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   黒部市石田農林漁業体験実習館・黒部市おおしまパークゴルフ場及び 

グリーンパークおおしま指定管理者募集要項 

 

黒部市が設置している黒部市石田農林漁業体験実習館・黒部市おおしまパークゴルフ場

及びグリーンパークおおしまのサービス向上と効率的な運営を図るため、「黒部市公の施設

に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」（平成 18 年黒部市条例第 48 号。以下「条

例」という。）に基づいて、次により指定管理候補者の選定のための募集を行います。 

 

 

Ⅰ 施設概要に関する事項 

１ 施設の概要 

Ａ(１)名  称   黒部市石田農林漁業体験実習館（以下「実習館」という。） 

(２)所 在 地   黒部市石田１００５番地 

(３)設置目的   農村地域の振興を図り、農家の生活改善等福祉の向上に寄与する。 

(４)規  模   ① 敷地面積 ７，３７９㎡ 

② 構  造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建 

         ③ 延床面積 １，２６１㎡  

(５)主な施設内容 ・実習室（１室）  

 ・研修室（1 室）  

 ・事務室（1 室）  

 ・半屋外施設（１棟）  

         ・その他（シャワー室、雑庫等）  

  (６)備  品   別表１のとおり  

(７)現在の管理運営体制  

           特定非営利活動法人黒部市パークゴルフ協会による指定管理  

 

Ｂ(１)名  称   黒部市おおしまパークゴルフ場（以下「パークゴルフ場」という。） 

(２)所 在 地   黒部市石田１８２８番地 

(３)設置目的   市民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及及び推進を図る。 

(４)規  模   ① 敷地面積 約４０，０００㎡  

 (５)主な施設内容 ・パークゴルフ場（５コース 45 ホール）  

          ・駐車場（２８０台）  

  (６)備  品   別表１のとおり  

(７)現在の管理運営体制  

          特定非営利活動法人黒部市パークゴルフ協会による指定管理  

 

Ｃ(１)名  称   グリーンパークおおしま（以下「グリーンパーク」という。） 

(２)所 在 地   黒部市石田地内 

(３)設置目的   自然豊かな環境を活用し、都市生活者等が地域の自然や農林漁業 

を楽しめる場として整備 

(４)規  模   ① 敷地面積 ３０，０００㎡  

(５)主な施設内容 ・炊事棟  

 ・壁泉  
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・その他（トイレ、駐車場等）  

  (６)備  品   別表１のとおり  

(７)現在の管理運営体制  

          特定非営利活動法人黒部市パークゴルフ協会による指定管理  

  

２ 利用状況等 

   施設の利用者数                   （単位：人） 

区分 28 年度(実績) 29 年度(実績) 30 年度(計画) 

実習室 23,924 22,169 22,200 

研修室 6,989 6,646 6,700 

半屋外施設 3,966 4,641 4,700 

シャワー室    

バーベキュー広場  877 908 900 

キャンプ場 1,253 1,267 1,300 

パークゴルフ場 51,667 44,273 45,000 

合計 88,676 79,904 80,800 

   ※ 詳細は別表２（施設の利用者数）のとおり 
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Ⅱ 募集に関する事項 

１ 申請資格 

(１)指定管理候補者に求める要件 

   申請することができるのは、次の要件を満たす法人その他の団体とします。 

①地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第 11 項の規定による指定の取消

しを受けていないこと。 

②地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当又はその事

実があった後２年を経過しないものでないこと。 

③会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）等の

規定により更生又は再生手続を行っていないこと。 

  ④次の（ア）から（オ）までに該当しないこと。 

（ア）暴力団（黒部市暴力団排除条例（平成 24 年黒部市条例第２号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。）。 

