
（別記様式３）

県営ゴルフ場の管理における指定管理者制度活用の実施方針

令和３年６月

１ 基本的事項

(1) 施設の概要

ア 玉村ゴルフ場

所在地 佐波郡玉村町角渕５００６

設置年月日 昭和５１年９月１９日

敷地面積 ５１７,７１１㎡

主な施設・建物 コース：全長６,５７２ヤード、１８ホール、パー７２

クラブハウス：鉄骨造２階建 １,６０６㎡

イ 前橋ゴルフ場

所在地 前橋市川原町１－４２－１４

設置年月日 昭和５５年４月２８日

敷地面積 ４２０,０１０㎡

主な施設・建物 コース：全長６,３３３ヤード、１８ホール、パー７２

クラブハウス：鉄骨造平家建 ６８６㎡

ウ 板倉ゴルフ場

所在地 邑楽郡板倉町板倉７７７

設置年月日 昭和５９年１０月２１日

敷地面積 ４４６,０２０㎡

主な施設・建物 コース：全長６,５５４ヤード、１８ホール、パー７２

クラブハウス：鉄骨造２階建 １,１３６㎡

エ 新玉村ゴルフ場

所在地 佐波郡玉村町川井１０６５－１

設置年月日 昭和６０年１０月２８日

敷地面積 ５３９,９４９㎡

主な施設・建物 コース：全長７,０５１ヤード、１８ホール、パー７２

クラブハウス：鉄骨造２階建 ８８２㎡

(2) 施設の設置目的

河川敷の荒廃防止と有効活用を図りながら、幅広く県民が身近で気軽にスポーツ

に親しめる場の提供を通して県民福祉の増進に寄与することを目的としている。



(3) 指定管理者制度活用の目的

平成１８年度から指定管理者制度を導入し、民間の経営手法を活用した様々なサ

ービスを提供することにより、制度導入前を上回る利用実績を上げており、利用者

からも高い評価を得ている。引き続き、民間等が持つ創造的で柔軟な発想や豊富な

知識を活用することにより、施設の効用を最大限発揮し、県民サービスを更に向上

することが可能と考えられることから、指定管理者制度を採用する。

(4) 指定の期間（予定）

３年間（令和４年４月～令和７年３月）

理由：令和３年度にゴルフ場事業の今後のあり方検討を実施予定であり、

検討結果を早期に事業運営に反映させる必要があるため。

(5) 利用料金制採用の有無

利用料金制を採用する。

(6) 企業局への納付金の下限額（予定）

企業局がゴルフ場設置者として必要な経費を次のとおり指定管理者に納付させる。

また、この他に、利益が一定割合を超えた場合はその一部を納付金に加算する。

ア 玉村ゴルフ場 ３年間の総額５１１,５００千円 各年度１７０,５００千円

イ 前橋ゴルフ場 ３年間の総額３６９,６００千円 各年度１２３,２００千円

ウ 板倉ゴルフ場 ３年間の総額５９４,０００千円 各年度１９８,０００千円

エ 新玉村ゴルフ場 ３年間の総額４８５,１００千円 各年度１６１,７００千円

（消費税等の税率は１０％で算定）

(7) 施設の管理運営方針

ア 設置目的を達成するために施設の効率的かつ効果的な管理を行い、利用者の利

便性の向上や管理経費の節減を図る。

イ 少子高齢化社会を迎え、世代・性別を超えたゴルフ人口の拡大を図り、地域経

済の発展や地域振興に努める。

ウ 利用者の意見を管理運営に反映させ、利便性の向上や事業内容の充実などの県

民サービス向上を図る。

(8) 指定管理者が行う業務の範囲（業務内容、要求水準、成果目標等）

ア 業務内容

（ア）ゴルフ場の利用の承認等に関する業務

（イ）ゴルフ場の利用の承認の取消し等に関する業務

（ウ）ゴルフ場の利用料の収受等に関する業務

（エ）ゴルフ場の施設及び設備の維持管理に関する業務

（オ）前各号に掲げるもののほか、ゴルフ場の管理に関する事務のうち、企業管理

者が別に定める業務



イ 要求水準

募集要項において、個々の事業区分ごとに具体的な要求水準を定める。

ウ 成果目標

施設利用者数 ４５,０００人

２ 募集及び候補者選定等に関する事項

(1) 募集の方法

公募とする。

理由：公募の対象範囲について、事業の性質上、県内に本社又は本店を有す

