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倉吉市体育施設等指定管理者募集要項 

 

１ 募集の趣旨 

倉吉市体育施設等は、平成 26 年４月１日から５年間にわたり、公募によりミズノグループ 美

津濃株式会社に指定管理をお願いしておりましたが、平成 31 年度の更新に当たっても、公募によ

って指定管理者を選定しようとするものです。 

選定に当たっては、全国に広く公募することで、民間事業者の有しておられる経営ノウハウを活

用させていただき、サービスの向上や効率的な施設運営及び経費節減を図るため、当該施設等の管

理運営を行う指定管理者を募集するものです。 

 

２ 施設の概要 

（１）名称及び所在地 

施 設 名 所 在 地 

倉吉スポーツセンター  倉吉市葵町５９１番地１ 

倉吉市営陸上競技場（トイレ含む） 倉吉市葵町６９８番地  

倉吉市営野球場（トイレ含む） 倉吉市湊町５１８番地  

倉吉市営庭球場（管理棟含む） 倉吉市葵町６６４番地  

倉吉市営射撃場（仮設トイレ含む） 倉吉市葵町６９０番地１ 

倉吉市営体育センター  倉吉市葵町６０２番地４ 

倉吉市営相撲広場 倉吉市葵町７１１番地  

倉吉市営ラグビー場 倉吉市駄経寺町二丁目３番地１ 

倉吉市営武道館 倉吉市葵町５９３番地  

倉吉市営関金野球場 倉吉市関金町関金宿１６２０番地  

倉吉市営関金テニス場（トイレ含む） 倉吉市関金町関金宿１６２０番地  

倉吉市営関金多目的広場（トイレ含む） 倉吉市関金町関金宿１６２０番地  

倉吉市営関金屋根付多目的広場（管理棟含む） 倉吉市関金町関金宿１７３４番地１ 

倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設 倉吉市関金町関金宿１５６０番地１８ 

その他の施設 

東巌城町河川敷スポーツ広場（仮設トイレ含む） 倉吉市東巌城町１番地先外 

（２）施設概要及び開館日は別紙１のとおりです。 

（３）経営状況は別紙２、利用状況は別紙３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。 
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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）利用料金の徴収及び減免に関する業務 

（３）施設及び設備等の維持管理に関する業務 

（４）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 利用促進のための事業の実施 

  ⑤ その他施設の運営に関して市長及び教育委員会が必要と認める業務 

 

６ 指定管理料等 

（１）指定管理料 

   指定管理者は利用料金収入を施設管理の主な収入源としますので、それを前提として、倉吉市

から指定管理者に支払う指定管理料の額を事業計画・収支予算書等に記載してください。なお、

指定管理料に上限額は設定していません。 

（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、利用金

額は、市長の承認を受けなければなりません。なお、消費税率が現行の８％から１０％へ改定さ

れることが本契約期間内に見込まれますが、改定時期等が不明確なため利用料は現状の８％で収

支予算を計上してください。 

（３）指定管理期間における修繕等工事の取扱について 

   体育施設の利用を停止する事案については、リスク分担の規定に基づき倉吉市、指定管理者双

方が協議し決定します。現在予定している大規模工事は次のとおりですが、予算等の状況により

変更されることがあります。なお、大規模工事等により指定管理料の変更が見込まれますので、

その際は協議し、必要に応じて協定書の変更を行います。 

① 市営野球場スコアボード改修（平成 32年度以後） 

② 市営ラグビー場移設（平成 32年度工事予定） 

（４）スポーツ用品等の販売 

   利用者の利便性等を考慮したスポーツ用品等の販売は可能であり、その収入は指定管理者の収

入としますが、施設内での販売については行政財産の使用申請が必要となります。なお、物品の

詳細については、倉吉市と協議が必要です。 

（５）施設の修繕及び備品の購入 

P3



施設の修繕及び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、一件につき 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、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。 

また、施設の修繕についての指定管理者の負担の年額は上限 300万円（消費税及び地方消費税

を含む。）とします。 

 

７ 管理の基準 

（１）利用時間、休場日及び休館日 

倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例（昭和 57年倉吉市条例第 33号。以下「体育施設

条例」という。）第５条及び倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例（平

成 17年倉吉市条例第 50号。以下「健康増進施設条例」という。）第６条の規定によるものとしま

す。 

（２）利用許可 

体育施設条例及び健康増進施設条例を参考としてください。 

（３）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。 

  

８ 応募資格等 

（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。）及び統制下にある団体又は構成員 

  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 
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（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           平成30年８月１日（水） 

（２）募集説明会及び施設見学会の開催   平成30年８月17日（金） 

（３）募集要項等に関する質問の受付    平成30年８月８日（水）～８月21日（火） 

（４）募集要項等に関する質問の回答    平成30年８月24日（金）まで 

（５）応募書類の受付           平成30年８月10日（金）～８月30日（木） 

（６）ヒアリング及び選定委員会の開催   平成30年９月～10月上旬（３回程度） 

（７）審査結果の通知           平成30年10月下旬 

（８）指定管理者の指定の市議会議決    平成30年12月 

（９）市と指定管理者との間で協定締結   平成31年３月まで 

（10）現行の指定管理者との事務引継ぎ   平成31年３月まで 

（11）次期指定管理者による管理運営の開始 平成31年４月１日（月） 

 

10 募集要項の公表及び取り扱い 

（１）取扱期間  平成 30年８月１日（水）～８月 30日（木） 

（２）取扱場所  倉吉市教育委員会事務局生涯学習課市民スポーツ係（倉吉市役所東庁舎３階） 

          〒682-8611 

          鳥取県倉吉市葵町 722番地 

          TEL：0858-22-8167 

          FAX：0858-22-1638 

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

 

          ※ 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。説明会参加申込書（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 17日（金） 午後１時から４時間程度 

 

（２）開催場所  倉吉スポーツセンター 

          鳥取県倉吉市葵町 591番地 1 

          （施設見学会には車移動が必要です。移動距離約 12km※片道） 
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（３）申込期限  平成 30年８月 14日（火） 午後５時 

（４）申込先   倉吉市教育委員会生涯学習課市民スポーツ係 

〒682-8611 

          鳥取県倉吉市葵町 722番地 

          FAX：0858-22-1638 

          E-mail：taiiku@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８月８日（水）～８月 21日（火） 

（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   倉吉市教育委員会生涯学習課市民スポーツ係 

〒682-8611 

          鳥取県倉吉市葵町 722番地 

          FAX：0858-22-1638 

          E-mail：taiiku@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24日（金）までに全申請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）～８月 30日（木） 

         （土日祝日を除く。午前８時 30分～午後５時） 

（２）提出方法  持参又は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   倉吉市教育委員会生涯学習課市民スポーツ係（倉吉市役所東庁舎３階） 

〒682-8611 

          鳥取県倉吉市葵町 722番地 

 

14 提出書類 

  提出書類は次のとおりとします。ただし、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。なお、提出部数は、８部（原本１部、コピー７部）です。 

（１）指定管理者指定申請書（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） 
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（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、グループ構成団体一覧表（様式５） 

(11) 応募資格チェック表（様式９） 

(12) 提出書類一覧表（様式 10） 

※注意事項 

 本申請を本社ではなく支店等が行う際、当該支店等に代表権がない場合は委任状が必要です。 

 

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、理由の如何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（平

成17年倉吉市条例第111号）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（休館日、開館時間等） 

② 利用の公平性かつ平等性の確保の考え方 

③ 管理経費の縮減に関する考え方 
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④ 地域との交流に対する考え方 

⑤ 個人情報保護の取り組み 

２ 事業計画に関すること ① 施設の管理体制（配置する人材、職員数及び勤務体制、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 

⑤ 効率的な施設の運営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申請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 

倉吉市教育委員会事務局生涯学習課市民スポーツ係（倉吉市役所東庁舎３階） 

〒682-8611 

鳥取県倉吉市葵町722番地 

TEL：0858-22-8167 

FAX：0858-22-1638 

E-mail taiiku@city.kurayoshi.lg.jp 

 

