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指定管理者による公の施設の管理運営状況

平成29（2017）年度

栃木県民ゴルフ場施設名

企業局経営企画課施設所管課

グレイズ・インターナショナル株式会社（法人番号7060001022700）指定管理者

指定期間 平成26（2014）年４月１日 ～ 平成31（20019）年３月31日

１ 施設の概要

塩谷郡高根沢町大字宝積寺字上川原８２８施設所在地

① 愛称 とちまるゴルフクラブ施設の概要

② 敷地総面積 71.5ha （建物敷地面積 1.7ha、コース面積 69.8ha）

③ 建物 クラブハウス １棟、延床面積 979.45m2

④ コース 18ホール、パー72、6,609ヤード

① ゴルフ場の維持管理に関する業務業務内容

② ゴルフ場の利用の許可に関する業務

③ ゴルフ場の運営に関する業務

２ 収支の状況

平成29（2017）年度 （千円）

収入 支出
指 ０ 指 ８４，０３４指定管理料 事業費
定 １６８，８５８ 定 ５，３３６利用料金収入 管理運営費
管 １４，１８９ 管 ６７，７１８その他収入 人件費※１

理 理 ２０，９８３その他支出※１

１８３，０４７ １７８，０７１※２ ※２合計 合計
指定管理業務収支差額① ４，９７６
自主事業 ０ 自主事業 ０
自主事業収支差額② ０

４，９７６収支差額（①＋②）
備考（※１ その他収入の主なものを記載） 備考（※１ その他支出の主なものを記載）
・雑収入（郵送代行費用等） ７０４千円 ・県への納付金 ２０，９８３千円
・消費税 １３，４８５千円

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。

平成28（2016）年度（前年度） （千円）

収入 支出
指 ０ 指 ８４，３１９指定管理料 事業費
定 １６３，８１２ 定 ５，４４４利用料金収入 管理運営費
管 １４，６２６ 管 ６３，６１２その他収入 人件費※１

理 理 １９，７４９その他支出※１

１７８，４３８ １７３，１２４※２ ※２合計 合計
指定管理業務収支差額① ５，３１４
自主事業 ０ 自主事業 ０
自主事業収支差額② ０

５，３１４収支差額（①＋②）
備考（※１ その他収入の主なものを記載） 備考（※１ その他支出の主なものを記載）
・雑収入（郵送代行費用等） １，５８６千円 ・県への納付金 １９，７４９千円
・消費税 １３，０４０千円

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。
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３ 利用状況