（イ）法人等の代表者等（株式会社にあっては取締役、公益法人にあっては理事、そ

の他の団体等にあってはこれらに相当する職にある者及びこれらの者以外に団

体等の経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。）又は法人等の被用者（代

表者等を除くすべての従業員、構成員及びこれらに相当する者をいう。以下同

じ。）が暴力団員等（黒部市暴力団排除条例第２条第３号。以下「暴力団員等」

という。）。 

（ウ）法人等の代表者等又は被用者が暴力団又は暴力団員等を利用した場合 

（エ）法人等の代表者等又は被用者が暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品そ

の他の財産上の利益を与えた場合 

（オ）法人等の代表者等又は被用者が暴力団又は暴力団員等との密接な交際関係また

は社会的に非難される関係を有している場合 

  ⑤理事その他の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁固以上の刑に

処せられている者がいないこと。 

  ⑥申請年度及び申請の前年度において黒部市税に滞納がないこと。 

 

※上記の要件については、申請の時点から、指定管理者として指定された場合は、

その指定期間の満了時まで、継続して満たす必要があります。 

※上記の要件を満たしているか、必要に応じて関係機関に照会する場合があります。 

 

２ 指定管理者が行う業務の範囲・内容 

Ａ実習館 

  ① 実習館の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務 

② 実習館の利用の承認に関する業務 

③ 実習館の利用料金の徴収に関する業務 

④ 実習館の管理に関し市長が必要と認める業務 

 

Ｂパークゴルフ場 

  ① パークゴルフ場の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務 

② パークゴルフ場の利用の承認及び利用の制限に関する業務 

③  パークゴルフ場の利用料金の徴収に関する業務 

④ パークゴルフ場の管理に関し市長が必要と認める業務 
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Ｃグリーンパーク 

   ① 施設及び附属設備等の維持管理に関する業務 

② 施設の利用の承認に関する業務 

③ 施設の利用料金の徴収に関する業務 

④  施設の管理に関し市長が必要と認める業務 

 

※業務内容の詳細については、募集要項に添付の「黒部市石田農林漁業体験実習館・

黒部市おおしまパークゴルフ場及びグリーンパークおおしま指定管理業務仕様書」

をご覧ください。 

※指定管理者の業務については、当募集要項に示す内容及び申請者から提出のあった

内容に基づき市と指定管理者と協議のうえ決定し、協定を締結することとします。 

 

３ 管理の基準 

 (１)休館、休場日 

    Ａ実習館 

12 月 29 日から翌年１月 3 日までの日。 

       ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得

て、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。 

    Ｂパークゴルフ場 

①  月曜日。 

ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規

定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日(翌日が休

日のときは、その翌日。以下同じ。) 

②   12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を

得て、休場日に開場し、若しくは開場日に休場することができる。 

 

 (２)開館、開場時間 

    Ａ実習館 

午前８時 30 分から午後 10 時まで。 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、

これを臨時に変更することができる。 

    

Ｂパークゴルフ場 

①  ５月 午前９時から午後６時まで 

②  ６月及び７月 午前８時から午後７時まで 

③  ８月 午前８時から午後６時まで 

④  上記に掲げる以外の時間 午前９時から午後５時まで 

       ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得

て、利用時間を変更することができる。 

 

 (３)管理の基準に関する提案について 

    施設を最大限に活用するという観点から、上記で定める管理の基準を上回る基準（開

館時間の延長等）で管理することを希望する場合は、その内容を提案してください。

この場合において、５(１)で定める指定管理料の増額は行いません。 
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 (４)法令等の遵守 

・施設の管理にあたっては、関係法令及び条例等の規定を遵守してください。 

・指定管理者は、黒部市個人情報保護条例（平成 24 年黒部市条例第４号）に基づき、

個人情報の保護に関し必要な措置を講じていただく予定です。 

・指定管理者は、黒部市情報公開条例（平成 24 年黒部市条例第３号）に基づき、情

報公開に関し必要な措置を講ずるよう努めていただく予定です。 

・指定管理者は、黒部市行政手続条例（平成 18 年黒部市条例第 17 号）については、

行政庁と同等の規定の適用を受けることになります。 

・条例第 11 条の規定により、指定管理者が行う公の施設の管理の業務に関して知り

得た秘密を漏らすこと、又は不当な目的に使用することはできません。 

・指定管理者が作成した施設の管理に係る帳簿書類は、その年度終了後、５年間保

存するものとします。 

 