【添付資料】 

（１）施設概要、経営状況、利用状況 
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（２）倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例（昭和57年倉吉市条例第33号） 

（３）倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例（平成17年倉吉市条例第50

号） 

（４）様式１～10 

（５）協定書（案） 

（６）仕様書（案） 
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別紙１ 

施  設  概  要 

施  設  名 施  設  内  容 開 館 

倉吉スポーツセンター 

＜合宿所＞ 

12室（６人×12室）、定員：90人、事務室、宿直室、

研修室、調理室、食堂、浴室、談話室、監督室 

＜体育館＞ 

アリーナ 405 ㎡（15m×27m）、器具室、更衣室 

昭和 57年３月 

倉吉市営陸上競技場 
31,500㎡、１周 400ｍ、３種公認、全天候型、トイレ、

スタンド 
昭和 27年４月 

倉吉市営野球場 

両翼92ｍ、センター120ｍ、本部席、器具庫、放送設備

完備、トイレ（身障者用あり）、観覧席上屋、スコア

ボード、バックスクリーン、スタンド、夜間照明施設 

昭和 39年 

倉吉市営庭球場 
クレーコート 10面、練習コート１ 面、スタンド、 

トイレ、夜間照明施設 
昭和 48年３月 

倉吉市営射撃場 トラップ５射台 昭和 41年９月 

倉吉市営体育センター 
アリーナ 936 ㎡（26ｍ×36ｍ）、事務室、器具室、 

更衣室 
昭和 47年５月 

倉吉市営相撲広場 相撲場１面、上屋、スタンド２ 昭和 57年３月 

倉吉市営ラグビー場 全面芝 22,371 ㎡、トイレ、足洗い場（２カ所） 昭和 59年６月 

倉吉市営武道館 柔道２ 面、剣道２ 面、事務室、講師室 昭和 58年７月 

倉吉市営関金野球場 

両翼92ｍ、センター120ｍ、メインスタンド、放送設備

完備、スコアボード、バックスクリーン、器具庫、ト

イレ（身障者用あり）、更衣室、夜間照明施設 

平成５年４月 

倉吉市営関金テニス場 

人工芝コート４面、管理棟（器具庫、更衣室、トイレ、

シャワー、ロッカー完備）、夜間照明施設、放送用具

（貸出） 

平成６年４月 

倉吉市営関金多目的広場 

全面芝12,000 ㎡、一般用・少年用サッカーゴール各１、

フットサルゴール５、夜間照明施設、放送用具（貸出）、

便益施設（器具庫、トイレ[身障者用あり]、更衣室完備） 

平成６年４月 

倉吉市営関金屋根付多目的

広場 

クレーコート 1,536 ㎡（64m×24m）、夜間照明設備、

放送設備、トイレ、管理棟 
平成 10年４月 

倉吉市営関金農林漁業者等

健康増進施設 

アリーナ 957.6 ㎡(28m×34.2m)、器具庫、トイレ（身

障者用あり）、更衣室 
昭和 58年 10月 
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別紙2

収入 [単位：円]

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

指定管理料 48,000,000 48,000,000 48,000,000 49,428,830

施設利用料 11,243,900 11,748,940 10,701,170 9,307,040

自主事業収入 709,000 1,090,600 506,300 958,300

その他収入 2,334,234 2,237,242 2,260,176 1,670,912

62,287,134 63,076,782 61,467,646 61,365,082

※平成29年度収入には、鳥取県中部地震による利用料減収の補てん額が含まれます。

支出 [単位：円]

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

人件費 32,479,269 37,540,080 39,367,869 36,372,425

施設管理費 7,398,666 7,000,096 6,084,347 5,685,736

営業直接費 13,171,763 12,582,698 12,947,749 13,817,153

営業経費 6,233,688 5,254,260 4,568,707 6,270,208

その他 2,554,872 2,238,390 2,321,501 2,288,191

61,838,258 64,615,524 65,290,173 64,433,713

保守点検等業務委託費
清掃等業務委託費
射撃講習等委託費

水光熱費・保険料・修繕費
通信費・燃料費

福利厚生費・消耗品費
自主事業経費・宣伝費
什器備品費・手数料等

本社管理費・事業税
雑費

支出合計

日常清掃・電気保全
保守点検・警備等

水道・電気・ガス
ガソリン・保険・
電話・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等

用紙・電池・制服
講師料・印刷代・印紙
新聞・運賃等

減価償却・シーツ洗濯
市民税・県民税等

区分 経費の内容 算出基礎

金額

人件費・法定福利費
諸手当

給与・各種手当
社会保険料等

経 営 状 況

区分

金額

経費の内容 算出基礎

倉吉スポーツセンター
関金運動公園

各施設使用料

スクール
イベント等

各種教室参加料等

自動販売機・物販
射撃講習委託・コピー等

その他のサービス売
上

市からの委託料 年間の指定管理料

収入合計
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別紙３

（単位：件、人）

利用件数 利用人数 利用件数 利用人数 利用件数 利用人数 利用件数 利用人数

宿泊施設 62 1,631 33 1,841 40 2,291 78 1,794

研修室 36 592 152 1,391 155 1,761 156 1,009

体育館 990 18,429 1,076 17,129 608 16,656 861 12,035

389 22,168 525 22,344 350 18,323 298 12,056

162 11,641 180 12,328 122 7,799 103 3,448

521 7,443 746 9,317 695 7,671 662 6,228

26 855 27 500 24 250 0 0

801 14,024 862 15,953 611 16,156 646 14,424

5 649 4 536 5 526 5 1,210

52 3,046 80 3,318 75 4,435 83 3,730

736 11,646 768 15,275 415 8,042 192 3,721

130 5,161 129 6,341 128 5,493 98 6,331

267 3,121 333 3,298 278 2,693 306 2,097

44 2,937 67 3,387 81 3,234 56 2,361

137 3,207 99 1,621 123 3,207 99 2,294

324 6,229 357 6,014 352 6,426 238 4,095

※平成29年度倉吉市営射撃場の利用者等が「０」なのは、震災の復旧工事等により利用を停止したため。

その他の施設

東巌城町河川敷スポーツ広場 5 1,660 59 6,002 30 2,684 29 1,525

4,687 114,439 5,497 126,595 4,092 107,647 3,910 78,358

倉吉市営相撲広場

倉吉スポーツセンター

平成26年度 平成27年度 平成28年度

倉吉市営関金屋根付多目的広場

倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設

合　　　計

施　　設　　名

体育施設等利用状況

倉吉市営ラグビー場

倉吉市営武道館

倉吉市営関金野球場

倉吉市営関金テニス場

倉吉市営関金多目的広場

倉吉市営野球場

倉吉市営庭球場

倉吉市営射撃場

倉吉市営体育センター

平成29年度

倉吉市営陸上競技場
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○倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例 

昭和57年10月１日条例第33号 

改正 

昭和59年３月27日条例第14号 

平成元年３月30日条例第13号 

平成５年３月30日条例第12号 

平成７年９月28日条例第29号 

平成９年３月27日条例第５号 

平成12年３月31日条例第７号 

平成12年９月29日条例第31号 

平成13年３月30日条例第16号 

平成17年３月１日条例第68号 

平成17年12月26日条例第130号 

平成23年３月31日条例第２号 

平成23年３月31日条例第12号 

平成25年３月27日条例第８号 

平成25年３月27日条例第16号 

平成25年12月25日条例第34号 

平成29年９月15日条例第19号 

倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２第１

項及び倉吉市都市公園条例（昭和45年倉吉市条例第15号）第10条第２項の規定に基づき、倉吉

市体育施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 スポーツを振興し、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、倉吉市体育施設（以

下「体育施設」という。）を次のとおり設置する。 

施設の名称 位置 

倉吉スポーツセンター 倉吉市葵町 

倉吉市営陸上競技場 倉吉市葵町 

倉吉市営野球場 倉吉市湊町 

倉吉市営庭球場 倉吉市葵町 

倉吉市営射撃場 倉吉市葵町 

倉吉市営体育センター 倉吉市葵町 

倉吉市営相撲広場 倉吉市葵町 

倉吉市営ラグビー場 倉吉市駄経寺町二丁目 

倉吉市営武道館 倉吉市葵町 

倉吉市営関金野球場 倉吉市関金町関金宿 

倉吉市営関金テニス場 倉吉市関金町関金宿 

倉吉市営関金多目的広場 倉吉市関金町関金宿 

P13



 

