデンインバーター 1 休憩室
30 会議用テーブル YT-615B 1 休憩室
31 返却ボックス（発券） コクヨEDC-543YR　　文言整理 1 事務室
32 展示ケース 特産品展示コーナー 1 休憩室
33 小物置ラック 木製 1 休憩室
34 テーブルセット 木製４人掛 6 休憩室
35 壁掛け時計 1 休憩室
36 テーブルセット 木製４人掛 5 ホール
37 返却ボックス（リボン） 木製　　 1 ホール
38 木製長椅子 ４人掛　　 14 コース内
39 ホームタンク 490Ｌ 1
40 ３連油圧リールモア バロネスLM３１８A 1 浦幌町た358
41 消火器 ヤマト粉末YA-10XD 3 休憩室2、格納庫1

42 刈払機 イノリはやもと4500（TB43PFD) 3 格納庫H26.4.25追加

機　　械　(物　　品）　 調　   書

平成30年７月18日現在
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