４ 指定期間 

2019 年４月１日から 2024 年３月 31 日まで（５年間） 

 

５ 管理に要する経費 

 (１)指定管理料の額 

   実習館・パークゴルフ場及びグリーンパークの管理に要する経費は、市が支払う指

定管理料、実習館・パークゴルフ場及びグリーンパークの利用料金収入によって賄う

こととします。このうち、市が支払う指定管理料の額については、次に定める基準額

を参考に提案を求めます。 

 

  ≪指定管理料の基準額≫                     （単位：千円） 

区分 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 合計 

管理に要する経費 (A) 18,998 18,998 18,998 18,998 18,998 94,990 

利用料金収入見込額 (B) 13,465 13,465 13,465 13,465 13,465 67,325 

基準額 (A-B) 5,533 5,533 5,533 5,533 5,533 27,665 

※「管理に要する経費 (A)」は、修繕料 250 千円を含む。 

※管理に要する経費は、消費税８％で積算しています。 

※消費税率変更に伴う利用用金等の増額があった場合は、別途市と協議することとし

ます。 

※実習館・パークゴルフ場及びグリーンパークの管理運営費については、指定管理者

制度の趣旨でもある経費の節減を考慮のうえ積算してください。 

※積算にあたっては、管理運営費実績（別表３）及び施設従事者の状況（別表４）等

を参考にしてください。 

  ※自主事業に要する経費は、原則として指定管理者の負担とします。 

※市からの指定管理料の額は、申請時に事業計画書に提示された額に基づき、指定管

理者と市との間で締結する協定書で定めます。なお、指定期間中の指定管理料は、

予算額以内で毎年度市と協議した額となりますので、申請時に提案された額を下回

ることがあります。 

 

 (２)指定管理料の支払方法 

   年間の指定管理料は、次のとおり４回に分割して支払います。 

   最後の支払いは、事業報告書等により業務が適正に履行されたことを確認した後に

支払います。 
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第１回支払 毎年度 ４月 指定管理料の 30％に相当する額 

第２回支払 毎年度 ８月 指定管理料の 30％に相当する額 

第３回支払 毎年度１２月 指定管理料の 30％に相当する額 

第４回支払 

(出納整理期間) 

当該年度の事業報告書の 

内容確認後 
指定管理料の残額 

   ※上記の支払方法について、指定管理者が変更を希望する場合は、双方協議して協

定に定めることとします。 

 

 (３)指定管理料の精算 

   指定管理業務を市が示した水準どおりに確実に実施する中で、利用料金収入や事業

収入の増加については、一定の基準額を超過しない限り精算による返納は求めません。

経費の節減など、指定管理者の経営努力により生み出された剰余金については、修繕

料を除き、原則として精算による返納は求めません。 

   また、利用料金収入の減少や管理経費の増加により不足額が生じた場合、補てんは

行いません。 

 

 (４)留意事項 

   ア 指定管理料の変更 

     市の求めに応じ指定管理者が実施する業務を変更した場合及び物価水準(燃料

費や光熱水費)の変動など社会経済情勢の変動により指定管理料を見直す必要が

あると認められる場合を除き、原則として変更しません。 

 

イ 修繕について 

     ・指定管理料に次の指定修繕料を含めることとし、これを超える場合は事前に

市と協議し、その後の処理を決定するものとします。 

・指定管理者が実施する修繕の範囲は、次のとおりとし、１件 10 万円を超える

修繕は、事前に市と協議するものとします。 

区分 修繕の範囲 指定修繕料（上限額） 

小規模修繕 

（突発的な修繕） 

施設の劣化した部分、低下した機能を原

状又は実用上支障のない状態まで回復さ

せるもので１件 15 万円未満の修繕 

各年度 

250 千円 

    ・１件 15 万円以上の大規模修繕及び１件 15 万円以上の計画的な修繕については、事

前に指定管理者と協議のうえ、市が執行することとします。 

・修繕料について不用額が生じた場合は、市の指定する期日までに返納するものとし、

業務収支計画書の修繕料の欄は、250 千円と記載すること。 

      

