
 

倉吉市立伯耆しあわせの郷管理運営仕様書（案） 

 

 倉吉市立伯耆しあわせの郷の指定管理者が行う業務の範囲及び管理運営基準等はこの仕

様書による。 

 

１ 趣旨 

この仕様書は、倉吉市立伯耆しあわせの郷（以下「本施設」という。）の指定管理者が

行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。 

 

２ 本施設の管理運営に関する基本的な考え方 

(１)豊かで明るい長寿社会を実現していくという本施設の設置目的に基づいて業務を

行うこと。 

(２) 施設の効率的・弾力的な運営を行い、管理運営費の節減に努めること。 

(３) 適切な広報を行うなど、施設の利用促進を積極的に図ること。 

(４) 利用者にとって衛生的で快適な施設であることに努めること。 

(５) 利用者の安全確保を図り、 魅力ある自主事業を実施するなどサービスの向上、事

業内容の充実に努めること。 

(６) 個人情報の保護を徹底すること。 

(７) 地域住民との連携・協力を図るとともに、市民や利用者の意見を管理運営に反映

させること。 

 

３ 施設の概要 

 (１) 名 称  倉吉市立伯耆しあわせの郷 

(２) 所在地  鳥取県倉吉市小田 458番地 

      （分館）関金分館陶芸棟 鳥取県倉吉市関金町関金宿 1570 番地 19 

         関金分館園芸棟 鳥取県倉吉市関金町関金宿 1570番地４ 

(３) 建物概要  

① 施設規模  敷地面積 60,219.30 ㎡ 

          管理運営棟 鉄筋コンクリート造２階建 4,209.73 ㎡ 

          学習棟 木造瓦葺平家建 479㎡ 

          創作棟 木造瓦葺平家建 451㎡ 

休憩所・観覧席 鉄筋コンクリート造平家建 8.89 ㎡×３棟 

トイレ・倉庫 鉄筋コンクリート造平家建 30 ㎡ 

トイレ・倉庫 木造カラーベスト葺平家建 37.5 ㎡×２棟 

トイレ・倉庫 木造カラーベスト葺平家建 91 ㎡ 

休憩所 木造カラ鉄板葺平家建 16 ㎡×３棟 
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駐輪場 木造瓦葺平家建 16 ㎡ 

車庫 鉄骨造折板葺平家建 66.48 ㎡ 

        （分館）陶芸棟 木造平家 113.40 ㎡ 

           園芸棟 木造平家 57.63㎡、ハウス 簡易耐火 69.63 ㎡ 

② 施設内容   

大研修室 定員 123 人（133㎡）、中研修室 定員 32人（83 ㎡）、 

小研修室 定員 45 人（61㎡）、大会議室 定員 80人(147 ㎡)、 

小会議室 定員 24 人（58㎡）、娯楽室 和室 10 畳×２、調理実習室 94 ㎡、 

郷土民具工房 68㎡、郷土玩具工房 68 ㎡、陶芸工房 68㎡、 

織物工房 67㎡、イベントホール 346 ㎡、展示ホール 168 ㎡、 

ゲートボール場 ５面、テニスコート ２面、多目的広場 3,000 ㎡、 

トレーニングルーム 174㎡、更衣室、シャワー室 

(４)協定書第５条の管理物件は、別紙１のとおりとする。 

 

４ 法令等の遵守 

  本施設の管理にあたっては、本仕様書のほか、次の各項に掲げる法令に基づかなけれ

ばならない。 

(１) 地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

(２) 倉吉市立伯耆しあわせの郷の設置及び管理に関する条例（平成５倉吉市条例第１号） 

(３) 倉吉市個人情報保護条例（平成 17年倉吉市条例第８号） 

(４) その他関係法令 

 

５ 業務の範囲 

 協定書第７条の業務範囲は以下のとおりとする。 

(１) 利用申請受付・許可に関する業務 

  条例に基づき利用許可を行うこと 

(２) 利用料金の徴収、減免及び還付に関する業務 

  条例に基づき行うものとすること 

(３) 送迎バスの運行及び管理に関する業務 

  時刻表を作成し、周知を図るとともに、安全な運行と適正な管理を行うものとする

こと 

(４) 施設及び設備等の維持管理に関する業務 

 ① 設備等の保守点検業務 

  ・機械設備維持管理 

    受水槽（１基）・高架水槽（１基）清掃・点検（年１回） 

    揚水ポンプ（２台）整備・点検（年１回） 
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    水槽類（５基）点検（年１回） 

