
 

きたひろサンパーク維持管理業務仕様書 
 

１ 業務内容 

指定管理者の行う業務は、市民が憩いの場として利用できるよう公園が持つ様々な機能を十分

に発揮させ、より市民が公園を利用しやすいようにサービスを向上させることを目的とし、「きた

ひろサンパーク」の運営業務及び公園施設の点検、整備、清掃等の維持管理業務を指す。なお、

本仕様書は「きたひろサンパーク」の維持管理仕様書（以下「仕様書」という。）である。 

 

２ 指定管理期間 

令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

３ 管理施設の名称等 

名 称  きたひろサンパーク 

住 所  北広島市富ヶ岡２５３番地３外 

開 設 年 度  平成１０年６月６日 

施 設 面 積  １１６，９７６㎡＋臨時駐車場（富ヶ岡２３７番地１９外２筆 ２，１５７㎡） 

主 要 施 設  パークゴルフ場３６ホール、テニスコート４面（内２面ナイター照明付き）、 

多目的広場、ゲートボール場、管理棟、便所、駐車場２箇所 

 

４ 公園の運営業務及び利用管理 

指定管理者は、職員に対して市民の利便性を高めるサービス施設に従事していることの自覚を

促し、市民に接するときはその満足度を高めるため、誠意ある対応をすることを十分留意させる。 

（１） 一般的事項 

ア 市民、利用者等からの問い合わせ、苦情及び要望に対しては、誠意を持って対応すること。 

イ 施設利用の調整、受付、その他これらに附帯する業務を行うこと。 

ウ 安全快適な利用のため、利用上の注意、誘導等適切な措置をとること。 

エ 市民の利用に供するための基本的情報を提供し、施設の有効利用、利用促進を図ること。

特にホームページ等を活用して広く情報の提供を図ること。 

オ 当該公園は、市民及び利用者に対して指定管理者が当該施設を管理していることを周知す

るように努めること。 

（２） 公園の運営について 

ア 光熱水費 

運営管理上必要となる光熱水費、通信費は、指定管理者の負担とする。  

イ 拾得物・残置物の処理 

拾得物は、原則として所轄の警察署（又は交番）に届けること。廃棄物かどうか疑わし

い場合は、一定期間、撤去要請の告示（張り紙）をした後、所有者が不明の場合に処分す

ること。なお、放置自動車及び放置自動二輪車（原動機付き二輪車を含む。）の処理につ

いては、別途北広島市（以下「市」という。）と協議すること。 

ウ 緊急対応体制の確立 

事故、災害等の緊急時に際して、被害者の救済、保護等の応急措置等的確な対応を行い、



 