[参考]過去３年間の修繕の実績 

      別表５のとおり 

 

   ウ 備品購入について 

     ・公の施設の備品（黒部市会計規則（平成 18 年黒部市規則第 33 号）第 80 条第

２項に規定する備品をいう。）については、原則として、市が購入することと

します。 

     ・指定管理者が公の施設の管理にあたって、自らの経費で調達した備品を設置

しようとする場合は、事前に市と協議することとします。ただし、指定期間

の満了時においては、条例第 10 条の規定に基づいて原状に回復する必要があ

ります。 
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     ・指定管理者は、市に帰属する備品について、取得及び廃棄等の異動をする場

合は、事前に市と協議することとします。 

 

   エ 保険加入について 

公の施設の管理を地方自治法第２４４条の２第３項および第４項に基づき指定

管理者に施設の管理を行わせた場合において、市に賠償責任が発生する場合、市

の責任部分は市の保険の対象となります。また、指定管理者が負うべき賠償責任

についても、指定管理者そのものを被保険者とみなし、市の責任と同様に市の加

入する保険の対象となります。 

ただし、施設内でその指定管理者が独自の事業を運営する場合は、運営上もた

らされる賠償責任は、指定管理者が負うこととなりますので、自主事業を予定さ

れる場合は、別途賠償責任保険に加入することとし、自主事業の収支に保険料を

計上してください。 

    

     てん補限度額（法律上の賠償責任が生じるもの） 

身体賠償 
１人につき 1 億円 

１事故につき 10 億円 

財物賠償 １事故につき 2,000 万円 

 

   オ 租税公課について 

指定管理者は原則として法人税及び法人市・県民税の課税対象となることから、

納税の義務が発生する場合は適切に対応してください（詳しくは、税務署、富山

県総合県税事務所、黒部市税務課へのお問い合わせください。）。 

 

 

   カ 自動販売機の管理について 

     ・施設内の自動販売機については、市が設置するものとします。 

     ・自動販売機設置にかかる責任は市が負いますが、日常的に必要な管理業務に

ついては、指定管理料とは別に委託することとします。 

 

６ 利用料金制度 

  実習館、パークゴルフ場及びグリーンパークについては、地方自治法第 244 条の２第

８項の規定に基づく利用料金制度を採用します。 

  Ａ実習館 

  利用料金は、黒部市石田農林漁業体験実習館管理条例（平成 18 年黒部市条例第 127

号）第 11 条第２項の別表に定める金額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受

けて定め、徴収した利用料金については、指定管理者の収入となります。 

 

 Ｂパークゴルフ場 

  利用料金は、黒部市おおしまパークゴルフ条例（平成 19 年黒部市条例第 29 号）第

11 条第２項の別表に定める金額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて

定め、徴収した利用料金については、指定管理者の収入となります。 

 

Ｃグリーンパーク 

   利用料金は、黒部市都市公園条例（平成 18 年黒部市条例第 158 号）第８条第１項の

別表第２に定める金額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定め、徴収

した利用料金については、指定管理者の収入となります。 
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７ 指定管理者と市との責任分担 

