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旧倉吉市国民宿舎グリーンスコーレせきがねの再生に向けた

サウンディング調査（対話型市場調査）実施要領

令和２年３月 31 日に閉館した倉吉市国民宿舎グリーンスコーレせきがね（以下「旧宿泊施設」

という。）の再生に向け、公募による「対話」を通じて民間事業者アイデアや市場性の有無を把握

するサウンディング調査を実施します。

本市では、旧宿泊施設を関金温泉を象徴する施設として蘇らせ、当該施設を中核として関金地

域をはじめ、打吹玉川伝統的建造物群保存地区や隣接の蒜山エリア等の観光スポット、運動施設

等との地域資源と結び付けた中長期滞在型の国民保養温泉地を創るため、旧宿泊施設の計画的か

つ経済的な再生方針を示す再生プランの策定を予定しています。

その再生プランの策定に先立ち、民間事業者との「対話」を通じて、どのような再生が求めら

れているかについて広く意見を伺う「サウンディング調査」を実施し、再生プランを策定する際

の参考としたいと考えていますので、ぜひ御参加くださいますようお願いします。

１ 調査の目的

倉吉市では、平成 30年７月に改訂した「関金温泉国民保養温泉地計画」に基づき、「健康」

をキーワードに、歴史、文化、自然等の豊かな地域資源と温泉を活用した魅力の溢れる中長期滞

在型の国民保養温泉地づくりを進めています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年３月末に閉館した「旧倉吉市国民宿舎グリ

ーンスコーレせきがね」は、関金温泉の高台に位置し、西方遥かに中国地方最高峰の大山を望む

絶好の場所であるとともに、住宅地から離れていることから静かな環境の中でゆっくりとくつろ

ぐことができます。また、周辺には、本年７月に市営ラグビー場の機能が加わる関金総合運動公

園をはじめ、竹林に囲まれた幻想的な風景が広がる旧国鉄倉吉線廃線跡、大山池（カヌー）、水車

の郷体験工房（そば打ち）、清流遊YOU村フィッシングセンター（渓流釣り）等の多種多様な体

験施設、関金御幸行列等の伝統行事、わさび等の地域食材や鳥取県星空保全地域の指定を受けた

美しい星空等の豊かな地域資源が存在することから、今後の用途によっては、関金地域の活性化

が十分に期待できると考えています。

このため、本調査にて民間事業者の皆様から「旧宿泊施設の活用方法」、「施設取得等の意向」

等に関する御意見をいただき、地方創生や観光ニーズ等の視点も取り入れながら、旧宿泊施設の

今後の再生方針を示す再生プランの策定の参考にしたいと考えています。

２ 対象物件の概要

（１）名称

旧倉吉市国民宿舎グリーンスコーレせきがね

（２）所在地

鳥取県倉吉市関金町関金宿 1397 番地３
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（３）土地

（４）建物

（５）温泉

（６）交通アクセス

JR倉吉駅からバス 40分、関金温泉下車から徒歩 15 分、米子自動車道湯原 ICから 30分

（７）施設運営の変遷

昭和 43 年４月開業 倉吉市関金町国民宿舎企業団運営

平成 17 年３月 倉吉市直営（市町村合併により企業団解散）

平成 19 年８月 指定管理制度導入

平成 29 年４月 民間事業者運営（施設譲渡）

（８）土地・建物に係る固定資産税

年額 590 万円程度

（９）施設の位置図等

別紙１のとおり

所 在 鳥取県倉吉市関金町関金宿字堤谷

地番・地

目・地積

1396番１ 雑種地 6,460.00㎡

1396番７ 雑種地 125.00㎡

1397番３ 宅地 4,731.55㎡

計 11,316.55㎡

重要事項

用途地域 無指定地域（400/70）

防火地域 無

土砂災害警戒区域 区域外

用 途 旅館

建 築 年 昭和43年（本館）、平成８年（別館）

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根・ルーフィングぶき地下１階付４階建

階数・面積

１階 1,709.74㎡（ロビー、レストラン、喫茶、厨房、客室、中会議室、大浴場）

２階 1,603.46㎡（宴会場、客室）

３階 974.22㎡（客室）

４階 554.19㎡（客室）

地下１階 773.48㎡（ロビー、結婚式場、小会議室、客室）

【客室数内訳】本館25室、別館17室（定員147名）

耐震性等
本館Ｉｓ値0.4（平成25年耐震診断結果）

エレベーター２基（乗用･荷物用）建築基準法施行令に基づく既存不適格

含有成分

泉温 49.0度（加水、循環ろ過装置使用）

泉質 単純弱放射能泉（ラジウム泉）

性状 無色透明無臭無味

水素イオン濃度（ph）8.0
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（10）旧宿泊施設の直近の利用及び売上の状況（平成 29年９月～令和元年 12月）