迅速に市及び関係機関に連絡する体制を確立すること。 

エ 違法行為の注意・指導 

（ア） 北広島市都市公園条例（昭和４７年広島町条例第２８号。以下「条例」という。）第

６条各号に定める行為は、禁止行為である。許可なくこれらの行為があった場合は、

中止させること。 

（イ） 条例第３条第１項各号に定める行為は制限行為であり、その実施に当たっては、指

定管理者の許可を必要とする。許可なくこれらの行為があった場合は、中止させるこ

と。  

（ウ） 都市公園法（昭和３１年法律第７９号。以下「法」という。）第６条により市の許可

を受けたもの以外は、公園を占用することができない。不法占用の防止を図ること。 

（エ） 施設や遊具の利用方法で、不適当と認められるものについては、適正な利用方法を

指導すること。 

オ 占用に当たっての立会 

市から占用許可を受けたものについて、必要に応じて設営、撤去時に立会を行い、公園

施設等を破損又は損傷させていないか確認のうえ、破損等が確認された場合は、速やかに

占用者に原形復旧を指導すること。 

カ 管理報告書 

１日の業務内容（点検、修繕、清掃その他維持管理作業等）や市民対応等特記事項を記

した日報等を作成すること。 

（３） 公園施設（遊具）及び附帯施設について 

ア 開放時期 

４月１０日から１１月２０日までを基本とするが、当該年度の気候や指定管理者の提案

により市の承認を得て、これを変更することができる。 

イ 公園の行為許可業務 

公園の行為許可（行為に伴う軽微な仮設物設置を含む）については、北広島市都市公園

条例施行規則（昭和４７年広島町規則第２２号。以下「施行規則」という。）に定めると

ころにより業務を行う。ただし、占用許可及び公園施設の設置、管理許可についての業務

は市が行う。 

ウ 公園使用料金徴収業務 

行為許可に伴う公園使用料金徴収時には、利用者に領収書を交付するとともに、帳簿等

により使用料金収入の状況を整理すること。また、徴収した使用料金は別紙４「使用料収

納事務仕様書」の規定に基づき市へ納付すること。 

エ 公園使用料及び利用料金の減免 

条例第２４条及び条例第２６条の４の規定に基づき、使用料及び利用料の全部又は一部

を免除することがある。減免については、市の減免基準によること。 

オ 利用者への指導、事故の防止等 

危険な行為による事故の防止や他の利用者への迷惑行為の防止のため、必要に応じて利

用指導等を行うこと。 

 （４） 管理事務所について 

管理事務所は、維持管理の拠点であるほか、利用者へのサービスの拠点及び利用者への情



 

報の発信地として設置するものである。本業務に係る管理事務所は、きたひろサンパークの

管理棟内事務所を無償で貸与する。 

ア 開所時間  

公園開放期間（開放準備期間を含む。）の毎日、原則として６時００分から１８時００

分までとするが、指定管理者の提案があった場合は､市の承認を得て定める。 

イ 事務所設備 

市民からの問合せ等に対応出来るように、固定電話及びメールの送受信が出来るパソコ

ンを備えること。なお、設置撤去に係る費用は、指定管理者が負担する。 

ウ 業務 

当該公園に係る業務の中核となるものであるが、その業務の一部を例示すると次のとお

りである。 

（ア） 利用促進活動  

（イ） 事故時、緊急時の対応 

（ウ） 公園に関する要望及び苦情の処理 

（エ） 災害対応及び応急措置 

（オ） 法第６条及び条例第３条などに係る許可についての市との連絡及び調整 

（５） 職員の配置について 

（ア）公園開放期間中は、総括管理者を１名常駐させること。 

（イ）パークゴルフ場営業日には、パークゴルフ場受付業務担当職員を２名以上常駐させ

ること。ただし、総括管理者は、受付業務担当職員を兼ねることが出来る。 

（６） 自主事業について 

ア 指定管理者は、公園の魅力づくりや利用促進を図る目的から、必要に応じて自主事業を行

うことができる。ただし、事前に市と協議を行い、承諾を得てから実施すること。 

イ 自主事業に伴う利用料金及び物品の販売については、料金の額又は物品の種類、価格等が

適正なものであること。 

ウ 自動販売機の設置申請は、全個所分を一括して指定管理者が行うこと。設置は管理棟内の

設置を含めて６台までを基本とする。また、飲食の提供及び物品の販売、自動販売機の設

置等に当たっては、施設の使用料の支払いが必要となり、自動販売機メーカーに対してそ

の旨を明確にした契約を締結すること。 

エ 公園への自動販売機設置は指定管理者による自主事業として売上額の内、「北広島市自動

販売機の設置に係る行政財産貸付要綱」に沿った額を指定管理料へ充当する。 

 

５  維持管理業務 

公園利用者が安心、快適かつ楽しく公園を利用できるように、常に適正な状態に維持すること。

維持管理に当たっては、年間作業計画を作成し、以下の業務を行うこと。常に巡視及び点検を実

施するとともに、利用者及び施設等の安全に万全を期すこと。また、各作業の実施に当たっては、

利用者及び作業者に対する安全対策に万全を期すること。（別紙１「維持管理作業要領」を参考の

こと）。 

なお、美観又は衛生において、良好な状態を保つことができないおそれがある場合や安全及び

管理運営に支障がある場合は、この仕様書の記載の有無に関わらず、指定管理者は、良好な状態



 