  責任分担については、次のとおりとし、協定により定めることとします。 

内  容 
負担者 

市 指定管理者 

施設の維持管理・運営  ○ 

施設の 

法的管理 

利用承認、承認の取消し  ○ 

目的外使用許可 ○  

施設内設備、備品の維持管理  ○ 

周辺住民、利用者等からの苦情・要望等対応 協議事項 

施設の修繕 
小規模修繕  ○ 

大規模修繕 ○  

不可抗力（市又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自

然的又は人為的な現象）に伴う施設、設備の修復による経費の増加 
○  

自然災害時、防災拠点として利用する間等の業務停止による運営リスク ○  

物価・金利変動に伴う経費の増加  ○ 

政治・行政上の理由による事業変更等に伴う経費の増加 ○  

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす変更  ○ 

税制の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす変更 ○  

上記以外の変更  ○ 

支払遅延 

指定管理者の責に帰すことのできない理由によ

り、市からの経費の支払遅延によって生じた事由 
○  

上記の場合以外  ○ 

種類の誤り 

仕様書等、市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

事業計画書等、指定管理者が提案した内容の誤り

によるもの 
 ○ 

利用者や第三者への

賠償 

施設の管理瑕疵に伴う損害賠償  ○ 

施設の設置瑕疵に伴う損害賠償 ○  

損害賠償保険（指定管理者の帰責事由に基づく損害賠償保険）  ○ 

施設保険（火災・建物共済等） ○  

事業終了時の費用（指定期間が終了した場合、又は期間途中において業

務を廃止した場合等における指定管理者の撤収費用） 
 ○ 

 

８ 報告書の提出 

 (１)定期報告書（月報） 

   指定管理者は、毎月終了後、定期報告書を提出していただきます。報告書の詳細に

ついては協定により定めることとします。 

 (２)事業報告書（事業年度報告書） 

   指定管理者は、条例第６条の規定に基づいて、毎事業年度終了後、事業報告書を提

出する必要があります。報告書の詳細については協定により定めることとします。 

 

９ 指定管理者による自主事業の提案 

  指定管理業務仕様書に記載された業務以外に指定管理者が自主事業を行う場合は、次

の事項に留意のうえ、（様式第２号の３）「自主事業の内容」に記載してください。 

①内容が公の施設の設置目的に合致するものであること。 

②実施にあたって、他の利用者の利用の支障とならないこと。 
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③収支計画上、市が支出する指定管理料を自主事業に要する経費に充当することはで

きないこと。 

  ④参加者に参加料を求める場合は、その額が適正なものであること。 

  ⑤自主事業を行う場合においても、施設の利用にかかる収入は利用料金収入として計

上すること。 

 

  ※自主事業は、市で検討し、市の承認した事業に限り実施できるものとします。 

 

10 指定管理者による事業評価（目標指標の提案） 

  ・指定管理者は、公の施設の管理運営によって市民の満足度向上が図られているかを

検証するとともに、業務改善や施設改善を図るため、利用者アンケート等による事

業評価を行います。 

・指定管理者には、市民の満足度向上等に向けた客観的な評価や検証を行うための目

標指標の提案を求めます。 

・事業評価の実施結果や目標指標の達成状況については、事業報告書に記載していた

だきます。 

 

11 市による調査・指示等 

  市は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期すため、指定管理者に対し、

条例第７条の規定に基づいて、当該管理の業務及び経理の状況に関し報告を求め、実地

について調査し、又は必要な指示をする場合があります。 

 

12 施設管理の継続が適当でない場合における措置 

  上記 11 の市による指示に従わない場合、その他指定管理者の責めに帰すべき事由によ

り当該指定管理者による管理を継続することができないと認められる場合、市は条例第

９条の規定に基づき、指定管理者の指定の取消し、又は期間を定めて管理業務の全部又

は一部の停止を命ずることができます。 
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Ⅲ 応募・選定に関する事項 

１ 募集 

(１)募集要項の配付期間 

   平成 30 年８月 27 日（月）～平成 30 年 10 月５日（金） 

   受付時間 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 

(２)配付場所 

   黒部市産業経済部農業水産課地域産業・水産振興係 

   〒938－8555 黒部市三日市 1301 番地 

   電話：0765-54-2111（内線 2322） ＦＡＸ：0765-54-2607 

   Ｅメールアドレス：shogo-iwai@city.kurobe.lg.jp 

 

２ 申請方法 

(１)提出書類 

   申請にあたっては、次の書類を提出してください。なお、必要に応じて追加資料を

提出していただく場合があります。 

①指定申請書（様式第１号） 

②事業計画書（様式第２号の１～４） 

③事業計画書 補足資料（様式第２号の５） 

④代表者等名簿（様式第３号） 

⑤誓約書（様式第４号） 

⑥定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類（法人以外の団体は会則等） 

⑦法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

⑧申請日の属する事業年度の直前２事業年度の事業報告書並びに財産目録、貸借対

照表及び損益計算書又は収支計算書 (申請日が前事業年度の終了の日の翌日から

３月を経過する日前であって、前事業年度の書類を作成していないときは、前事

業年度の直前２事業年度のこれらの書類) 