倉吉市営関金屋根付多目的広場 倉吉市関金町関金宿 

（指定管理者による管理） 

第３条 教育委員会は、法第244条の２第３項の規定により指定する法人その他の団体（以下「指

定管理者」という。）に体育施設の管理運営を行わせるものとする。 

（指定管理者の業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 体育施設の利用の許可に関する業務 

(２) 体育施設の施設等の維持管理に関する業務 

(３) その他施設の運営に関して教育委員会が必要と認める業務 

（利用時間及び休場日） 

第５条 体育施設の利用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、あらか

じめ教育委員会の承認を得て、利用時間及び休場日を変更することができる。 

施設の名称 利用時間 休場日 

倉吉スポーツセンター 合宿所  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 
体育館 午前８時30分から

午後10時まで 

倉吉市営陸上競技場 午前８時30分から

午後10時まで 

 

倉吉市営野球場 午前８時30分から

午後９時30分まで 

 

倉吉市営庭球場 午前８時30分から

午後９時30分まで 

 

倉吉市営射撃場 午前９時から午後

５時まで 

 

倉吉市営体育センター 午前８時30分から

午後10時まで 

 

倉吉市営相撲広場 午前８時30分から

午後７時まで 

 

倉吉市営ラグビー場 午前８時30分から

午後７時まで 

 

倉吉市営武道館 午前８時30分から

午後10時まで 

 

倉吉市営関金野球場 午前８時30分から

午後10時まで 

 

倉吉市営関金テニス場 午前８時30分から

午後10時まで 

 

倉吉市営関金多目的広場 午前８時30分から

午後10時まで 
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倉吉市営関金屋根付多目的広場 午前８時30分から

午後10時まで 

 

（利用の許可） 

第６条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならな

い。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。 

（許可の基準） 

第７条 指定管理者は、体育施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除

き、利用を許可するものとする。 

(１) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(２) 施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。 

(３) 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

に規定する暴力団の利益になると認められるとき。 

(４) その他管理上支障があると認められるとき。 

（目的外利用等の禁止） 

第８条 第６条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、当該許可を受けた目的

以外の目的に体育施設を利用し、又はその利用の権利を第三者に譲渡してはならない。 

（特別設備等の制限） 

第９条 利用者は、体育施設に特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許

可を受けなければならない。 

（利用許可の取消し等） 

第10条 指定管理者は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、第６条第１項の許可を取り消し、又は体育施設の利用を制限し、若しくは停止する

ことができる。この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会及び指

定管理者はその責めを負わない。 

(１) 指定射撃場の指定に関する内閣府令（昭和37年総理府令第46号）第８条第６号による指

示事項に従わないとき。 

(２) この条例に違反したとき。 

(３) この条例の規定に基づく許可の目的又は条件に違反したとき。 

(４) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。 

(５) その他体育施設の管理上支障があると認めるとき。 

（利用料金） 

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、体育施設の利用に係る料金（以下「利用料金」

という。）を納付しなければならない。 

２ 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て

定めるものとする。 

３ 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。 

（利用料金の減免） 

第12条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除

することができる。 
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（利用料金の不還付） 

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用でき

なくなったときその他特別の理由があるときは、この限りでない。 

（原状回復の義務） 

第14条 利用者は、体育施設の利用を終了したとき又は第10条の規定により許可を取り消され、

若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、

指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。 

（損害賠償の義務） 

第15条 利用者は、体育施設の施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その

損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限り

でない。 

（委任） 

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（倉吉市営射撃場の設置及び管理に関する条例の廃止） 

２ 倉吉市営射撃場の設置及び管理に関する条例（昭和42年倉吉市条例第19号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際、現に倉吉市営射撃場の設置及び管理に関する条例及び倉吉市都市公園

条例（昭和45年倉吉市条例第15号）の規定により受けている使用の許可は、それぞれこの条例

の相当規定により受けた使用の許可とみなす。 

（関金町の編入に伴う経過措置） 

４ 関金町の編入の日（以下「編入日」という。）前に、関金町都市公園条例（昭和52年関金町条

例第５号。以下「旧町の条例」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、こ

の条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

５ 編入日前に旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについて

は、旧町の条例による。 

６ 編入日前にした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用は、旧町の条例の例による。 

附 則（昭和59年３月27日条例第14号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中別表倉吉市営野球場の項及び

倉吉市営庭球場の項の規定は昭和59年５月１日から、第２条の表の改正規定及び別表の改正規定

中別表倉吉市営ラグビー場の項の規定は昭和59年６月１日から施行する。 

附 則（平成元年３月30日条例第13号抄） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成元年４月１日から施行する。 

（倉吉市体育文化施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第13条 この条例の施行の日前に使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の

例による。 

附 則（平成５年３月30日条例第12号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

（倉吉市中央公民館附属体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止） 

２ 倉吉市中央公民館附属体育施設の設置及び管理に関する条例（昭和52年倉吉市条例第47号）

は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の日前に廃止前の倉吉市中央公民館附属体育施設の設置及び管理に関する条

例（以下「廃止前の条例」という。）により使用の許可を受けたものに係る使用料は、この条

例による改正後の倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例第８条の規定にかかわらず、廃

止前の条例の使用料による。 

附 則（平成７年９月28日条例第29号） 

この条例は、平成７年10月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月27日条例第５号抄） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

13 改正後の倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例第８条の規定は、この条例の施行の日

以後の使用に係る使用料から適用する。 

附 則（平成12年３月31日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、この条例による改正前の条例の規定に基づき、現に使用許可又は利用

許可を受けている者の使用料又は利用料金は、なお従前の例による。 

附 則（平成12年９月29日条例第31号） 

この条例は、平成12年10月１日から施行する。 

附 則（平成13年３月30日条例第16号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成13年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の倉吉市体育施設の設置及び管理に関する

条例の規定に基づき使用許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成17年３月１日条例第68号） 

この条例は、平成17年３月22日から施行する。 

附 則（平成17年12月26日条例第130号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に改正前の倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定により

なされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の

行為とみなす。 

附 則（平成23年３月31日条例第２号） 
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この条例は、平成23年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成23年３月31日条例第12号） 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月27日条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年３月27日条例第16号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年12月25日条例第34号抄） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成26年４月１日から施行する。（後略） 

（倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第29条 第31条の規定による改正後の倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、

施行日以後の利用（公布日以後に許可したものに限る。）に係る利用料金について適用し、施

行日前までの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。 

附 則（平成29年９月15日条例第19号） 

この条例は、平成29年10月１日から施行する。 

別表（第11条関係） 

利用料金上限額 

施設の名称 区分 単位 金額 

倉吉スポーツ

センター 

合宿所 宿泊室 中学生以下 １人１泊につき 540円

  高校生 １人１泊につき 760円

  その他 １人１泊につき 1,080円

  シーツ（まく

らカバーを含

む。） 

１組につき 洗たく実費相当額 

  冷暖房設備 １人１泊につき 110円

 研修室 高校生以下 ２時間につき 540円

  その他 ２時間につき 1,080円

  冷暖房設備 １時間につき 220円

体育館 個人利用 高校生以下 ２時間につき 110円

  高齢者等 無料 

  その他 ２時間につき 220円

 専用利用 高校生以下 ２時間につき 650円
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  その他 ２時間につき 1,190円