を保つため又は安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。 

（１） 施設の維持及び管理 

各施設の機能を十分に活用、発揮させ、公園利用者が安全かつ快適に利用できるよう、常

に巡視・点検を実施し、破損箇所の修繕、交換及び補充を適切に行うこと。秩序維持、衛生

的環境の確保、火災、盗難等事故、事件の予防等の施設の管理を行うこと。 

ア 遊具及び公園施設については、雪解け後、速やかに専門業者による詳細点検を行い、都市

公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂版）（平成２０年８月、国土交通省）及

び遊具の安全に関する規準（２００８年８月、社団法人日本公園施設業協会）を参考とし

て、破損、損壊及び老朽化の状況を適宜確認し、修繕方法の検討、見積書の徴収等を詳細

点検終了時に行い、必要修繕項目、修繕内容、修繕方法、必要金額及び優先順位を整理し

て、修繕計画書を市へ提出して承諾を得ること。また、突発的な大規模破損等については、

その都度市と協議すること。（別紙３「公園施設点検作業要領」参照） 

イ 電気施設及び機械施設については、適宜点検を行うとともに法律の定めによる保守点検を

随時行うこと。照明灯の球切れについては、速やかに交換すること。 

ウ 公園敷地内にカラス、ハチ等、公園利用者に危害を及ぼすおそれのあるものの営巣が確認

された場合は、速やかに撤去すること。また、カラスなど鳥類の営巣撤去を指定管理者が

自ら行う場合については、事前に「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可」を得ておく

こと。 

エ 冬期間については、各施設が積雪により破損することのないよう必要な措置を講ずるとと

もに、融雪後に除雪による破損の有無を確認できるよう必要な箇所の記録を残しておくこ

と。また、各施設からの落雪、落氷により利用者に危害を及ぼすことのないように、適切

な措置を講じること。 

オ 作業実施に当たっては、利用者に支障とならないよう配慮し、特に安全管理には十分な対

策をとること。 

（２） 園地広場等 

園地広場、施設については、次の業務を行うこと。 

ア 落葉時期は、舗装園路や施設周辺を中心に日常的に清掃を行うこと。収集した落ち葉につ

いては関係法令を遵守の上、可能な限り再資源化を図ること。落ち葉の売却益があった場

合は、収入として計上すること。 

イ 日常的に園地及び施設の巡視点検、清掃（ごみ拾い、ベンチ、テーブル、手すりの清掃等）

を行うこと。 

ウ 植え込み地等の除草を随時行うこと。 

エ 低木の刈り込みを適期に行うこと。 

オ 植栽地における病害虫の発生状況の点検及び初期防除に留意すること。やむを得ず農薬を

散布する場合は、周囲への飛散により健康被害を及ぼすことのないように最大限配慮する

こと。 

カ 枯損植物、枯れ枝及び支障枝は、除去すること。 

キ 各種サイン、案内板等の板面清掃を定期的に行うこと。  

（３） 公園便所 

トイレについては、日常的に施設の点検及び床面と便器等衛生機器の洗浄清掃を行うこと。



 