⑨申請日の属する事業年度の事業の計画及び損益の状況の見込み又は収支の見込み

を明らかにした書類  

⑩法人にあっては当該法人の、法人格のない団体にあっては当該団体の代表者の納

税証明書  

 

(２)提出部数 

   片面印刷で正本１部、副本（写し）１部 

 

(３)申請先及び申請方法 

   次の提出先に持参いただくか、郵便書留により送付してください。 

   なお、電子メール、ＦＡＸでの申請は認めません。 

  （提出先） 

   黒部市産業経済部農業水産課地域産業・水産振興係 

   〒938－8555 黒部市三日市 1301 番地 

 

(４)提出期間 

   ・平成 30 年８月 27 日（月）から平成 30 年 10 月５日（金）午後５時 15 分まで 

   ・郵送の場合は、郵便書留により最終日の午後５時 15 分までに必着 

 

(５)留意事項 



- 11 - 

   ・提出期限終了後は、申請書の内容の変更、再提出、差替えを認めません。 

   ・申請に係る経費は全て申請者の負担とします。 

   ・提出された書類は返却しません。 

   ・提出された書類は黒部市情報公開条例の対象となり、同条例の規定に基づいて個

人・法人に関する情報等非開示とすべき箇所を除き、開示することがあります。 

 

３ 質疑応答 

(１)質問・回答方法 

   ・質問書（様式第５号）に記載のうえ、ＦＡＸ又は電子メールで提出ください。 

   ・募集要項を配付した全ての方に対して、提出された質問（説明会での質疑応答を

含む）及び質問への回答をＦＡＸ又は電子メールします。 

 

(２)質問受付期間  平成 30 年８月 27 日（月）～平成 30 年９月 14 日（金） 

 

(３)質問への回答日 平成 30 年９月 21 日（金）又は随時行います。 

 

 

４ 審査方法及び審査基準 

(１)審査方法 

   ・選定は、指定管理者選定委員会において書面審査により行いますが、必要に応じ

て申請者に対して聞き取り審査を行うものとします。 

   ・審査は 10 月下旬に非公開で行う予定です。 

 

(２)審査基準 

審査にあたっては、次の審査基準に基づき採点し、最高得点の申請者を選定委員会

の選定意見とし、最終的に市において指定管理候補者を決定します。 

 選定項目 配点 

１ 施設の設置目的の達成に関する取組み ４５ 

２ 効率性の向上に関する取組み ３５ 

３ 公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組み ２０ 

 合計 １００ 

 

(３)審査結果 

   応募者全員に通知するとともに、公開します。 
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Ⅳ 指定・協定に関する事項 

１ 指定管理者の指定 

  決定した指定管理候補者については、地方自治法第 244 条の２第６項の規定に基づい

て市議会の議決を経たうえで、指定管理者として指定します。 

  指定後、指定管理者となるものにその旨を通知し、告示します。 

 

２ 協定の締結 

指定管理者による公の施設の管理に係る細目事項については、市と指定管理者との協

定を締結することとします。 

 

（１）基本協定 

 指定期間を通じて適用する事項について基本協定を締結します。主な事項について

は、次のとおりとします。 

 ・管理業務の範囲 

 ・管理の基準 

 ・権利義務の譲渡、一括再委託の禁止 

 ・指定管理料の支払方法 

 ・事業計画及び事業報告 

 ・市と指定管理者の責任分担 

 ・指定の取消し及び管理業務の停止 

 ・原状回復義務 

 ・損害賠償義務 

 ・個人情報の保護 

 ・情報公開 

 ・その他 

 

