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日本パークゴルフ協会公認コース認定規定（抜粋）

・ 公認コースの全体ホール数は18ホール以上であること。

・ 公認コース18ホールの面積は利便施設を除いて7,000㎡以上であること。

（コース距離1ｍにつき10㎡以上の面積を必要とする。）

・ 公認コースの距離は、18ホールで700ｍ以上1,000ｍ以内であること。

・ 1コース（9ホール）の距離は500ｍを超えてはならない。

・ 1ホールの距離は最長100ｍ以内とする。

・ 標準打数（パー）は1ホール単位の打数を3,4,5で配分し、その合計打数を9ホールで33、18ホ

ールで66とする。

・ ティグラウンドの大きさは規則上1.3ｍ×1.3ｍ以上となっているが、なるべく大きめに確保し、

1.5ｍ×1.5ｍ位あれば申し分ない。

・ グリーンの形状は自由であるが、なるべく大きめにすること。円として考えた場合の直径は概ね5

ｍ以上が望ましい。

・ コースの難易度を高めるための工夫はあっても良いが、パークゴルフの原点を損なうことのないよ

う配慮すべきである。池超え、谷超えなどは造成すべきでない。

【留意事項】

・ ホールの組合せはスタートから3ホール以内にロングホールを配置して、多数のパーティによるプ

レーの際のコース進行をコントロールし、プレーの促進を容易にするよう配慮すべき。

コース名 1コースの総延長 ホール種別 延長

上級者コース 450ｍ程度 ショート 45ｍ未満

中級者コース 400ｍ程度 ミドル 45ｍ以上70ｍ未満

初級者コース 370ｍ程度 ロング 70ｍ以上

コース別総延長及びホール種別延長表

延長 種別 延長 種別 延長 種別 延長 種別

1Ｈ 30 ショート 55 ミドル 35 ショート 45 ミドル

2Ｈ 90 ロング 35 ショート 30 ショート 80 ロング

3Ｈ 30 ショート 90 ロング 85 ロング 40 ショート

4Ｈ 60 ミドル 30 ショート 45 ミドル 30 ショート

5Ｈ 55 ミドル 50 ミドル 55 ミドル 45 ミドル

6Ｈ 50 ミドル 40 ショート 35 ショート 60 ミドル

7Ｈ 40 ショート 70 ミドル 70 ロング 30 ショート

8Ｈ 45 ミドル 30 ショート 60 ミドル 55 ミドル

9Ｈ 55 ミドル 50 ミドル 65 ミドル 45 ミドル

計 455 S3･M5･L1 450 S4･M4･L1 480 S3･M4･L2 430 S3･M5･L1

全体延長

1ｺーｽ平均延長

延長 種別 延長 種別 延長 種別 延長 種別

1Ｈ 30 ショート 30 ショート 30 ショート 80 ロング

2Ｈ 70 ロング 40 ショート 40 ショート 35 ショート

3Ｈ 40 ショート 70 ロング 75 ロング 30 ショート

4Ｈ 25 ショート 45 ミドル 40 ショート 50 ミドル

5Ｈ 50 ミドル 25 ショート 55 ミドル 30 ショート

6Ｈ 40 ショート 30 ショート 50 ミドル 50 ミドル

7Ｈ 30 ショート 45 ミドル 35 ショート 60 ミドル

8Ｈ 55 ミドル 30 ショート 50 ミドル 35 ショート

9Ｈ 30 ショート 50 ミドル 30 ショート 45 ミドル

計 370 S6･M2･L1 365 S5･M3･L1 405 S5･M3･L1 415 S4･M4･L1

全体延長

1ｺーｽ平均延長

上級者コース

367 410

735 820

Ｂｺーｽ

初級者コース 中級者コース

Ｃｺーｽ Ｄｺーｽ

1,815

453

Ａｺーｽ Ｂｺーｽ Ｃｺーｽ Ｄｺーｽ

Ａｺーｽ

各コース一覧表

障害物 上級者ｺーｽ 中級者ｺーｽ 初級者ｺーｽ

ﾄ゙ｯｸ゙ﾚｯｸ゙ 2～3箇所 1～2箇所 0～1箇所

ｸ゙ﾗｽﾊ゙ﾝｶー 3～4箇所 2～3箇所 1～2箇所

ｿ゙ ﾝー(低木群） 4～5箇所 3～4箇所 2～3箇所

各コース障害物配置目安

本パークゴルフコースについては、日本パークゴルフ協会が示している公認コース認定規定

を踏まえたものとします。

以下に公認コース認定規定を記します。

【コース延長】

各コースの延長及びホール種別の延長は以下のように設定します。

また、プレーの促進を容易にすべくロングホールはスタートから3ホール以内に設けるもの

とします。

【コース難易度】

各コースの難易度は、ドッグレッグ、地形の起伏、グラスバンカー、ゾーン（低木群）の数

と配置によって付けるものとします。本計画では、計画地の現況測量を実施していない状況で

あるため地形の起伏については検討出来ないことから暫定的なものとします。

5－1 パークゴルフコース内容の検討

５ 施設計画
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各コースの配置図
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導入施設一覧表

総合案内板 順位表示板

車イスに乗ったままボールが取れるホールカップ

スロープ型のティグラウンド

ホール案内板コース案内板

本パークゴルフ場では、利用者の円滑な利用とコミュニケーションが容易に図れるよう、以

下の施設を導入します。

パークゴルフ初心者や車イス利用者などの利用も踏まえ、スロープ型のティグラウンドや車

イスに乗ったままボールが取れるホールカップなどの導入も視野に入れます。導入するコース

は初級者コースとします。

また、パークゴルフ場及びセンター広場内に導入する施設については、河川法に基づき取り

外し可能な構造とします。

場所 導入施設

集いの広場
・ｸﾗﾌ゙ﾊｳｽ(管理棟）
・駐車場

ﾊ゚ ｸーｺ゙ﾙﾌ場

・屋根付休憩施設、ﾍ゙ﾝﾁ
・ﾄｲﾚ
・ｺーｽ案内板
・ﾎーﾙ案内板

ｾﾝﾀー広場
・屋根付休憩施設、ﾍ゙ﾝﾁ
・総合案内板
・順位表示板

車イス利用者対応の施設

わかりやすい表示施設

5－2 導入施設の検討
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トイレ・屋根付休憩施設配置図
パークゴルフ場占用面積比較表