 照明設備 １時間につき 440円

倉吉市営陸上

競技場 

専用利用 ４時間以内 2,380円

 ４時間を超え８時間

以内 

4,760円

 延長１時間につき 650円

照明設備 １時間につき 330円

放送設備 １回につき 650円

倉吉市営野球

場 

職業野球 

社会人野球 

２時間につき 3,570円

一般 

高校野球 

２時間につき 1,840円

中学生以下 ２時間につき 650円

照明設備 30分につき 4,760円

スコアボード １日につき 1,840円

放送設備 １回につき 650円

入場料を徴収する場合の利用料金は、利用料金の額に最高入場料金等（税込

み）に50（職業野球の場合は、100）を乗じて得た額を加算した額とする。 

倉吉市営庭球

場 

専用利用 中学生以下 １面２時間につき 110円

  １面１日につき 440円

 その他 １面２時間につき 220円

  １面１日につき 650円

照明設備 １面１時間につき 440円

放送設備 １回につき 650円

倉吉市営射撃

場 

個人利用 高齢者等 無料 

 その他 １回につき 220円

専用利用 １回につき 870円

倉吉市営体育

センター 

個人利用 高校生以下 ２時間につき 110円

 高齢者等 無料 

 その他 ２時間につき 220円

部分専用利

用（半面） 

高校生以下 ２時間につき 330円
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 その他 ２時間につき 650円

専用利用 高校生以下 ２時間につき 650円

 その他 ２時間につき 1,190円

照明設備 １時間につき 650円

倉吉市営相撲

広場 

専用利用 ４時間以内 1,190円

 ４時間を超え８時間

以内 

2,380円

 延長１時間につき 330円

入場料を徴収する場合の利用料金は、利用料金の額に最高入場料金等（税込

み）に50を乗じて得た額を加算した額とする。 

倉吉市営ラグ

ビー場 

専用利用 ４時間以内 2,160円

 ４時間を超え８時間

以内 

4,320円

 延長１時間につき 540円

倉吉市営武道

館 

柔道場 個人利用 高校生以下 ２時間につき 110円

  高齢者等 無料 

  その他 ２時間につき 220円

 部分専用利

用 

高校生以下 ２時間につき 330円

 その他 ２時間につき 650円

 専用利用 高校生以下 ２時間につき 650円

  その他 ２時間につき 1,190円

 照明設備 １時間につき 440円

剣道場 個人利用 高校生以下 ２時間につき 110円

  高齢者等 無料 

  その他 ２時間につき 220円

 部分専用利

用 

高校生以下 ２時間につき 330円

 その他 ２時間につき 650円

 専用利用 高校生以下 ２時間につき 650円
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  その他 ２時間につき 1,190円

 照明設備 １時間につき 440円

倉吉市営関金

野球場 

職業野球・社会人野球 ２時間につき 3,570円

一般・高校野球 ２時間につき 1,840円

中学生以下 ２時間につき 650円

照明設備 30分につき 4,760円

スコアボード １日につき 1,840円

放送設備 １回につき 650円

入場料を徴収する場合の利用料金は、利用料金の額に最高入場料金等（税込

み）に50（職業野球の場合は、100）を乗じて得た額を加算した額とする。 

倉吉市営関金

テニス場 

専用利用 中学生以下 １面２時間につき 220円

 その他 １面２時間につき 440円

照明設備 １面１時間につき 440円

倉吉市営関金

多目的広場 

部分専用利

用（半面） 

高校生以下 ２時間につき 440円

一般 ２時間につき 540円

専用利用 高校生以下 ２時間につき 870円

 一般 ２時間につき 1,080円

照明設備 １時間につき 2,160円

倉吉市営関金

屋根付多目的

広場 

専用利用 高校生以下 １面２時間につき 220円

 その他 １面２時間につき 440円

照明設備 １時間につき 220円

備考 

１ 各体育施設を本来の利用目的以外の用途に使用するときの使用料は、この表に定める

利用料金の額とする。 

２ ２時間未満、１時間未満又は30分未満の端数は、それぞれ２時間、１時間又は30分と

して取り扱う。 

３ 「高齢者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 70歳以上の者 

イ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費（指定難病）医

療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者及びその介護者 

ウ 介護保険法（平成９年法律第123号）の規定により要介護認定又は要支援認定を受

けた者及びその介護者 

４ 高齢者等の個人利用に係る照明設備利用料金は、これを徴収しない。  
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○倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例 

平成17年３月１日条例第50号 

改正 

平成17年12月26日条例第126号 

平成23年３月31日条例第２号 

平成25年３月27日条例第８号 

平成25年12月25日条例第34号 

平成29年９月15日条例第19号 

倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２第１

項の規定に基づき、倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理について必要な事項

を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 農林漁業者等の健康維持増進を図るため、倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設（以下

「健康増進施設」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

(１) 名称 倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設 

(２) 位置 倉吉市関金町関金宿 

（指定管理者による管理） 

第４条 市長は、法第244条の２第３項の規定により指定する法人その他の団体（以下「指定管理

者」という。）に健康増進施設の管理運営を行わせるものとする。 

（指定管理者の業務） 

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 健康増進施設の利用の許可に関する業務 

(２) 健康増進施設の施設等の維持管理に関する業務 

(３) その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務 

（利用時間及び休館日） 

第６条 健康増進施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、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る。 

(１) 利用時間 午前８時30分から午後10時までとする。 

(２) 休館日 １月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日までとする。 

（利用の許可） 

第７条 健康増進施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければな

らない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。 

（許可の基準） 

第８条 指定管理者は、健康増進施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合

を除き、利用を許可するものとする。 
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(１) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(２) 施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。 

(３) 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

に規定する暴力団の利益になると認められるとき。 

(４) その他管理上支障があると認められるとき。 

（目的外利用等の禁止） 

第９条 第７条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、当該許可を受けた目的

以外の目的に健康増進施設を利用し、又はその権利を第三者に譲渡してはならない。 

（特別設備等の制限） 

第10条 利用者は、健康増進施設に特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ指定管理者

の許可を受けなければならない。 

（利用許可の取消し等） 

第11条 指定管理者は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、第７条第１項の許可を取り消し、又は健康増進施設の利用を制限し、若しくは停止

することができる。この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管

理者はその責めを負わない。 

(１) この条例に違反したとき。 

(２) この条例の規定に基づく許可の目的又は条件に違反したとき。 

(３) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。 

(４) その他健康増進施設の管理上支障があると認めるとき。 

（利用料金） 

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、健康増進施設の利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）を納付しなければならない。 

２ 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て

定めるものとする。 

３ 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。 

（利用料金の減免） 

第13条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除

することができる。 

（利用料金の不還付） 

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用でき

なくなったとき、その他特別の理由があるときは、この限りでない。 

（原状回復の義務） 

第15条 利用者は、健康増進施設の利用を終了したとき又は第11条の規定により許可を取り消さ

れ、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただ

し、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。 

（損害賠償の義務） 

第16条 利用者は、健康増進施設の施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、

その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この

限りでない。 
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（委任） 

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年３月22日から施行する。 

（関金町の編入に伴う経過措置） 

２ 関金町の編入の日（以下「編入日」という。）前に、関金町農林漁業者等健康増進施設の設

置及び管理等に関する条例（昭和58年関金町条例第16号。以下「旧町の条例」という。）の規

定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみな

す。 

３ 編入日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについ

ては、旧町の条例の例による。 

附 則（平成17年12月26日条例第126号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に改正前の倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関

する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされ

た処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成23年３月31日条例第２号） 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成25年３月27日条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年12月25日条例第34号抄） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成26年４月１日から施行する。（後略） 

（倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

第17条 第19条の規定による改正後の倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関

する条例別表の規定は、施行日以後の利用（公布日以後に許可したものに限る。）に係る利用

料金について適用し、施行日前までの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。 

附 則（平成29年９月15日条例第19号） 

この条例は、平成29年10月１日から施行する。 

別表（第12条関係） 

利用料金上限額 

区分 単位 金額 

個人利用 高校生以下 ２時間につき 110円

高齢者等 無料

その他 ２時間につき 220円
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部分専用利用（半面） 高校生以下 ２時間につき 330円

その他 ２時間につき 650円

専用利用 高校生以下 ２時間につき 650円

その他 ２時間につき 1,190円

照明設備  １時間につき 650円

備考 

１ 健康増進施設を本来の利用目的以外の用途に使用するときの使用料は、この表に定め

る利用料金の額とする。 

２ ２時間未満、１時間未満の端数は、それぞれ２時間、１時間として取り扱う。 

３ 「高齢者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 

(１) 70歳以上の者 

(２) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費（指定難病）

医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者及びその介護者 

(３) 介護保険法（平成９年法律第123号）の規定により要介護認定又は要支援認定を

受けた者及びその介護者 

４ 高齢者等の個人利用に係る照明設備利用料金は、これを徴収しない。  
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様式１ 

