
倉吉市立伯耆しあわせの郷指定管理者募集要項 

 

１ 募集の趣旨 

伯耆しあわせの郷では、平成 18 年度から指定管理者制度を導入し、公募により選定した指

定管理者により５年間の管理運営を行っていますが、この指定期間が平成 31 年３月をもって

終了することから、次期指定管理者を募集するものです。 

 公募に際しての本市の狙いは、多様化する住民ニーズに対応し、効果的な事業展開による

住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的としています。 

 

２ 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）施設の役割 

    伯耆しあわせの郷は、市民みんなが手を携え、新しいまちづくりを目指し、働き、

集い、まじわり、楽しみ、すこやかな心と健康な身体を維持しながら、豊かで明るい

長寿社会を実現していくために設置をした公の施設です。 

（４）施設概要 

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 

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 ㎡、 
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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 

③指定管理の範囲外施設部分 

倉吉市保健センター管理部分 

行政財産の目的外使用許可対象部分（レストラン） 

④休館日及び利用時間等 

   ア．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  

   イ．利用時間  
午前９時から午後８時まで 

   ウ．開館日等の変更 
      指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間及び休館日を変更する

ことができます。 
（５）施設の特徴 

市内の丘陵に位置し、眼下に倉吉平野を、北方に日本海を望む眺めのいいロケーシ

ョンです。施設内はバリアフリーに配慮され、障がい者用音声誘導システム、点字用

タイル、点字標示板も設置された利用しやすい施設です。 
（６）利用状況、経営状況については別紙のとおりです。 

 

３ 指定期間 

指定期間は平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日までとします。 

 

４ 指定管理者の指定 

指定管理者の指定は、市議会の議決事項となりますので、平成 30 年 12 月の市議会定例会

において議決されたあとに市長が指定した時点で確定します。 

なお、管理を継続することが適当でないと認められるときは、指定期間の中途であっても

指定を取り消す場合があります。 

 

５ 指定管理者が行う業務 

指定管理者が行う業務は、次のとおりとします。ただし、業務を一括して他の事業者に委

託することはできませんが、部分的な業務の委託については、専門の業者に委託できるもの

とします。 

（１）利用申請受付・許可に関する業務 

（２）利用料金の徴収、減免及び還付に関する業務 

（３）送迎バスの運行及び管理に関する業務 

（４）施設及び設備等の維持管理に関する業務 
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（５）教室等の開催に関する業務 

（６）その他業務 

① 事業計画書及び事業報告書の作成 

② 収支予算書及び決算書の作成 

③ 上記に関する統計調査資料の作成 

④ その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務 

 

６ 指定管理料等 

（１）指定管理料 

指定管理者は指定管理料と利用料金による収入等で施設の管理をすることとしますの

で、それを前提として、倉吉市が支払う指定管理料については、以下の参考金額以内で

提案してください。 

参考金額 前期指定管理料（平成 26 年度～平成 30 年度）１年度当たり 5,000 万円 

（２）利用料金 
利用者が支払う利用料金の収入を指定管理者自らの収入とすることとします。ただし、

利用料金額は、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年倉吉

市条例第１号）に規定されている利用料金額を超えない範囲で市長の承認を受けなけれ

ばなりません。 
（３）施設の修繕及び備品の購入 

施設の修繕については、原則として年額 300 万円を上限として指定管理者の負担によ

るものとします。ただし、１件につき 50 万円（消費税及び地方消費税を含む。）以上の

ものについては、倉吉市と協議するものとします。 
また、備品の購入については、原則として指定管理者の負担によるものとします。た

だし、１件につき 50 万円（消費税及び地方消費税を含む。）以上のものについては、倉

吉市と協議するものとします。 
なお、指定管理者は、施設の管理業務が終了したときは、速やかに修繕したもの及び

購入した備品を無償で、倉吉市または倉吉市の指定する者に引き継ぐものとします。 
 

７ 管理の基準 
（１）利用許可 

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を参考としてください。 
（２）関係法令の遵守 

指定管理者は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）及びその他関係法令等を遵守し

てください。 
（３）その他 

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を参考としてください。 
 
８ 応募資格等 
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（１）応募資格 
応募資格を有するものは、法人その他の団体(以下「法人等」という。）で、次のいず

れにも該当しないものとします。なお、法人格の有無は問いませんが、個人で応募する

ことはできません。 
①  法人等の責めに帰すべき事由により指定管理者の指定を取り消されてから、当該  

施設の指定期間に１年を加えた年を経過していない場合 
②  地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項（同項を準用す  

る場合を含む。）の規定により、倉吉市における一般競争入札等の参加を制限され

ている場合 
③  会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号） 

等の規定に基づき更生又は再生手続きしている場合 
④  国税及び地方税を滞納している場合 
⑤  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77  