ｺーｽ名 面積（㎡）

Ａｺーｽ 12,300

Ｂｺーｽ 12,200

Ｃｺーｽ 10,800

Ｄｺーｽ 12,400

Ｅｺーｽ 10,600

平均 11,660

Ａｺーｽ 12,400

Ｂｺーｽ 12,000

Ｃｺーｽ 11,500

Ｄｺーｽ 10,900

Ａｺーｽ 13,700

Ｂｺーｽ 11,100

Ｃｺーｽ 10,400

Ｄｺーｽ 10,600

平均 11,575

ﾊ゚ ｸーｺ゙ﾙﾌｺーｽ

河畔公園ﾊ゚ ｸーｺ゙ﾙﾌ場
（いちい・つつじ・さくら）

新設ＰＧ場
（72Ｈ）

上流側

下流側

利用者の皆様の快適性に大きく影響するトイレ及び屋根付休憩施設については様々な整備水

準があるため、次のような条件を考慮し検討を進めました。

センター広場内に整備する屋根付休憩施設は、通常時はパークゴルフ利用者の集散の拠点と

して、大会運営時などには開閉会の拠点としての利用など、多様な利用が想定されます。従っ

て、様々な利用形態や規模に対応するために屋根付休憩施設は配置せずに、仮設テントでフレ

キシブルに対応することにしました。

一方、上流側及び下流側の拠点部分については、スタート待ちやプレー後に小休憩する程度

であることから小規模な屋根付休憩施設とします。

トイレは、クラブハウスでの受付時にあわせてプレー前に用を足す利用者が大半と考えます。

従って、トイレ穴数は必要最低限の大 1、小 1とし、周辺の景観に調和するログハウスタイプ

とします。

なお、トイレは汚水処理施設を必要としないバイオトイレとしますが、電気配線については

堤内地より配線を行い、高水敷では架空により引き込みます。

本パークゴルフ場を計画するにあたり、認定取得の有無、コースレイアウト、利用動線、ま

た導入施設等について美幌町パークゴルフ協会の意見や要望をうかがいました。

本ヒアリングで特に要望の高かったものが、既存パークゴルフ場の特色でもある、ゆったり

としたホール間隔を確保したコースレイアウトでした。

本計画地下流側にある既存の河畔公園パークゴルフ場（いちいコース、つつじコース、さく

らコース）のコース当たりの占用面積は平均で 11,660㎡であることから、本計画地に計画す

るパークゴルフ場についても、上記数値と同等程度の占用面積を確保し、8コース（72ホール）

計画することとしました。（下表パークゴルフ場専用面積比較表参照）

本計画地へのアクセス及びパークゴルフの利用動線についても概ね合意を得ることができま

した。詳細の利用動線等については、さらに意見交換会で確認することにしました。

６ 利用者の意見を取り入れたコースレイアウトの設定
5－3 施設整備水準の検討

6－1 パークゴルフ協会へのヒアリング



9意見交換会の様子

● 協会からのご意見及び要望をまとめて記します。

美幌町パークゴルフ協会へのヒアリングを踏まえ、パークゴルフ愛好者を中心に広く意見及

び要望をいただくことを目的として意見交換会を行いました。

延べ33名の方にご出席いただき、コースレイアウト及び利用者の動線などについて話し合い

の上、合意をいただきました。トイレや給水設備、また芝生の維持管理等については、引き続