指定管理者指定申請書 

 

  年  月  日 

 

（宛先） 

倉吉市長   

 

申請者 郵便番号  

所在地  

法人等の名称  

代表者の氏名         ㊞ 

連絡先  TEL （    ）  － 

 

 倉吉市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年倉吉市条例第85号）

第３条の規定により、次の施設の指定管理者の指定を受けたいので申請します。 

 

記 

 

１ 施設の名称   

２ 添付書類   事業計画書等別紙のとおり 
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様式２ 

事  業  計  画  書 

  年  月  日 

法人等の名称  

代 表 者 名  設立年月日  

所 在 地  

電 話 番 号  FAX番号  

E － m a i l  

担当者名 

（所 属） 

（氏 名） 

 

事業計画 

１ 管理の基本方針に関すること 

(１) 管理の基本的な方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 利用の公平性かつ平等性の確保の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

※欄が不足する場合は、適宜各欄を広げるか様式を参考に別紙を添付してください。 
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(３) 管理経費の縮減に関する考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 地域との交流に対する考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 個人情報保護の取り組み 

 

※ 欄が不足する場合は、適宜各欄を広げるか様式を参考に別紙を添付してください。 
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２ 事業計画に関すること 

(１) 施設の管理体制（配置する人材、職員数、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 

 

※ 欄が不足する場合は、適宜各欄を広げるか様式を参考に別紙を添付してください。 
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(４) 年間事業計画に関する考え方（施設の特性を活かした提案も含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 効率的な施設の運営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 

 

 

※ 欄が不足する場合は、適宜各欄を広げるか様式を参考に別紙を添付してください。 
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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（財務諸表の提出可） 

 

 

 

 

 

 

 

(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） 

 

※ 欄が不足する場合は、適宜各欄を広げるか様式を参考に別紙を添付してください。 

P31



様式３ 

法人等の名称：              

収支予算書 

１ 総括表 （単位：円） 

年    次 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

年    度 年度 年度 年度 年度 年度 

収 
 
 
 
 
 

入 

使用料（利用料）      

自主事業収入      

指定管理料      

その他収入      

収 入 合 計 （A)      

支 
 
 
 
 
 
 
 

出 

人件費      

施設管理費      

営業直接費      

営業経費      

（納付金）      

その他      

支 出 合 計 （B)      

収支差引 (A) － （B)      

※ 金額はすべて消費税及び地方消費税を含みます。 

  支出の（納付金）は収益の一部を市に納付してもらう場合に記載します。
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２ 年度別収入内訳 （単位：円） 

年    度   年度 

区   分 金額 
内訳（積算根

拠等） 
備考 

収入合計（A)    

収 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入 

使用料 

（利用料） 
   

自主事業収入    

指定管理料    

その他収入    

※ 年度ごとに記入してください。 

※ 金額はすべて消費税及び地方消費税を含みます。 

※ 内訳欄には積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入してください。
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３ 年度別支出内訳 （単位：円） 

年    度   年度 

区   分 金額 
内訳（積算根

拠等） 
備考 

支 出 合 計（B)    

支 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出 

人 件 費    

施設管理費    

営業直接費    

営 業 経 費    

（納付金（初

年度は営業開

始日を記入し

月按分してく

ださい。）） 

   

そ の 他    

※ 年度ごとに記入してください。 

※ 金額はすべて消費税及び地方消費税を含みます。 

※ 内訳欄には積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入してください。
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様式４ 

誓 約 書 

  年  月  日 

 

（宛先） 

倉吉市長   

 

申立者 所在地  

法人等の名称  

代表者の氏名         ㊞ 

 

 倉吉市体育施設等の指定管理者指定申請を行うに当たり、次の事項について真実に相違ありま

せん。 

記 

１ 指定管理者募集要項８の（１）の応募資格等の要件を満たしています。 

２ 提出した申請書類に虚偽又は不正はありません。 
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様式５ 

グループ構成団体一覧表 

グループの名称  

代表となる法人等 名称  

代表者氏名  

所在地  

連絡先（電話番号）  

他の構成団体 名称  

代表者氏名  

所在地  

連絡先（電話番号）  

他の構成団体 名称  

代表者氏名  

所在地  

連絡先（電話番号）  

他の構成団体 名称  

代表者氏名  

所在地  

連絡先（電話番号）  

他の構成団体 名称  

代表者氏名  

所在地  

連絡先（電話番号）  
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様式６ 

説明会参加申込書 

  年  月  日 

 

倉吉市体育施設等の指定管理者の説明会への参加を、次のとおり申し込みます。 

 

所在地 

 

法人等の名称 

 

代表者の氏名 

 

参加者氏名
ふ り が な

 

  

所属・職名 

  

電話番号 

 

Ｆａⅹ 

 

Ｅ-mail 

 

（注） 

① この申込書は、８月13日（月）午後５時までに、郵送、Ｆａｘ又は電子メールにて提出して

ください。 

② 電子メールに添付して送付される際に、開封確認等で着信を確認してください。 
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様式７ 

質 問 書 

  年  月  日 

 

（宛先） 

倉吉市長   

 

所在地 

法人等の名称 

代表者の氏名 

担当者氏名
ふ り が な

 

電話番号 

Ｆａｘ 

Ｅ-mail 

 

倉吉市体育施設等の指定管理者募集要項等について、次のとおり質問事項を提出します。 

 （注）質問事項は、本様式１枚につき一問とし、簡潔に記載してください。 

資料名 
（資料名・ページ・項目） 

項 目  

内 容  

P38



様式８ 

辞 退 届 

  年  月  日 

 

（宛先） 

倉吉市長   

 

申請者 所在地  

法人等の名称  

代表者の氏名         ㊞ 

   年  月  日付けで倉吉市体育施設等の指定管理者指定申請書を提出しましたが、辞退

します。 
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様式９ 

応募資格チェック表 

 

 下表の事項ごとに該当の有無を確認し、該当しない場合はチェック欄（申請者）に×を記載し

て提出してください。すべてが×の場合に、応募資格があります。 

申請者 ：               

公募区分（施設名等）：           

 

事     項 
チェック欄 

申請者 市 

個人での応募（法人格の有無は問わないが個人での応募ではないこと）   

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 （納税証明書） 

  

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。)及び統制下にある団体又は構成員 
  

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 

（登記事項証明

書、役員名簿等） 

 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   

 教育委員会委員   

選挙管理委員会委員   

公平委員会委員   

監査委員   

農業委員会委員   

固定資産評価審査委員会委員（鳥取中部ふるさと広域連合）   

注 １）固定資産評価審査委員会委員については、鳥取中部ふるさと広域連合の固定資産評価審

査委員会委員が倉吉市の固定資産評価審査委員会委員になります。 
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 様式10 申請者名：  

  公募区分(施設名等)：  

提 出 書 類 一 覧 表 

№ 提出書類 
提出部数 チェック欄 

正本 副本 申請者 市 

1 指定管理者指定申請書【様式１】 １ ７   

2 事業計画書【様式２】 1 ７   

3 収支予算書【様式３】 1 ７   

4 

定款の写し、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 

1 ７   

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） 

1 ７   

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） 
1 ７   

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 
1 ７   

8 誓約書【様式４】 1 ７   

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） 
1 ７   

10 グループ構成団体一覧表（グループ応募の場合）【様式５】 1 ７   

11 応募資格チェック表【様式９】 1 ７   
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倉吉市体育施設等の管理に関する協定書（案）  
 倉吉市（以下「甲」という。）と                   （以下「乙」という。）

とは、次のとおり、倉吉市体育施設及び倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設（以下「体育施設等」

という。）の管理に係る協定（以下「本協定」という。）を締結する。  
第１章 総則  

（本協定の目的） 

第１条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、体育施設等を適正かつ円滑に管理するために必要な基本