清掃作業の詳細については、別紙２「公園便所清掃作業要領」による。 

（４） 植物管理 

植物の特性にあった作業を行い、常に良好な状態を維持すること。 

また、各植栽地の管理に当たっては、来園者の公園利用と安全を確保しつつ、病害虫防除

や施肥の実施、花木等は開花期や剪定時期に注意する等、最も適切な時期や方法を選び管理

すること。除草剤の使用は原則として不可とする。 

ア 芝生管理  

（ア） 芝刈りは、それぞれの箇所に応じて適宜行い、快適に利用できるよう支障のない状

態に保つこと。また、刈り草については関係法令を遵守の上、可能な限り再資源化を

図ること。刈り草の売却益があった場合は、収入として計上すること。 

（イ） 施肥、目土、散水、エアレーション等の作業は、状況を見ながら必要に応じ適宜行

うこと。 

（ウ） 花壇は、地拵えや球根、種、苗の植付け、潅水、花がら摘み、施肥、病害虫防除と

予防、除草等を適宜行うこと。 

イ 樹木管理 

（ア） 樹木の適正な管理に必要な、整枝及び剪定を行うこと。パークゴルフのプレイに支

障となる樹木については、整枝及び剪定すること。ただし、樹木の伐採がやむを得な

い場合には、事前に市と協議すること。 

（イ） 枯れ枝及び危険木については、利用者に危害を及ぼさないように適宜処理すること。 

（ウ） 支柱については、必要のないものは適宜撤去し、必要なものは補修すること。 

（エ） 施肥は、必要に応じ適宜行うこと。 

（オ） 降雪に備え、必要な樹木については、適宜冬囲いを行うこと。 

（５） 清掃 

公園利用の状況、ゴミの発生量に応じて適切な措置をとり、常に公園内を清潔に保つこと。

また、ゴミは、缶、びん等種類ごとに定められた処理方法に従って、適切に処理すること。

再資源化に伴う売却益があった場合は、収入として計上すること。 

（６） テニスコート 

日常的に行う業務として、本体及び附帯施設の点検、ネットの高さ調整、コートの清掃等

を行うこと。定期的に行う業務として、排水施設の泥上げを行うこと。  

（７） 多目的広場 

日常的に行う業務として、点検、清掃及び整地を行うこと。芝刈りは、別紙１「維持管理

作業要領」に沿って、公園利用者が快適に過ごせるよう適切な時期に実施すること。 

（８） パークゴルフ場 

ア きたひろサンパークパークゴルフ場管理規則により管理すること。 

イ 料金の徴収、受付業務担当職員を２名以上（１名は総括管理者を兼ねることができる。）

を常駐させること。 

ウ 料金の徴収に必要な物品機器類及び受付小屋を設置すること。なお、受付小屋のリース

料及び設置撤去に係る諸費用は、指定管理者が負担すること。 

エ  利用料金の徴収に当たっては、市内外者及び年齢等の確認をすること。 

オ  日常的業務として休場日には、芝刈り、芝生補修、ホールカップ切り、バンカー草取り、



 

散水（適宜）、施肥、目土、防球ネット補修等を行うこと。なお、天候等により芝生の傷み

が激しい場合は、適宜散水等必要な措置を実施するとともに、芝管理専門業者による芝生

の診断を行い、対応方法については市の承諾を得ること。 

また、冬期間は、ホールピン、コース表示板、防球ネット等の施設を取り外して保管す

ること。なお、開設時期については、問合せが非常に多いので、ホームページ、報道機関

等を利用して広く周知を図ること。 

カ  パークゴルフ場利用者用に２４名程度が休憩出来る屋内休憩所を設置すること。休憩所

のリース料及び設置撤去に係る費用は指定管理者が負担すること。 

キ  パークゴルフ場利用者のためにスコアカードを作成すること。 

ク  受付小屋及び休憩所の設置については、都市計画法、建築基準法等の届け出が必要にな

る場合があるので、関係機関へ必要書類を提出して許可を得ること。 

ケ  指定管理者が設置する建物、その他公園施設については、バリアフリー新法及び関係条

例に沿った仕様とすること。 

（９）  駐車場 

公園内の駐車場は、公園開設時以外は施錠し、閉鎖すること。 

 