旧宿泊施設の直近の利用及び売上の状況は、次のとおりです。

ア 利用状況

イ 売上状況

３ 実施スケジュール

次に掲げるスケジュールでサウンディング調査の手続きを行います。

４ サウンディングの内容及び申込

（１）サウンディングの調査項目

ア 旧宿泊施設の活用の目的、活用方法（施設用途、事業形態等）の概要

イ 旧宿泊施設の活用効果（地域貢献、地元との連携等）

ウ 旧宿泊施設の改修等の概要

エ 旧宿泊施設の活用にあたっての課題

オ 旧宿泊施設の取得等の意向（取得等の条件、取得等に必要な支援等）

年度 H29.９～H30.８ H30.９～R1.12

宿泊 6,500 人 10,962 人

休憩 5,313 人 7,503 人

入湯 8,106 人 8,649 人

合計 19,919 人 27,114 人

年度 H29.９～H30.８ H30.９～R1.12

売上 82,075 千円 103,547 千円

実施項目 実施日程 備考

サウンディング実施要領

の公表・配布

２月３日（水）～

現地見学会の申込受付 ２月４日（木）～２月 10日（水）

現地見学会の開催 ２月 15日（月）

サウンディングの参加申込

の受付

２月 17日（水）～２月 24 日（水） サウンディング参加申込書

（別紙２）

サウンディングの実施日時

及び場所の連絡

～３月２日（火）

サウンディング（個別対話）

の実施

３月 11日（木）～３月 12 日（金） 提案書

（別紙３又は任意様式）

サウンディング調査結果

の概要公表

３月 26日（金）以降
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（２）現地見学会の開催（希望者のみ）

ア 開催日時 令和３年２月 15 日（月）午後２時 00分開始

イ 開催場所 旧倉吉市国民宿舎グリーンスコーレせきがね

（倉吉市関金町関金宿 1397 番地３）

ウ 移動手段 現地集合（駐車場有）

エ 申込方法 旧宿泊施設の概要等に関し、サウンディングへの参加を希望する民間事業者

の皆様を対象とした現地見学会を事前申込制で開催します。参加を希望される

民間事業者の皆様は、必要事項（参加事業者名、参加者全員の部署名及び職氏

名、担当者の電話番号及びメールアドレス）を記入し、申込期間内に下記メー

ルアドレス宛に送付してください。件名は、「旧グリーンスコーレせきがね現地

見学会参加申込」とします。

オ 留意事項

（ア）見学会当日、本実施要領の配付はありませんので、各自持参してください。

（イ）現地見学会に不参加であっても、サウンディングへの参加申込みは可能です。

（３）サウンディングの参加申込

サウンディング（個別対話）の参加を希望される民間事業者の皆様は、「サウンディング参

加申込書」（別紙２）に必要事項を御記入の上、下記申込先に持参、郵送又は電子メールで御

提出ください。なお、電子メールで申し込む場合は、件名を「旧グリーンスコーレせきがね

サウンディング参加申込」としてください。

（４）サウンディング（個別対話）の実施

幅広く意見交換を行う場として、民間事業者の皆様との個別対話を予定しています。実施

日時については、令和３年３月２日（火）までに、直接、御担当者様と調整させていただきま

す。なお、個別対話に参加できる人数は、１事業者（グループ）あたり３名までとします。

（申込期間）令和３年２月４日（木）午前９時 00 分から

令和３年２月 10日（水）午後５時 00分まで

（申込先メールアドレス）tourism@city.kurayoshi.lg.jp

（受付期間）令和３年２月 17日（水）午前９時 00分から

令和３年２月 24日（水）午後５時 00分まで

（申込先メールアドレス）tourism@city.kurayoshi.lg.jp

（申込先所在地）〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町２丁目 253-1

倉吉市生活産業部商工観光課［倉吉市役所第２庁舎３階］

※持参の場合は、土、日、祝日を除きます。

（実施期間）令和３年３月 11日（木）又は令和３年３月 12日（金）

（実施場所）〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町２丁目 253-1

会議室 301［倉吉市役所第２庁舎３階］
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（５）サウンディング調査結果の概要公表