事項を定めることを目的とする。 

 

（指定管理者の指定の意義） 

第２条 甲及び乙は、体育施設等の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事

業者たる乙の能力を活用しつつ、地域住民等に対するサービスの効果及び効率を向上させ、もって

地域福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。 

 

（公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第３条 乙は、体育施設等の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務（以

下｢本業務｣という。）の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するも

のとする。 

２ 甲は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者によって実施されることを十分に理解し、そ

の趣旨を尊重するものとする。 

 

（信義誠実の原則） 

第４条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなけれ

ばならない。 

 

（管理物件） 

第５条 本業務の対象となる物件（以下｢管理物件｣という。）は、管理施設と管理物品からなる｡管理

施設及び管理物品の内容は、管理運営仕様書（以下｢仕様書｣という。）に定める。 

２ 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。 

３ 乙は、管理物件を本業務以外の目的に使用してはならない。ただし､あらかじめ甲の承認を得たと

きは、この限りでない。 

 

（指定の期間） 

第６条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は、平成31年４月１日から平成36年３月31日までと

する。 

２ 本業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 
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第２章 本業務の範囲と基準 

 

（本業務の範囲） 

第７条 倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例（昭和57年倉吉市条例第33号。以下「体育施設

条例｣という。」第４条及び倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例（平

成17年倉吉市条例第50号。以下｢健康増進施設条例｣という。）第５条に規定する本業務の範囲は、

次のとおりとする。 

（１）体育施設等の利用許可に関する業務 

（２）体育施設等の利用に係る利用料金の徴収に関する業務 

（３）体育施設等の維持管理に関する業務 

（４）前各号に掲げるもののほか、甲又は乙が必要と認める業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。 

 

（甲が行う業務の範囲） 

第８条 次の業務については、甲が自らの責任と費用において実施するものとする。 

（１）体育施設等の目的外使用許可及び使用料の徴収 

（２）不服申し立てに対する決定 

 

（管理の基準） 

第９条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない管理の基準は、仕様書に示すとお

りである。 

 

（仕様書等の変更） 

第10条 甲及び乙は、本協定締結後に仕様書等の変更の必要が生じたときは、双方による協議を開催

するものとし、双方が合意した場合は、仕様書等を変更することができる。 

 

（本業務の範囲及び管理の基準の変更） 

第11条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第７条で定めた本業務の範

囲及び第9条で定めた管理の基準の変更を求めることができる。 

２ 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 本業務の範囲又は管理の基準の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議

において決定するものとする。 

 

第３章 本業務の実施 

 

（本業務の実施） 

第12条 乙は、本協定、体育施設条例、健康増進施設条例、及び関係法令等のほか、募集要項、募集

要項添付資料（仕様書を含む。）及びそれらに係る質問回答（以下｢募集要項等｣という。）並びに

指定管理者の募集に当たって乙が提出した申請関係書類（以下｢提案書｣という。）に従って本業務

を実施するものとする。 
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２ 本協定、募集要項等及び提案書の間に矛盾又はそごがある場合は、本協定、募集要項等、提案書

の順にその解釈が優先するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、提案書にて仕様書を上回る水準が提案されている場合は、提案書に示

された水準によるものとする。 

 

（開業準備） 

第13条 乙は、指定管理の開始に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研

修等を行わなければならない。 

２ 乙は、必要と認める場合には、指定管理の開始に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申し出る

ことができるものとする。 

３ 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなけ

ればならない。 

 

（本業務の委託） 

第14条 乙は、本業務を一括して第三者に委託してはならない。 

２ 乙は、本業務の一部を第三者に委託することができる。この場合においては、すべて乙の責任及

び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び追加費用に

ついては、すべて乙がその責めを負うものとする。 

３ 乙は、前項の規定により本業務の一部を第三者に委託する場合は、当該委託に係る契約を行う前

に、契約方法及び契約事項を甲に報告するものとする。 

 

（管理施設の修繕等） 

第15条 乙は、施設を維持するために必要な修繕を行うものとし、その費用は、乙の負担とする。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、甲乙協議して

行うものとする。また、乙が負担する年額は300万円（消費税及び地方消費税を含む。)を上限とす

る｡ 

２ 乙は、本業務が終了したときは、速やかに修繕したものを無償で、甲又は甲の指定する者に引き

継ぐものとする。 

 

（緊急時の対応） 

第16条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態等が発生した場合、乙は速や

かに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければな

らない｡ 

２ 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。 

３ 乙は、危機管理体制を構築するとともに、対応マニュアルを作成し、職員の指導及び災害時の対

応について随時訓練等を行うものとする。 

また、消防署等から指摘があった場合は、直ちに改善措置を講ずるものとする。 

４ 甲は、体育施設等を災害の発生その他特別の事情がある場合に優先的に使用することがある。指

定管理者は、これに協力しなければならない。 

５ 乙は、防火管理者を選任し、消防計画を策定するものとする。 
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（情報管理） 

第17条 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の

行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。

指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。 

２ 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び倉吉市個人情報保護条例（平成

17年条例第８号）の規定に準拠し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損

等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

なお、個人情報の漏洩等の行為には、倉吉市個人情報保護条例に基づく罰則が適用される場合が

ある。 

 

第４章 備品等の扱い 

 

（備品の管理等） 

第18条 乙は、善良な管理者の注意をもって施設備付けの備品の維持管理を行うものとし、その費用

は、乙の負担とする｡ 

２ 施設備付けの備品の更新並びに施設の管理運営上必要な備品の調達及び更新については、原則と

して乙が行うものとし、その費用についても乙の負担とする。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、甲乙協議して行うものとする。 

 

第５章 業務実施に係る甲の確認事項 

 

（事業計画書） 

第19条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに次の内容を記載した事業計画書を甲に提出しなければ

ならない。 

（１）事業計画 

（２）人員配置計画 

（３）収支予算 

（４）その他甲が必要と認める事項 

２ 甲及び乙は､事業計画書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。 

 

（事業報告書） 

第20条 乙は、毎年度終了後30日以内に、本業務に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を提出

しなければならない。 

（１）本業務の実施及び利用の状況 

（２）利用料金の収入の実績 

（３）管理に係る経費の収支状況 

（４）前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める事項 

２ 乙は、甲が第35条から第37条に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消

した場合には、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提
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出しなければならない。 

（業務報告の聴取） 

第21条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、本業務及び経理の状況に関し、定期に又は必

要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる｡ 

２ 前項の規定により定期に報告を求める事項は、仕様書で示すものとする。 

 

（甲による本業務の改善勧告） 

第22条 乙による本業務の実施が仕様書等、甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は乙に対し

て本業務の改善を勧告するものとする。 

２ 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。 

 

第６章 指定管理料及び利用料金 

 

（指定管理料の支払い） 

第23条 甲は、本業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。 

２ 甲が乙に対して支払う指定期間中の年度ごとの指定管理料の額（消費税及び地方消費税を含む。) 

は次のとおりとする｡ 

平成31年度        円 

平成32年度        円 

平成33年度        円 

平成34年度        円 

平成35年度        円 

３ 甲が乙に対して支払う指定管理料の支払時期は、別紙１ ｢支払計画｣のとおりとする｡ 

４ 乙は、別紙１の支払予定日の20日前までに、指定管理料の支払いに関する請求書を甲に送付する

ものとする。甲は、当該請求書を受領してから30日以内に乙に対して指定管理料を支払うものとす

る。 

 

（指定管理料の変更） 

第24条 甲又は乙は、当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して

通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。 

２ 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。 

 

（利用料金収入の取扱い） 

第25条 乙は、体育施設等に係る利用料金を乙の収入として、収受することができる。 

 

（利用料金の決定） 

第26条 利用料金は、乙が、体育施設条例及び健康増進施設条例に規定する利用料金の範囲内におい

て定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承認を受けるものとし、必

要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。 
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２ 乙は、あらかじめ利用料金の減免基準を明確にし、甲の承認を得て減免することができるものと

する。 

 

第７章 損害賠償及び不可抗力 

 