６  その他 

（１） 施設小破損修繕  

芝生補修、遊器具部品交換、塗装、漏水、ガラス破損、備品・機器・建具調整等の施設の簡

易な修繕を行うこと。ただし、１件（合理的な理由のある工事単位）につき１０万円（消費

税及び地方消費税含む。）以下については指定管理者が、それを超えるものについては市が負

担する。 

（２） 注意報・警報等が発令された場合の対応 

ア 荒天が予想される場合には、事前に備品等の固定及び収納を行い、必要に応じて巡視、点

検を行うこと。 

イ 荒天後は、園内を巡視し、被害の有無を確認し、重大な事故がある場合は、速やかに市へ

報告するとともに、危険箇所については、２次災害を引き起こさないように処置を行うこ

と。 

（３） 公園管理等に使用する施設等 

指定管理者は、管理業務を行うための施設、設備、備付機器等（以下「施設等」という。）

を無償で使用することができる。この場合、指定管理者は、施設等を本来の用途に従っての

み使用し、常に善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。また、指定管理者に

帰すべき事由により、施設等を滅失し、又は棄損したときは、指定管理者の負担において補

填し又は修理しなければならない。 

（４） 備品 

ア 当該施設に市が備え付ける備品は、指定管理者に無償で貸与する。なお、経年劣化等によ

る備品の更新に係る費用は、１０万円以下（消費税及び地方消費税含む。）については指

定管理者が、それを超えるものについては市が負担する。また、指定管理者の責任により

滅失し、又は棄損した備品の補充については指定管理者が負担することとし、いずれの備

品においても市に帰属する。 



 

イ 備品以外の物品で、指定管理者が必要とするものは、指定管理者の負担で調達すること。

なお、調達した物品については、指定管理者に帰属する。 

（５） 税について 

指定管理者は、会社等の法人に係る市民税、事業を行う者に係る事業所税、指定管理者が

設置した償却資産に係る固定資産税等の納税義務者となる場合がある。詳しくは、市総務部

税務課に問い合せること。なお、国税については税務署に、道税については道税事務所に問

い合わせること。 

（６） 環境負荷の低減 

ア 車両関係 

（ア） できるだけ低公害車等、環境に負荷の少ない車両を使用すること。 

（イ） 環境に負荷の少ない運転をすること。  

・急発進、急加速及び空ふかしをしないこと。 

・適正な空気圧及び経済速度での走行を行うこと。 

・不要な荷物等を積まないこと。 

（ウ） アイドリングストップを徹底する等、燃料の節約に努めること。 

・駐停車する場合には、エンジンを止めること。 

・必要以上の暖機運転及び冷暖房のためのアイドリングを自粛すること。 

イ その他 

（ア） 成果品が、複数ページにわたる場合は、原則として両面印刷とすること。 

（イ） 本業務の履行において使用する商品、材料等については、極力環境に配慮したもの

を使用すること。 

（７） 事故等 

次に掲げる場合については、速やかに市に報告し、その指示を受けること。 

ア 公園施設等が滅失し又は棄損したとき。 

イ 公園内において事故が発生したとき。 

ウ 都市公園台帳の記載事項に変更を来すような事態が生じたとき。 

エ その他公園管理上不測の事態が生じたとき。 

（８） 守秘義務 

指定管理者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（９） 定期報告 

公園開設期間中は、毎月の業務実績報告書を翌月５日までに市長へ提出すること。 

（１０） 市からの要請への協力 

ア 市から、公園の管理運営及び公園の現状等に関する調査又は作業の指示があった場合には、

迅速、誠実かつ積極的な対応を行うこと。 

イ 緊急安全点検、イベント等、市が実施又は要請する事業への支援、協力又は事業実施を積

極的かつ主体的に行うこと。 

（１１） 業務の引継ぎ 

ア   指定管理者は、指定期間中又は指定期間満了年度に次期指定管理者とならないことが

確定したときは、次期指定管理者が業務を円滑かつ支障なく実施できるよう市及び次期指

定管理者と引継ぎを行わなければならない。 



 