る事業者だけでは十分な競争条件を確保できないため、県内に事務所・

事業所を有する事業者に対象を広げるものとする。

(2) 審査の方法及び選定基準等

ア 審査の方法

候補者選定における透明性・公正性を高めるため、県職員以外の民間委員で構

成する選定委員会を設置し、応募者から提出された事業計画書等について、募集

要項において定める選定基準に基づいて総合的な審査を行う。

イ 選定委員会の構成

財務会計及び労務管理等に関する有識者、ゴルフ分野に関する有識者、施設利

用代表者から７名程度を選任する予定である。

ウ 選定基準

（ア）指定管理者の指定を受けようとする団体が、事業計画に沿った管理を安定し

て行う能力を有すること。

（イ）事業計画の内容が、県民の平等な利用を確保できるものであること。

（ウ）事業計画の内容が、当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成できる

ものであること。

（エ）事業計画の内容が、施設の管理運営に係る経費の縮減を図るものであること。

（オ）事業計画の内容が、利用者要望への対応、地域貢献、防災対策・緊急時の対

応等、その他必要と認める基準を満たすものであること。

※ 選定基準ごとの詳細な審査項目、審査内容及び配点については、選定委員会

で決定し、募集要項において定める。

エ 審査経過の公開

応募者及び提出された事業計画の概要、選定委員会の審査概要及び審査結果は、

応募者の利益及び選定の公正性を損なわない範囲で、逐次公開する。



３ 今後の日程（予定）に関する事項

実施方針の県議会への報告 令和３年 ５月

選定委員会の設置 ６月

募集期間 ７月～８月

募集状況の県議会への報告 ９月

審査の実施 ９月～１１月

候補者の選定（候補者としての適否の判定） １１月

指定及び債務負担行為に係る議案上程 １１月

（審査経過の県議会への報告）

指定、協定の締結、引継 令和４年 １月～３月

指定管理期間開始 ４月

４ （参考）現在の管理状況

(1) 玉村ゴルフ場

ア 施設の管理者

(株)三商

イ 施設管理経費の実績（指定管理業務相当部分）

令和元年度実績 単位：千円

収入 支出

利用料収入 ３６８,８６４ 管理運営費 ２４３,７４７

営業外収入 １１,８０３ 県納付額 １４４,９５３

収入合計 ３８０,６６７ 支出合計 ３８８,７００

ウ 施設利用の実績

令和元年度実績 施設利用者数 ５０,４５２人

※ 台風・雪による休業日数 ２１日

(2) 前橋ゴルフ場

ア 施設の管理者

久松商事(株)

イ 施設管理経費の実績（指定管理業務相当部分）

令和元年度実績 単位：千円

収入 支出

利用料収入 ２９１,６００ 管理運営費 ２４５,８１９

営業外収入 ２０,４９４ 県納付額 ５７,２５３

収入合計 ３１２,０９４ 支出合計 ３０３,０７２



ウ 施設利用の実績

令和元年度実績 施設利用者数 ４８,５６６人

※ 台風・雪による休業日数 ８日

(3) 板倉ゴルフ場

ア 施設の管理者

東急リゾーツ＆ステイ(株)

イ 施設管理経費の実績（指定管理業務相当部分）

令和元年度実績 単位：千円

収入 支出

利用料収入 ４８２,５８１ 管理運営費 ２７４,９５５

営業外収入 ２１,１６４ 県納付額 １８６,７８３

収入合計 ５０３,７４５ 支出合計 ４６１,７３８

ウ 施設利用の実績

令和元年度実績 施設利用者数 ５４,０３１人

※ 台風・雪による休業日数 ８日

(4) 新玉村ゴルフ場

ア 施設の管理者

金井興業(株)

イ 施設管理経費の実績（指定管理業務相当部分）

令和元年度実績 単位：千円

収入 支出

利用料収入 ３６６,７０９ 管理運営費 ２３６,０４６

営業外収入 ６,１０２ 県納付額 １４０,５５２

収入合計 ３７２,８１１ 支出合計 ３７６,５９８

ウ 施設利用の実績

令和元年度実績 施設利用者数 ４８,７５５人

※ 台風・雪による休業日数 １３日