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体

の構成員を含む。）の統制下にある団体である場合 
⑥ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としている場合 
⑦ 役員（法人以外の団体で、代表者又は管理人の定めがあるものにあっては、代表 

者又は管理人を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する者がいるもの 
ア．成年被後見人又は被保佐人 
イ．破産者で復権を得ない場合 
ウ．倉吉市議会議員 
エ．倉吉市長及び副市長 
オ．地方自治法第 180 条の５に規定する倉吉市の各種委員 

（２）複数の法人等による応募 
複数の法人等（以下「グループ」という。）が構成団体として申請する場合は、次の事

項について留意してください。 
① グループで応募する法人等は、代表となる法人等を定めるものとし、代表となる  

法人等を変更することは、原則として認めません。 
②  グループで応募する法人等の構成団体は、単独又は他のグループの構成団体とな   

って重複して応募することはできません。 
 
９ 指定管理者の募集及び選定スケジュール 
（１）募集要項の公表          ７月９日（月） 

（２）募集説明会及び施設見学会の開催  ８月３日（金） 

（３）募集要項等に関する質問の受付   ７月 17 日（火）～８月 10 日（金） 

（４）募集要項等に関する質問の回答   ８月 20 日（月）まで 

（５）応募書類の受付          ８月 10 日（金）～８月 31 日（金） 

（６）ヒアリング及び選定委員会の開催  ９月～10 月上旬（３回程度） 
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（７）審査結果の通知          10 月中旬 

（８）指定管理者の指定の市議会議決   12 月（予定） 

（９）指定管理者の指定         12 月（予定） 

（10）指定管理者の公表         12 月（予定） 

（11）指定管理者との協定締結      翌年３月まで（予定） 

（12）指定管理者との事務引継ぎ     翌年３月まで（予定） 

（13）指定管理者の管理運営の開始    平成 31 年４月１日 

 

10 募集要項の公表及び取扱 

（１）取扱期間  平成 30 年７月９日(月)～平成 30 年８月 31 日(金)  

（２）取扱場所  倉吉市健康福祉部長寿社会課（倉吉市役所本庁舎２階） 

〒682－8611 

鳥取県倉吉市葵町 722 番地 倉吉市役所本庁舎２階 

TEL: 0858－22－7851  

FAX: 0858－22－2954 

          

※ 倉吉市のホームページからもダウンロードできます。 

http://www.city.kurayoshi.lg.jp 

 

11 募集説明会及び施設見学会の開催 

募集要項に関する説明会を次のとおり開催します。参加申込書（様式６）に必要事項を記

入のうえ、郵送、FAX 又は電子メールのいずれかで申し込んでください。 

（１）開催日時  平成 30 年８月３日(金)午前 10 時～ 

（２）開催場所   倉吉市立伯耆しあわせの郷 小研修室 

鳥取県倉吉市小田 458 番地 

（３）申込期限  平成 30 年８月１日(水)午後５時 15 分まで 

（４）申込先   倉吉市健康福祉部長寿社会課 

〒682－8611  

鳥取県倉吉市葵町 722 番地 

FAX: 0858－22－2954  

E-mail: kourei@city.kurayoshi.lg.jp 

 

12 募集要項等に関する質問の受付  

募集要項等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

（１）受付期間  平成 30 年７月 17 日(火)～平成 30 年８月 10 日(金) 

（２）提出方法  質問書（様式７）で、郵送、FAX 又は電子メールにより提出してくださ 

い。電話による質問は受け付けません。 

（３）提出先   倉吉市健康福祉部長寿社会課 
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〒682－8611  

鳥取県倉吉市葵町 722 番地  

FAX: 0858－22－2954 

E-mail: kourei@city.kurayoshi.lg.jp 

（４） 募集要項等に関する質問の回答 

質問に対する回答は、平成 30 年８月 20 日(月)までに全応募者に対して一括して郵送、

FAX 又は電子メールにて行います。 

 

13 応募書類の受付  

応募書類を次のとおり受け付けます。 

（１）受付期間  平成 30 年８月 10 日(金)～平成 30 年８月 31 日(金) 

       （土日祝日を除く。午前８時 30 分～午後５時 15 分）  

（２） 提出方法  持参、郵送のいずれかにより受付期間に必着するよう提出してください。  

（３）提出先   倉吉市健康福祉部長寿社会課（倉吉市役所本庁舎２階） 

〒682－8611  

鳥取県倉吉市葵町 722 番地  

 

14 提出書類  

（１）申請書(様式１) 