イ   指定管理者は、前項の引継ぎを行うときは、引継書を市及び次期指定管理者に提出する

こと。 

（１２） その他 

ア  施設管理に必要な合鍵は、指定管理者が作成すること。公園の適正管理のため鍵を設置

する場合は、市の指定する鍵を設置するとともに、必要に応じて合鍵を市に提出すること。 

イ  この仕様書に定める事項に疑義が生じたとき及びこの仕様書に定めのない事項につい

ては、市と指定管理者が協議する。 

ウ  指定管理者が、利用料金、自主事業等により収益が出た場合は、純利益の５０％を市へ

納めること。 

 

※年次事業計画書の取扱い 

基本協定書第７条に基づく年次事業計画書の内容がこの仕様書の管理水準を上回る内容で

提案されている場合は、当該事業計画書に示された管理水準によるものとする。 

 



 

別紙１ 維持管理作業要領 

 

（１） 公園巡視清掃工 

公園巡視清掃期間については、公園開設から公園閉鎖までの期間とする。通常の昼間巡視

頻度は、１日に２回以上行うこと。 

作業内容は、公園内の巡視（安全パトロール）、清掃（ベンチや縁台の座面清掃、ゴミ拾

い）、施設点検、簡易な補修、時計の時刻確認調整、テニスコートのネット高調整とする。

また、施設点検において危険な状況と判断される場合は「使用禁止」の表示、ロープ等によ

る閉鎖等を行い、安全を確保すること。 

 

（２） 水飲み場管理工 

融雪後、凍結のおそれがなくなった後速やかに市水道部へ開栓の申請を行い、冬囲いを取

り外すこと。この際、水漏れ、排水の詰まり等の異常がないか確実に点検するとともに、排

水口の清掃を行うこと。冬囲い設置は、水落としを確実に行い、むしろにより囲うこと。作

業終了後は、市水道部へ閉栓の報告を行うこと。 

 

（３） 便所管理工 

公園開設に合わせて、冬囲いを取り外し、水漏れ及び排水の詰まり、照明設備、戸の開閉

等に異常がないか点検すること。冬囲い設置は、水落とし及び排水口への不凍液投入を行

い、電気ブレーカーの切断を行い並びに各便所の入口閉鎖を行うこと。 

 

（４） 遊具管理工 

毎日の公園巡視清掃時に遊具に破損等がないか点検すること。異常が見つかった場合は、

使用禁止等適切な処置をすること。 

 

（５） 芝生管理工（一般芝生地） 

草刈りは、平坦部、法面部とも４０mm～５０mm仕上げを標準とする。草刈り作業時は、安

全柵等の設置等により、事故防止に努めること。 

施肥は、肥料の流亡や雑草による吸収を防ぐため、草刈り、除草後に粒状化成肥料を芝生

面にムラのないよう均一に適正量散布するとともに、園路等舗装部分に飛散しないよう注意

して年２回以上行うこと。また、出来るだけ降雨直後に行うこと。使用する肥料は、芝専用

隣安有機化成（８-１２-１０）又は同等品以上とする。灌水は、芝生の状態に応じて適宜実

施すること。 

 

（６）多目的広場 

芝の刈高は３５mmを標準とする。 

草刈りは週１回以上とし、大会等がある場合はその日程に合わせて行うこととする。 

目土とスパイキングを年１回以上実施し、施肥は、一般芝生地に準ずることとする。 

 

 



 

 （７） パークゴルフ施設管理工 

毎日２回以上パークゴルフ場内の巡視及び点検を行い、備付けの各施設、防球ネット等の

状態を確認すること。異常を発見した場合は、補修等適切な処置をすること。 

芝の刈高はグリーン２０mm、フェアウェイ２５mm、ラフ５０mmを標準とする。 

目土とスパイキングを年１回以上実施し、施肥は一般芝生地に準ずることとする。 

芝刈等の施設管理作業については、各コースの休場日に行うことを原則とするが、散水等

コースの状況によって休場日まで放置できない状況の場合等は、施設利用者に極力制約を与

えない方法で実施すること。作業内容は、全ホールのカップ切り、散水は状況を見て適宜行

い、特にグリーン周りは十分散水を行うこと。なお、休場日以外の作業は、十分公園利用者

に周知した上で実施すること。 

 