（損害賠償等） 

第27条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損

害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全

部又は一部を免除することができるものとする。 

 

（第三者への賠償） 

第28条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はそ

の損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責

めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に

対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 

 

（保険） 

第29条 本業務の実施に当たり、甲は火災保険に加入しなければならない。 

２ 乙は、前２条の損害賠償を保障するための保険に加入しなければならない。 

 

（不可抗力発生時の対応） 

第30条 暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動等甲又は乙のいずれかの責めにも帰すこ

とができない自然的又は人為的な現象（以下｢不可抗力｣という。）が発生した場合、乙は、不可抗

力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加

費用を最小限にするよう努力しなければならない。 

 

（リスク分担） 

第31条 本業務に関するリスク分担については、仕様書のとおりとする。 

２ 前項の規定により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、リスク分担を決定するものとする。 

 

第８章 指定期間の満了 

 

（本業務の引継ぎ等） 

第32条 乙は、本協定の終了に際し、甲が定める期間内に甲又は甲が指定するものに対して、乙の負

担により本業務の引継ぎ等を行わなければならない。 

２ 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによ

る管理施設の視察を申し出ることができるものとする。 

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなけ
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ればならない。 

（原状回復義務） 

第33条 乙は、本協定の終了までに、指定管理を開始した日を基準として管理物件を原状に回復し、

甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が

定める状態で甲に対して管理物件を空け渡すことができるものとする。 

 

（備品等の扱い） 

第34条 乙は、本業務が終了したときは、速やかに購入した備品を無償で、甲又は甲の指定する者に

引き継ぐものとする。 

 

第９章 指定期間満了以前の指定の取り消し 

 

（甲による指定の取り消し） 

第35条 甲は、倉吉市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年倉吉市条

例第85号）第12条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を

取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとする。 

（１）報告の要求や調査に応じなかったり、偽りの報告をしたとき。 

（２）甲の指示に対して故意に従わなかったとき。 

（３）体育施設条例及び健康増進施設条例並びに本協定に定める規定に違反したとき。 

（４）指定の申請の際に提出した書類に偽りが判明したとき。 

（５）法人等の経営状況の悪化等により本業務を行うことが不可能又は著しく困難になったとき。 

（６）体育施設等の適正な管理に重大な支障が生じるおそれのあるとき。 

（７）その他甲が必要と認めるとき。 

２ 甲は、前項に基づいて指定の取り消し行おうとするときには、事前にその旨を乙に通知した上で、

次の事項について乙と協議を行わなければならない。 

（１）指定取り消しの理由 

（２）指定取り消しの要否 

（３）乙による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定 

（４）その他必要な事項 

３ 第１項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じ

た場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。 

 

（乙による指定の取り消しの申し出） 

第36条 乙は、次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取り消しを申し出ることができるも

のとする。 

（１）甲が本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき（一方的な仕様変更又は指定管理

料の減額等、甲より不合理な要求が提示された場合を含む。） 

（２）甲の責めに帰すべき事由により、乙が損害又は損失を被ったとき 

（３）その他、甲の責めに帰すべき事由により乙が指定の取り消しを希望するとき 

P48



２ 甲は、前項の申し出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。 

（不可抗力による指定の取り消し） 

第37条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対

して指定の取り消しの協議を求めることができるものとする。 

２ 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消しを行うものとする。 

 

（指定期間終了時の取り扱い） 

第38条 第32条から第34条の規定は、第35条から第37条の規定により本協定が終了した場合に、これ

を準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。 

 

第10章 その他 

 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第39条 乙は、本協定を締結したことにより生ずる権利義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、

又は担保に供してはならない。 

 

（モニタリングの実施） 

第40条 甲と乙は、本業務を円滑にするためモニタリングを実施し、情報交換や本業務の調整を図る

ものとする。 

 

（本業務の範囲外の業務） 

第41条 乙は、体育施設等の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の

責任と費用による事業（以下｢自主事業｣という。）を実施することができるものとする｡ 

２ 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して自主事業計画書を提出し、事前に甲の承諾を受け

なくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。 

３ 甲と乙は、自主事業を実施するに当たって、別途の自主事業の実施条件等を定めることができる

ものとする。 

 

（経理の明確化） 

第42条 乙は、本業務に係る収入及び支出について、乙の他の事業所と区別し、指定管理者としての

経理を明確にしなければならない。 

 

（書面による請求、通知等） 

第43条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めが

ある場合を除き、書面により行わなければならない。 

 

（本協定の変更） 

第44条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更となったとき又は特別な事情が生じたときは、

甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 
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（解釈） 

第45条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告

を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき本業務の全部又は一部について責任を負担

するものと解釈してはならない。 

 

（疑義についての協議） 

第46条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項につ

いては、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする｡ 

 

（裁判管轄） 

第47条 本協定に関する訴訟等については、鳥取地方裁判所を第一審の専属直轄裁判所とするものと

し、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することに同意するものとする｡ 

 

 

本協定を証するため、本書を２通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

 平成  年  月  日 

 

 

甲（地方公共団体） 

所在地  鳥取県倉吉市葵町722番地 

               名 称  倉吉市 

               代表者  倉吉市長          印 

 

 

 

               乙（指定管理者） 

               所在地 

               名 称 

               代表者                印 
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別紙１ 

 

支  払  計  画 （案） 

 

１ 平成31年度から平成35年度まで 

 

回数 金 額（円） 支払予定日 

１  ４月末日 

２  ７月末日 

３  10月末日 

４  １月末日 

計   
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倉吉市体育施設等管理運営仕様書（案） 

 

１ 趣旨 

この仕様書は、倉吉市体育施設の設置及び管理に関する条例（昭和57年倉吉市条例第33号。以下

「体育施設条例」という。）及び倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条

例（平成17年倉吉市条例第50号。以下「健康増進施設条例」という。）並びに倉吉市体育施設等の

管理に関する協定書（以下「協定書」という。）に定めるもののほか、倉吉市体育施設及び倉吉市

関金農林漁業者等健康増進施設（以下「体育施設等」という。）の指定管理者が行う管理業務（以

下「本業務」という。）の内容及び履行方法について定めるものとする。 

 

２ 指定管理者の管理運営に関する基本的な考え方 

（１）体育施設等の設置目的に基づいて本業務を行うこと。 

（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）名称及び所在地 
施 設 名 所 在 地 

倉吉スポーツセンター  倉吉市葵町５９１番地１ 

倉吉市営陸上競技場（トイレ含む） 倉吉市葵町６９８番地  

倉吉市営野球場（トイレ含む） 倉吉市湊町５１８番地  

倉吉市営庭球場（管理棟含む） 倉吉市葵町６６４番地  

倉吉市営射撃場（仮設トイレ含む） 倉吉市葵町６９０番地１ 

倉吉市営体育センター  倉吉市葵町６０２番地４ 

倉吉市営相撲広場 倉吉市葵町７１１番地  

倉吉市営ラグビー場 倉吉市駄経寺町二丁目３番地１ 

倉吉市営武道館 倉吉市葵町５９３番地  

倉吉市営関金野球場 倉吉市関金町関金宿１６２０番地  

倉吉市営関金テニス場（トイレ含む） 倉吉市関金町関金宿１６２０番地  

倉吉市営関金多目的広場（トイレ含む） 倉吉市関金町関金宿１６２０番地  

倉吉市営関金屋根付多目的広場（管理棟含む） 倉吉市関金町関金宿１７３４番地１ 

倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設 倉吉市関金町関金宿１５６０番地１８  
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その他の施設 
東巌城町河川敷スポーツ広場（仮設トイレ含む） 倉吉市東巌城町１番地先外 

（２）設置目的 

スポーツを振興し、もって市民の心身の健全な発達に寄与し、健康増進を図ることを目的とす

る。 

（３）協定書第５条の管理物件は、別紙１－１～15のとおりとする。 

 

４ 法令等の遵守 

体育施設等の管理に当たっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令等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）体育施設条例 

（３）健康増進施設条例 

（４）倉吉市個人情報保護条例（平成17年倉吉市条例第８号） 

（５）その他関係法令 

 