    水詮類点検・調整 

    給湯用ボイラー（１基）整備・点検（年１回） 

    貯湯タンク４，０００Ｌ（１基）整備・点検（年１回） 

    給湯１次２次ポンプ（２台）整備・点検（年１回） 

    厨房給湯ボイラー（１基）整備・点検（年１回） 

    地下オイルタンク（１基）法定検査（年１回） 

    吸収式冷温水機（１基）整備・点検（年２回） 

    クーリングタワー及びポンプ整備・点検（年２回） 

    冷温水ポンプ（６台）整備・点検（年２回） 

    ファンコイルユニット（８４台）点検・フィルター清掃（年２回） 

    空調機（１６基）整備・点検・フィルター清掃（年２回） 

    ＦＦ式暖房機（５台）整備・点検（年１回） 

    中央監視盤制御装置整備・点検（年１回） 

  ・自家用電気工作物保安管理月次点検（隔月）・年次点検（年１回） 

  ・消防用設備等（法定点検） 

  ・エレベーターメンテナンス 

    点検・手入れ保全（３月毎） 

    リモート点検（毎月） 

    品質検査（年１回） 

    法定検査 

  ・屋外施設管理（年１回） 

  ・ヘルストロン保守点検（年３回） 

 ② 清掃業務 

   ・日常清掃（毎日） 

   ・床面ワックス掛（年３回） 

   ・窓ガラス全面清掃及びカーペット洗浄（年１回） 

  ③ 警備業務 

   ・機械警備 

  ④ その他、施設の運営に必要な業務 

(５) 教室等の開催に関する業務 

  ① 教室等を積極的に開催し、施設の有効活用を図ること 

  ② 公の施設で開催する教室等であり、市民が継続して利用できるよう適正な料金を

設定すること 

  ③ 教室等の講師には、積極的に地域の人材を活用すること 

  ④ 教室等の開催の企画は、豊かで明るい長寿社会の実現に資するものとすること 
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例示すると 

   ・市民の健康づくりの推進に資するもの 

   ・高齢者の介護予防の推進に資するもの 

   ・市民の社会参加等生きがい活動の推進に資するもの 

・市民の生涯学習の充実に資するもの 

・その他、市の施策の推進に資するもの 

  ⑤ 市民が公の施設において受けるサービスであることに鑑み、事前の周知広報など

を十分に行い、責任をもって実施することとし、くれぐれも信用を失墜することの

ないよう、十分留意すること 

(６) 利用者の安全の確保に関する業務 

火災、地震及び突発的な事故等により災害が発生した場合は、速やかに適切な処置

をとり、警察、消防署、市に連絡すること 

(７) 災害等の予防に関する業務 

緊急対策、防犯・防災対策等の安全を確保するための各種マニュアルを作成するな

ど利用者の安全対策、監視体制等を整備すること 

(８) 個人情報の保護に関する業務 

個人情報保護の大切さを職員に周知・徹底し、万一これが漏洩した場合の対策を講

じること 

(９) 災害時の非常対応に関する業務 

地震、台風、その他の災害が発生し、本施設を地域住民の避難場所・救援物資の保

管場所等にする必要があると市が判断したときは、指定管理者はこれに協力すること 

(10) その他管理運営に関し必要な許可・届出業務 

施設の管理運営に関し、必要な届出は、指定管理者が行うこと 

６ 管理運営業務に従事する職員 

 (１) 職員配置 

施設の開館中は、正常運営が確保でき、緊急時にも対応可能な管理要員を配置しな

ければならない。 

 (２) 勤務形態 

職員の勤務形態は、労働基準法等を遵守し、業務の運営に支障がないように定めな

ければならない。 

 (３) 服務 

   指定管理者は、施設の管理運営に従事する職員の服務内容を明確にし、職員相互の

連携を図り、施設の運営が円滑に行われるよう努めるとともに、公の施設の管理運営

に従事する職員として、その職の信用を失墜させるような行為を厳に慎むよう指導す

ること 

 (４) 必要な資格 
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  ・防火管理者の資格を有する者を１名配置しなければならない。 

  ・中型自動車免許又は大型自動車免許を有する者を１名配置しなければならない。（配

置せず、運転業務を外部委託することも可） 

(５) 研修 

指定管理者は、職員の接遇、企画立案等について積極的に研修を受講させ資質の向

上に努めなければならない。 

(６) 職員の風紀 

指定管理者は、職員の風紀衛生に注意し、全員に清潔な制服を着用させるとともに、

胸に名札を着用させなければならない。 

 

７ 管理の基準 

  協定書第９条に規定する管理の基準は以下のとおりとする。 

(１) 休館日 

   月曜日（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

る休日である場合はその翌日）並びに１月１日から同月３日まで及び 12 月 29 日

から同月 31 日まで 

(２) 開館時間 

   午前９時から午後８時まで 

(３) 使用制限の要件 

   条例に基づき行うものとすること 

(４) 利用料金 

施設の利用に係る料金は、指定管理者の収入とする。 

 

８ 業務報告 

  協定書第２１条の規定により定期に報告を求める事項は下記のとおりとする。 

(１) 毎月終了後２０日以内に報告を求めるもの 

① 業務報告書（記載事項は下記のとおり） 

・ 管理業務の実施及び利用の状況 

・ 利用料金の収入の実績 

・ 教室等の開催実績 

・ 管理に係る経費の収支状況 

・ 前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める事項 

  

９ リスク分担 

リスク分担については別紙２のとおりとする。ただし、別紙２で定めた事項に疑義が

ある場合又は定めた事項以外の不測リスクが生じた場合は、甲乙協議の上、リスク分担
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を決定するものとする。 

10 監査 

監査委員等は、必要があると認める場合は、指定管理者に対して出席を求め、実地に

調査し、又は帳簿書類その他の記録の提出を求めることができる。 

 

11 協議 

指定管理者は、この仕様書に規定するほか、指定管理者の業務の内容及び処理につい

て疑義が生じた場合は、市と協議し決定すること。 

 

12 経過措置 

新しい指定管理者の管理運営に移行する前に旧の指定管理者が受け付けた既予約者

に対する取り扱いは、新しい指定管理者が予約を受け付けしたものとみなして取り扱う。 

市は、新しい指定管理者に管理運営を移行する前の受付については、移行後に支障な

いようにする。 

 6 