 

別紙２ 公園便所清掃作業要領  

 

便所清掃は、毎日実施すること。作業は利用者の少ない時間帯に行うよう考慮すること。清掃

作業をする者が異性の便所に立ち入るときは、利用者がいないことを確認してから行うこと。 

作業内容は、床、便器及び手洗い場については洗剤を使用して水洗いを行い、窓ガラス、照明

及び外壁の清掃、蜘蛛の巣の除去等のすす払いを行うこと。また、清掃により発生した塵芥の収

集・処理を適切に行うこと。 

作業時に給水施設、排水施設、照明施設、戸の開閉等を確認し、異常があった場合は速やかに

適切な対処をし、使用できない場合は「故障中のため使用禁止」等使用者に明確な表示を行うこ

と。 

 



 

別紙３ 公園施設点検作業要領 

 

１ 施設点検は、きたひろサンパーク内の公園施設について行う。 

 

２ 施設点検は、雪解け後速やかに実施して、点検結果は遅滞なく市へ報告すること。作業は各

施設の製品と一般社団法人日本公園施設協会が規定する「規格基準」の適合性と製品の劣化状

況の点検及び保守を行う。点検は、「公園施設製品安全管理士」又は「公園施設製品整備技士」

の資格を持つ者又はその指示により実施すること。 

 

３ 点検内容（公園施設すべて） 

名  称 内  容 備  考 

ボルト・ネジ類 目視・触診・増し締め  

可動部 目視・触診・グリスアップ  

地際部 目視・触診  

部材・付属品 目視・触診  

塗装 目視・触診  

危険箇所 使用禁止の処置及び応急処置  

 

４ 検査箇所で特に留意すべき箇所については、デジタルカメラで撮影すること。 

  



 

別紙４ 使用料収納事務仕様書 

 

１ 委託業務の内容 

  北広島市都市公園条例（昭和 47年 12月 28日条例第 28号）第 5条及び第 10条に規定する使

用料の収納事務 

２ 収納場所 きたひろサンパーク 

３ 収納日及び収納時間 施設の開設日及び開設時間 

４ 収納事務の処理 

  指定管理者（以下「乙」という。）は、次に掲げるところにより、収納事務を行わなければな

らない。 

（１） 使用許可をしようとするときは、条例の規定に基づき、当該許可に係る使用料を算定し、

申請者から収納する。 

（２） 使用料の納付を受けたときは、領収書に領収印を押印して、使用料計算書及び使用許可

書とともに申請者に交付する。 

（３） 収納した使用料については、有料使用明細書に記載し、保管する。 

（４） 収納した使用料に係る領収書の件数、有料使用明細書の金額及び前号の規定により保管

した現金が一致するかどうか確認すること。 

（５） 収納した使用料は、速やかに、納入通知書・領収書により北広島市の指定金融機関又は

収納代理金融機関に払い込むこと。指定金融機関等から交付を受けた領収書は、北広島

市（以下「甲」という。）の検査の際に速やかに提示することができるよう整理保管する

ものとする。 

５ その他 

（１） 乙は、収納事務の実施状況について、甲から報告を求められたときは、これに応じなけ

ればならない。 

（２） 乙は、収納事務の実施に関し疑義が生じたときは、速やかに甲に連絡し、甲の指示を受

けるものとする。 

６ 収納事務概略図  

通知 

 

調定 

利用者 指定管理者 

納入機関 納入通知書・領収書作成 

市役所 

会計課 

① 北広島市指定金融機関 

② 北広島市収納代理機関 

③ 出張所 

都市整備課 

（申請許可ごと収納） 

（収納した料金集計） 

通知 

委託検査 

(納付書確認等) 



 

 

きたひろサンパーク平面図 