き検討を進めることになりました。以下に交換会で提出していただいた意見及び要望を記しま

す。

主なご意見・要望

・ 整備後はパークゴルフ協会の公認コースを取得するため、協会の規定に沿ったも

のとする。

・ 計画地の下流側にある河畔公園パークゴルフ場は、ゆったりとしたホール間隔が

利用者から好評であるため、新設するパークゴルフ場も同等程度のホール間隔に

してほしい。

・ 既存のパークゴルフ場と同等程度のホール間隔が確保できない場合は、72ホール

整備にこだわらない。63ホール若しくは54ホールとすることも考えたい。

・ パークゴルフ場は、芝生の状態が一番大事である。現況ではタンポポが生育して

いる。根の除去を含めて検討してほしい。

・ 維持管理の費用を見越した計画内容としてほしい。

・ 駐車場の間隔を広めにしてほしい。また、パークゴルフ場の近くにトイレを整備

してほしい。

・ 障がいを持った方々も利用できるコースを計画してほしい。

・ ホールの間隔が既存のパークゴルフ場と同等程度であれば72ホール整備するのが良

い。維持管理費は嵩む事になるが、利用者がコースを選択する幅が多くなるのは良い。

・ 初心者も楽しめるコース（ファミリーコース）はクラブハウスに近い部分に2コース

整備するのが良い。

・ 各ホールのレイアウトについては、単調なコースとならないように、ホールの進行方

向に変化をつけてほしい。

・ 計画地の下流側にある河畔公園パークゴルフ場は、ゆったりとしたホール間隔が利用

者から好評であるため、新設するパークゴルフ場も同等程度のホール間隔にしてほし

い。

・ パークゴルフ場内にはそれぞれの拠点付近にトイレを計画してほしい。

・ 計画地中央の芝生のオープンスペースの広さは、30ｍ程度の幅があれば大会の開閉式

に充分利用できる。

主なご意見・要望

・ 河畔公園パークゴルフ場と同程度のゆったりとしたホール間隔で、72ホール整備す

ることで良い。

・ ファミリーコースは、クラブハウスの近くに配置する。

・ コースの難易度は、計画地上流側の36ホールを上級者コース、クラブハウスに近い

18ホールを初級者（ファミリー）コース、計画地下流部の18ホールを中級者コース

とする。

・ コース難易度の設定は、バンカーではなくドッグレッグ、起伏、グラスバンカー、ゾ

ーン（低木群）で行うと良い。

・ グリーンとフェアウェイの区別がつくようにグリーンはフェアウェイより何cmか高

くしてほしい。

・ クラブハウス内に利用者が休憩できるスペースを確保してほしい。

・ パークゴルフ場の水はけと散水について検討してほしい。

・ ファミリーコースと上級者コース利用者の動線は分けた方が良い。

・ コースレイアウト及び利用者の動線については提示した内容で良い。

・ ドッグレッグの目安は、上級者コースで2つ、中級者コースで1つとし、初級者コー

スでは無い方が良い。

・ 上級者コースのロングホールは、100ｍ程度のものを設けてほしい。

・ 計画地の現状は、タンポポが一面に生育している。施工後の芝生の維持管理に力を入

れてほしい。

6－2 意見交換会の実施