施設名 平成28（2016）年度 平成29（2017）年度

（前年度）

ゴルフ場 利用者数 ３５，５１２人 ３６，３４８人

営業日数 ３５１日 ３４６日

４ サービス向上に向けた取組

・定休日（火曜日）の営業（年中：コースのみ開放、クラブハウス閉鎖）

・インターネット（ゴルフ場予約受付サイト）の利用

・コース内、乗用カート乗入の継続実施

・昼食にバイキングメニューの導入の継続

・新聞、テレビ、ラジオ等を活用した宣伝

・オープンコンペを５８回実施（平成28（2016）年度は６０回）

・栃木県知事盃の実施

・観光物産協会と連携した割引サービス（本物の出会い栃木パスポート）

５ 利用者意見への対応

利用者意見の把握方法

・意見箱の設置。

・電話、電子メール等による意見の受付。

・インターネット（ゴルフ場予約受付サイト）の口コミ欄。

・利用者から直接、フロント等での意見・要望の受付。

主な利用者意見（苦情・要望） 対 応

・クラブハウス１階のエアコンが故障している H30（2018）購入予定。

ため暑い。

主な利用者意見（積極的評価）

・芝の状態が良い。

６ 指定管理者による自己評価

成果のあった取組・積極的に取り組んだ事項・利用者満足度向上への取組

・ＤＭ、インターネット、テレビ、ラジオ、新聞等を活用。

・販売促進の強化。

・接客手法の向上による利用者との信頼関係の構築。

・コースコンディションの確保。

利用者数確保に向けた取組と評価 ※指定管理者が独自に設定

・年間利用者数33,000人の確保。

前年度と比較し836人増の36,348人と開場以来過去最高の入場者数を記録したため、大きな成果が

あったと評価できる。

今後改善・工夫したい事項

・タイムリーな販売促進手法の実施。

・コース品質のさらなる向上。 ・スタッフミーティングの実施。

・ジュニア向け企画、各種イベントの開催。

年間利用者数の安定的な確保を図るとともに効率的な運営手法を取り入れ、さらなる収支の改善・

を図る。
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７ 所管課による評価

評価の内容 評価項目 確認内容・所見等

Ｃ１．住民の ①住民の平等利用が確保されたか。 予約等利用受付は、先着順が基本で

、 。平等利用の あり 平等な利用が確保されている

確保

Ｃ②使用許可に関する権限が適正に行 栃木県民ゴルフ場管理条例等に従い、

使されたか。 適正に利用を許可した。

Ｂ③高齢者、障害者等に対する配慮は シニア＆レディース杯を行う等、高

なされたか。また、平等利用が確保 齢者の利用しやすいイベントを定期

できない場合の対応は適切か。 的に開催した。

Ｂ２．施設の ①施設の設置目的に沿った業務実施 リーズナブルな料金設定とし、乗用

効用の最大 がなされたか。 カートコース内乗り入れや昼食のメ

、限発揮 ニューの充実等サービス向上に努め

利用者数は、大幅に増加しており、

県民のサービスの向上に寄与した。

Ｂ②施設の利用促進、県民サービスの 高齢者を中心として大幅に利用者が

向上が図られたか。 増加ししており、県民が気軽に楽し

めるゴルフ場として、県民サービス

の向上に寄与した。

Ｂ③利用者満足度を把握し、満足度の クラブハウス内で実施したアンケー

向上が図られたか。 トやインターネットの口コミを基に

コンペ賞品の充実、柔軟な利用料金

の設定により、リピーター増による

利用者数増に繋げた。

Ｃ④利用者からの意見、苦情に対して アンケートやインターネットの口コ

適切な対応がなされたか。 ミ等を基に可能な限りサービスの向

上に努めた。

Ｂ⑤施設、設備、備品の維持管理や安 電気設備、浄化槽、空調設備、給湯

全管理は適切になされたか。 設備等、専門業者に設備の点検管理

を委託し、状況を確認するとともに

適切に対応した。またコース管理を

積極的に行い、グリーンを始め品質

改善に努めた。

⑥指定管理者の創意工夫により業務改 Ｂコース内カート乗入の実施やコース

。 管理の徹底等により、利用者の評価善等がなされたか

を向上させた。
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Ｃ３．管理を ①組織体制は適正か。 サービス提供を行う上で必要な組織

安定的に行 体制を保った。

う物的人的

Ａ基礎 ②収支は適正でバランスがとれたも カート修繕、公告宣伝費、販売促進

のか。 費(コンペ景品等)、薬剤等コース管

、 、理費等に投資をし 利用者増に繋げ

最終的に5,000千円程度の黒字を確保

しており、バランスのとれた収支と

考えられる。

Ｂ③経費の縮減に取り組まれてきたか 必要最低限度の少人数体制の構築及。

びコスト縮減が図れた。

Ｃ④人材育成は適切に実施されている 事業計画書に基づき、適時、人材の

か。 育成が行われていた。

Ｃ⑤危機管理体制（事故、緊急時の対 指定管理者が制定した事故・災害対

応）は確保されているか。 応マニュアルを基に定期的にミーテ

ィングを開催し、危機管理体制の強

化に努めた。

Ｃ⑥県や関係機関との連携体制は確保 県との連絡を密にとり、また、緊急

、されているか。 連絡体制一覧表を事務所内に常備し

緊急時等の連絡体制を確保した。

Ｃ４．個人情 ①個人情報の保護についての措置が 協定書に基づき、適切な対応が行わ

報保護 計画どおり実施されているか。 れた。

Ｃ②情報公開は適切になされているか 諸規定に基づき、適切な対応が行わ。

れた。

Ｃ５．その他 ①施設の特性にふさわしい自己評価 施設の特性を踏まえ フロント業務、 、

がなされているか。 レストラン業務、コース管理業務の

各業務毎に顧客の満足度向上に向け

た自己評価がなされている。

自動販売機の設置等計画通り実施され Ｃ②自主事業が計画どおりに実施され

ている。ているか。

県民ゴルフ場２５周年記念企画、ジュ Ｂ③イベント等を実施している場合は、

ニア教室等、通常のコンペとは違う企地域との連携が図られているか。

画を地域と連携し、積極的に開催して

いる。

農薬使用計画書に基づき、除草剤、殺 Ｃ④環境への配慮（騒音・光害対策、

虫剤等の計画的な散布を心掛け、水質ごみ削減等）がなされているか。

の確保に努めた。
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－ －⑤その他管理運営上の特記事項

総合的な評価

インターネットを利用した多くのプラン設定等サービス向上に向けた取組を行い、幅広い年代の

お客様に利用していただけるよう、お客様の意見に耳を傾けながらサービスの提供に努めた。

特にゴルフ場開場２５周年を記念した各種イベントの開催や、コース管理の徹底等により、利用

拡大を図り、２年連続で利用者数の過去最高を更新した。

※「評価」欄には、以下の指標により判定した結果を記載すること。

Ａ：事業計画に対して極めて優れた取組となっている。

Ｂ：事業計画に対して優れた取組となっている。

Ｃ：事業計画どおりの取組となっている。

Ｄ：事業計画に対して劣る取組となっている。

Ｅ：事業計画に対して極めて劣る取組となっている。