（２）事業計画書（様式２） 

（３）収支予算書（様式３） 

（４）定款又は寄附行為の写し、役員名簿など組織に関する事項について記載した書類、登

記事項証明書、法人以外の団体にあっては会則等これらに準ずるもの 

（５）前事業年度の損益計算書、貸借対照表、財産目録及び従業員数（常勤、非常勤）（申

請の日の属する事業年度に設立された法人等にあってはその設立時における財産目録、

法人以外の団体にあっては当該団体の財務状況を明らかにすることができる書類） 

（６）法人の印鑑証明書、法人以外の場合は代表者の印鑑証明書（申請日前３ヶ月以内に交

付されたもの） 

（７）前年の納税証明書（国税及び地方税）又は納税義務がない旨及びその理由を記載した

書類 

（８）誓約書（様式４） 

（９）当該法人等概要書（設立趣旨、事業内容のパンフレット等、団体の概要がわかるもの） 

（10）グループ応募の場合は、構成団体一覧表（様式５） 

（11）説明会に参加を希望する場合は、説明会参加申込書（様式６） 

（12）公募の内容に質問がある場合は、質問書(様式７) 

（13）応募書類を提出した後で応募を辞退する場合には、辞退届(様式８) 

（14）応募資格チェック表(様式９) 

（15）提出書類一覧表(様式 10)  
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  ＊ 必要に応じて追加資料の提出を依頼することがあります。 

＊ 提出部数は、８部（原本１部、コピー７部）提出してください。 

15 応募に関する留意事項 

（１）重複応募の禁止  

応募１法人等（グループ）につき、応募は１件とします。（複数の応募は不可） 

（２）応募内容変更の禁止 

提出された書類の内容を変更することはできません。 

（３）虚偽の記載をした場合の取扱 

応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

（４）応募書類の取扱 

応募書類は、理由のいかんを問わず返却しません。 

（５）応募の辞退  

応募書類を提出した後に辞退する場合は辞退届（様式８）を提出してください。 

（６）費用負担  

応募に関して必要となる費用は、申請者の負担とします。 

（７）提出書類の取扱 

申請者の提出する書類の著作権は、それぞれ作成した申請者に帰属します。なお、指定

管理候補者の選定後、事業内容を公表する場合その他市長が必要と認めるときには、倉

吉市は、提出書類の全部又は一部を使用することができるものとします。 

 

16 指定管理候補者の選定 

指定管理候補者の選定は事業計画書等の内容により、倉吉市指定管理候補者選定委員会条

例に基づき、選定委員会において次の事項を総合的に考慮して判断します。 

ただし、指定の申請において、本市が想定していない優れた提案があった場合には、審査

項目に追加することがあります。 

 

審査項目 審 査 内 容 

１ 管理運営の基本方針

に関すること 

① 管理の基本的な方針（開館日、利用時間等） 

② 公平性、平等性の確保の考え方 

③ 管理経費の縮減の考え方 

④ 地域との交流に対する考え方 

⑤ 個人情報保護への取り組み 

２ 事業計画に関するこ

と 

① 管理の体制（配置する人材、人員数及び勤務体制、職

員研修体制等） 

② 職員の雇用に関する考え方 

③ 施設の保守点検、警備、修繕及び維持管理の考え方 

④ 年間事業計画に関する考え方 
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⑤ 効率的な施設の運用と新たに利用者に提供できるサー

ビスの内容 

⑥ 利用者からの苦情等の未然防止と対応方法 

３ 経営能力に関するこ

と 

① 団体等の財務状況、経営基盤、事業実績 

② 管理を的確に行う能力及び体制 

③ 災害対策や事故防止への取り組み 

④ リスク回避のための方法（保険加入、経営悪化の対応

等） 

４ 収支予算 

 

 

 

① 指定管理料の金額 

② 収支予算の妥当性 

③ 利用者数見込みの妥当性 

④ 事業計画との整合性 

５ その他 本市が想定していない優れた提案 

 

17 選定結果等の通知及び公表 

選定結果は、応募書類を提出した応募者に対して速やかに通知します。 

また、指定管理候補者を選定した後に、ホームページへの掲載等により公表します。 

 

18 選定された指定管理候補者との協議  

選定された指定管理候補者と細目を協議します。 

 

19 協定の締結  

指定管理候補者は議会の議決後に指定管理者として指定され、協定を締結します。 

 

20 担当部局  

倉吉市健康福祉部長寿社会課（倉吉市役所本庁舎２階） 

〒682－8611  

鳥取県倉吉市葵町 722 番地  

TEL: 0858－22－7851 

FAX: 0858－22－2954 

E-mail: kourei@city.kurayoshi.lg.jp 

 

【添付書類】 

（１）利用状況、経理状況 

（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年倉吉市条例第１

号） 

（３）平面図 

（４） 様式1～10 
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 （５）協定書（案） 

 （６）仕様書（案） 
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