（２）年度協定 

   年度毎に取り決めるべき事項について年度協定を締結します。 

   ・当該年度の管理業務の内容 

   ・当該年度の指定管理料 

   ・その他 
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Ⅴ その他 

１ スケジュール 

  平成 30 年８月 27 日(月)    募集要項等の公表 

       ８月 27 日(月)～10 月５日(金)  募集要項等の配付、申請受付 

       ８月 27 日(月)～９月 14 日(金)   質問の受付 

       ９月 21 日(金)          質問の回答 

      10 月 ５日(金)          申請書提出期限 

      10 月下旬             選定委員会による選定 

                        （指定管理候補者の決定） 

      市議会 12 月定例会           指定管理者指定の議決 

      議決以降              指定管理者の指定、告示 

                        指定管理者との協定書の締結 

  平成 31 年４月１日(月)           指定管理者による管理開始 

 

２ 配付資料 

 ① 黒部市農村研修館条例及び同条例施行規則 

 ② 黒部市石田農林漁業体験実習館管理条例及び同条例施行規則 

 ③ 黒部市おおしまパークゴルフ場条例及び同条例施行規則 

 ④ 黒部市都市公園条例及び同条例施行規則及び告示「黒部市都市公園について」 

⑤ 黒部市石田農林漁業体験実習館・黒部市おおしまパークゴルフ場及びグリーンパー

クおおしま指定管理業務仕様書 

⑥ 指定申請様式 

 ⑦ 黒部市おおしまパークゴルフ場パンフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

黒部市産業経済部農業水産課地域産業・水産振興係 

（事務担当：岩井） 

電話：0765-54-2111（内線 2322） ＦＡＸ：0765-54-2607 

 Ｅメールアドレス：shogo-iwai@city.kurobe.lg.jp 
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（別表１） 

 

■黒部市石田農林漁業体験実習館・黒部市おおしまパークゴルフ場及びグリーンパークお

おしま主な備品一覧 

 

 品 名 規格型式 数量 取得年月日 備考 

１ 会議用机 コクヨ KT-PS20 １  
石田農林漁業体

験実習館 

２ 会議用机 コクヨ KT-S200  １８  
石田農林漁業体

験実習館  

３ 座卓 コクヨ KTA41R ５  
石田農林漁業体

験実習館  

４ 作業台 コクヨ SG-A241   １０  
石田農林漁業体

験実習館  

５ 会議用椅子 コクヨ CF-M22S ５９  
石田農林漁業体

験実習館 

６ 券売機 KA220NN-3 1  
おおしまパーク

ゴルフ場 
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（別表２） 

 

■施設の利用者数 

 

（１）仕様書業務 

  ①平成 28 年度実績 

区分 件数 人数 摘要 

実習室 5,247 23,924  

研修室 266 6,989  

半屋外施設 250 3,966  

シャワー室    

バーベキュー広場  91 877  

キャンプ場 418 1,253  

パークゴルフ場  51,667  

合計  88,676  

  ②平成 29 年度実績 

区分 件数 人数 摘要 

実習室 4,478 22,169  

研修室 223 6,646  

半屋外施設 301 4,641  

シャワー室    

バーベキュー広場  104 908  

キャンプ場 433 1,267  

パークゴルフ場  44,273  

合計  79,904  

  ③平成 30 年度計画 

区分 件数 人数 摘要 

実習室 4,500 22,200  

研修室 220 6,700  

半屋外施設 300 4,700  

シャワー室    

バーベキュー広場  110 900  

キャンプ場 450 1,300  

パークゴルフ場  45,000  

合計  80,800  
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（別表３） 

 

■管理運営費実績（仕様書業務） 

 