サウンディングの調査結果に関し、倉吉市ホームページで概要の公表を予定しています。

ただし、参加事業者の皆様の名称は公表しません。また、参加事業者の皆様のアイデア及

びノウハウの保護に配慮し、公表にあたっては、事前に参加事業者の皆様に公表内容の確

認を行います。

５ サウンディングの参加要件

次のいずれの要件も満たす民間事業者の皆様に限り、サウンディング調査に参加することが

できます。

（１）民間事業者（事業の実施主体となる意向を示す法人又は法人グループ）であること。

（２）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。以下「法」

という。）第２条第２号に規定する暴力団のほか次に掲げる者に該当しないこと。

ア 旧宿泊施設を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者

※「これに類するもの」とは、公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上

不適切と認められるものをいう。

イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくな

った日から５年を経過していない者

ウ 次のいずれかに該当する者

（ア）法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者

※役員等とは、「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者」

をいう。

（イ）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって暴力団を利用している者

（ウ）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極

的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

（エ）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

（オ）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

６ 留意事項

サウンディング調査の参加にあたり、次に掲げる事項に御留意ください。

（１）サウンディングへの参加に関する費用

サウンディングへの参加に関する費用（書類作成、現地見学会、対話等への参加費用等）

については、参加事業者様の負担とします。

（２）提案に係る書類の提出

個別対話を円滑に進めるため、サウンディングへの参加にあたっては、「４（１）サウンデ

ィングの調査項目」に対する意見を記載した提案書（別紙３又は任意様式）を作成の上、個

別対話の際に御提出ください。

（公表時期）令和３年３月 26日（金）予定

（倉吉市公式ホームページ）https://www.city.kurayoshi.lg.jp/
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（３）参加事業者様の取扱い

ア サウンディングは、参加事業者の皆様のアイデア及びノウハウの保護のため、個別に行

います。

イ 後日、旧宿泊施設に関する事業者公募を実施する場合、サウンディングへの参加実績が

優位性を持つものではありません。

ウ サウンディング調査で御意見、御提案いただいた内容は、旧宿泊施設の再生プランの検

討にあたり参考としますが、必ずしもその後の事業者公募の条件等に反映されるものでは

ありません。

（４）追加対話への協力

必要に応じて、参加事業者様への追加対話（文書照会を含む。）を行う場合がありますので、

その際には御理解と御協力をお願いします。

７ 問い合わせ先

倉吉市生活産業部商工観光課［担当：鳥飼］

〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町２丁目 253-1［倉吉市役所第２庁舎３階］

（電話）0858-22-8158

（ファクシミリ）0858-22-8136

（電子メール）tourism@city.kurayoshi.lg.jp

（問い合わせ日時）土、日、祝日を除く午前９時 00 分から午後５時 00分まで



［別紙１］

旧倉吉市国民宿舎グリーンスコーレせきがね

位置図

配置図





［別紙２］

サウンディング参加申込書

＜旧倉吉市国民宿舎グリーンスコーレせきがねの再生に向けたサウンディング調査＞

注１ 実施日時については、令和３年３月２日（火）までに、直接、御担当者様と調整させてい

ただきます。（都合により御希望に添えない場合がありますので、御了承ください。）

注２ 個別対話に参加できる人数は、１事業者（グループ）あたり３名までとします。

１
事業者名

所在地

（グループの場合）

構成事業者名

担当者

氏名
所属法人名

部署・役職名

電話番号

電子メール

２

(注１)

サウンディングの希望日時をチェックしてください。

３月 11日（木） □10時～12時 □13時～15時 □15時～17 時 □何時でもよい

３月 12日（金） □10時～12時 □13時～15時 □15時～17 時 □何時でもよい

３

(注２)

対話参加者氏名 所属法人名、部署・役職名



［別紙３］

提案書

＜旧倉吉市国民宿舎グリーンスコーレせきがねの再生に向けたサウンディング調査＞

事業者名

所在地

（グループの場合）

構成事業者名

担当者

氏名
所属法人名

部署・役職名

電話番号

電子メール

１ 旧宿泊施設の活用の目的、活用方法（施設用途、事業形態等）の概要

（目的）

（活用方法）

２ 旧宿泊施設の活用効果（地域貢献、地元との連携等）

３ 旧宿泊施設の改修等の概要



４ 旧宿泊施設の活用にあたっての課題

５ 旧宿泊施設の取得等の意向（取得等の条件、取得等に必要な支援等）

６ その他