□収支 （単位：円） 

区分 H28 

決算額 

H29 

決算額 

H30 

予算額 
摘要 

大科目 中科目 小科目 

●収入 16,848,373  16,482,109  15,334,578   

市委託料 2,733,498 2,773,000 2,773,000  

市補助金     

利用料金 13,007,240 12,115,260 12,147,677  

その他 1,107,635 1,593,849 413,901  

●支出 17,768,037  17,064,434  15,334,578   

事業費 

人件費 

給料手当 1,578,768 1,812,834 1,890,000  

賃金 3,805,717 3,901,221 5,204,400  

福利厚生費 542,068 335,442 340,000  

施設管理 

運営費 

旅費交通費     

通信運搬費 295,212  307,746  305,000   

消耗品費 1,213,987  1,151,311  380,000   

印刷製本費 94,552  111,650  190,000   

修繕料 279,462  253,726  250,000   

燃料費 248,762  326,189  330,000   

光熱水費 1,215,171  1,352,427  1,193,000   

委託費 7,215,008  5,898,745  4,000,000   

賃借料 88,128  88,128  88,128   

原材料費   162,116     

保険料 142,207  127,830  170,000   

手数料 431,390  556,068  332,050   

公課費 597,605  623,201  628,000   

雑費 20,000  55,800  34,000   

 

□利用料金収入 （単位：千円） 

区分 
H28 

決算額 

H29 

決算額 

H30 

予算額 
摘要 

パークゴルフ利用料 12,607 11,676 11,708  

半屋外施設利用料 191 223 223  

キャンプ利用料 209 217 217  
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（別表４） 

 

■施設従事者の状況（平成 29 年度） 

 

雇用形態 人数 主な職務内容 勤務時間 備考 

館長 

（非常勤） 

１人 ・施設管理運営総括 

・安全管理総括 

・業務の実施状況等の掌握 

・利用者対応 

・渉外業務 

・大会運営 

月 15 日勤務 

(夏季期間は 16：00～19:00) 

 

 

 

７:30～大会終了まで 

 

技術職員 

（正規職員） 

１人 ・パークゴルフ場コース管理 

・キャンプ場及び周辺の環境

整備 

６：00～15：00  

事務職員 

（正規職員） 

１人 ・利用者対応（受付など） 

・大会運営 

・一般事務（経理・庶務・書

類作成等） 

８：00～17：00 

(夏季期間は７：30～16:30) 

 

 

パート職員 １人 

 

・利用者対応（受付等） 

・一般事務（経理、庶務） 

・大会運営 

8:00～17:00 

(夏季期間は７：30～16:30) 

 

 

パート職員 ２人 

 

８：30～12：30 

（土日祝は８：00～15：00） 

１ 日 お

き交代 

清掃員 ２人 

 

・施設管理補助 

・施設清掃 

必要に応じ勤務  

※ これは現状の人員配置を示したものであり、管理運営の人員体制は、現状レベル以上

の機能が確保できればこの人員配置にこだわりません。 
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（別表５） 

 

■修繕の実績 

 

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

件 数 14 件 14 件 12 件 

支出額 633,586 円 279,462 円 253,726 円 

主な

修繕

内容 

実
習
館 

 
・トイレ詰り修理 
(6,480 円) 

 
・券売機修理 
(10,800 円) 
 
・トイレ詰り修理 
(7,560 円) 
 
・エアコン修理 
（103,464 円） 
 

等 

 
・券売機修理 
(1,101 円) 
 
・研修室直管交換 
(7,514 円) 

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場 

 
・コース内水漏れ修理 

３回（165,240 円） 
 

・コース表示板塗装 
（11,556 円） 
 
・コース整備修理 
４回（88,000 円） 
 
・カップ蓋補修 
（36,000 円） 
 

等 

 
・クラブグリップ修正 
（4,008 円） 
 
・芝張替用砂代 
（19,840 円） 
 
・コース表示板修理 
（8,640 円） 
 

等 

 
・散水ホース交換 
（23,320 円） 
 
・芝張替用砂等代 
（85,290 円） 
 
・散水管破損修理 
（19,980 円） 
 
・カップ蓋補修 
（24,140 円） 
 

等 

グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク 

 
・キャンプ場水漏れ修
理 
（18,400 円） 
 
・リヤカータイヤ修理 
(1,500 円) 
 
・軽トラック修理 
（37,000 円） 
 

等 

 
・トイレドア修理 
（68,688 円） 
 
・芝張替用砂代 
(19,840 円) 
 
・コイルロープ修理 
（4,687 円） 
 

等 

 
・トイレ修理 
（52,800 円） 
 
・リヤカータイヤ修理 
(5,528 円) 
 

等 

 

 

 

 