５ 本業務の範囲 

協定書第７条の業務範囲は以下のとおりとする。 

（１）体育施設等の利用の許可等に関すること。 

条例に基づき利用許可を行う。 

（２）体育施設等の維持管理に関すること。 

（３）体育施設等の利用指導及び安全指導に関すること。 

（４）体育施設等の利用に係る相談等に関すること。 

ア 窓口対応、施設の案内 

イ 各種問合せ、施設利用者への対応 

ウ 要望や苦情、トラブル等への対応 

（５）体育施設等の利用促進に関すること。 

ア 広報活動の実施 

イ 自主事業の計画・実施に関すること。 

（６）防災・事故等に関すること。 

ア 防災及び防火への対応 

イ 利用者の金品の盗難、紛争等の事件への対応 

ウ 人身事故への対応 

エ 事故等に関する教育委員会への報告 

（７）市関連事業への協力 

ア 倉吉市民体育大会、くらよし女子駅伝競走大会、米子～鳥取間駅伝競走大会等、市関連事業

に積極的に協力すること。 

イ 体育施設等の使用は、市関連事業を優先すること。 
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（８）体育施設利用調整会 

毎年２月末までに、次年度の体育施設利用調整会を開催し、各種大会等の年間利用調整を行う

こと。 

（９）自動販売機の設置 

自動販売機の利用料等の徴収は指定管理者で行い、その収入は指定管理者の収入としますが、

設置（既存のものも含む）にあたり行政財産の使用申請が必要です。なお、自動販売機の設置に

係る行政財産の使用料は必要ありません。 

（10）その他 

ア 文書の管理 

本業務を行うに当たり、作成し又は取得した文書等は、適正に管理し、５年間保存すること。

指定期間を過ぎた後も同様とする。 

イ 管理口座・区分経理 

本業務に係る経費及び収入は、法人等の口座とは別の口座で適切に管理し、本業務に係る経

理とその他の業務に係る経理を区分すること。 

ウ 施設の管理運営全般のマニュアルの作成、職員への周知徹底。 

エ 職員の資質を高めるため、研修を実施し施設の管理運営に必要な知識と技術の習得に努める

こと。 

 

６ 管理の基準 

協定書第９条に規定する管理の基準は次のとおりとする。 

（１）休場日及び休館日、利用時間 

体育施設条例第５条及び健康増進施設条例第６条の規定によるものとする。 

（２）利用料金 

体育施設条例第11条及び健康増進施設条例第12条の規定によるものとする。 

 

７ 本業務に従事する人数及び必要な知識の基準 

本業務を実施するため、必要な有資格者（危険物取扱者等）、職員を配置することとする。 

（１）従事者等 

ア 本業務を円滑に履行するために、総括責任者を定めるとともに組織体制を教育委員会と協議

のうえ定め、承認を得ること。なお、総括責任者は、教育委員会と連絡を密にするとともに、

従事者の指揮監督を行い、業務遂行に遺漏のないよう万全を期すること。 

本業務に従事する者の名簿（経歴・資格等含む）を提出し、教育委員会の承認を得なければ

ならない。異動等変更があった場合も同様とする。 

イ 補充員 

従事者が病気、事故、休暇等により欠勤となった場合は、本業務に支障をきたさないように

補充配置すること。 

ウ 本業務の引継ぎ 

指定管理者は、次の理由により生じた本業務の引継ぎを一定期間（14日を限度に教育委員会

が定める。）に確実に行わなければならない。 

（ア）指定期間の満了又は指定の取消し等によって、次の指定管理者と交替する場合 
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（イ）指定管理者の都合又は教育委員会の要請で、担当者（従事者）を変更する場合 

（ウ）従事者の配置転換（人事異動等）があった場合 

（エ）その他やむを得ない事情による場合 

 

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次のとおりとする。 

（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） 

・ 本業務の実施及び利用の状況 

・ 利用料金の収入の実績 

・ 管理に係る経費の収支状況 

・ 前各号に掲げるもののほか、市及び教育委員会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、教育委員会と協議の上、リスク分担を決定するも

のとする。 

 

10 監査 

指定管理者は、監査委員等が必要であると認める場合、出席に応じ、実地調査、又は帳簿書類そ

の他の記録を提出しなければならない。 

 

11 協議 

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

生じた場合は、教育委員会と協議し決定すること。 
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別紙１－１ スポーツセンター

１ 土地 (単位：㎡)

現況

1,365.28

1,365.28

２ 建物 (単位：㎡)

構造

RC-3 1,234.24

1F 517.43

2F 357.23

3F 359.58

S-1 499.77

1,734.01

３ 備品

No. 種類 数量 備考

1 アンテナ(バレーボール用) 1組

2 暗幕 1箱

3 椅子(折りたたみ) 30脚

4 椅子(折りたたみ) 99脚

5 椅子 108脚

6 エキスパンダー 2台

7 脚立 3台

8 空気入れ 1台

9 空気入れ 3台

10 グラウンドゴルフセット(スティック・ボール 6人) 5袋

11 グラウンドゴルフセット(ゴール 8ホール1組) 2組

12 グラウンドゴルフセット(マット 8ホール1組) 2組

13 草けずり 2本

14 ゲートボールセット 2組

15 コードリール 1台

16 審判台(バレーボール) 1台

17 審判台(バスケットボール) 1台

18 支柱(バレーボール) 1組

19 支柱(ソフトバレー) 2組

20 支柱(バドミントン) 2組

21 スピーカー 1台

地　積

スポーツセンター倉庫

管理物件

資産の所在 床面積 備　考

地　　目
備　考

計

資産の所在

倉吉市葵町591番地1 ほか

倉吉市葵町591番地1 ほか

〃

計

台帳

宅地

家　　屋
種類

合宿所
管理棟

体育館

保管場所

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター倉庫

スポーツセンター3F研修室

スポーツセンター体育館更衣室

スポーツセンター食堂

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター浴室廊下

スポーツセンター倉庫

スポーツセンター事務室

スポーツセンター保健室

スポーツセンター保健室

スポーツセンター保健室

スポーツセンター倉庫

スポーツセンター倉庫

スポーツセンター事務室

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター器具庫

P56



22 扇風機 大 6台

23 扇風機 小 15台

24 扇風機 大 1台

25 卓球台 8台

26 卓球サポート(ネット付) 5組

27 卓球サポート(ネット付 ラージ用) 5組

28 卓球サポート(ネット付 ラージ兼用) 2組

29 卓球防球フェンス 11枚

30 卓球防球フェンス 15枚

31 卓球ネット 12枚

32 机(長机) 16台

33 机(座机) 12台

34 机(長机) 18台

35 鉄棒 1組

36 鉄アレイ 5kg 2個

37 鉄アレイ 4kg 3個

38 鉄アレイ 3.5kg 2個

39 鉄アレイ 3kg 2個

40 鉄アレイ 2.5kg 2個

41 鉄アレイ 2kg 3個

42 鉄アレイ 1.5kg 2個

43 得点板(卓球用) 10個

44 得点板 2台

45 トランポリン 1台

46 トランポリンサイドマット 8枚

47 ネット(バドミントン) 2張

48 ネット(バレーボール6人制) 1張

49 ネット(バレーボール9人制女子用) 3張

50 ネット(ソフトバレー) 2張

51 バーベル心棒 5本

52 ハンドル(バスケットボールゴール用) 1本

53 腹筋台 2台

54 ベンチ(フラットベンチ) 2台

55 ベンチ(ベンチプレス台) 2台

56 ベンチ(ステップ用) 2台

57 巻尺(30m) 3個

58 巻尺(50m) 3個

59 巻尺(100m) 1個

60 マット(大 1.15m×5.8m) 1枚

61 マット(小 1m×1.9m) 2枚

スポーツセンター事務室

スポーツセンター事務室

スポーツセンター事務室

スポーツセンター体育館更衣室

スポーツセンター倉庫

スポーツセンター事務室

スポーツセンター倉庫

スポーツセンター倉庫

スポーツセンター食堂

スポーツセンター体育館更衣室

スポーツセンター3F研修室

スポーツセンター2F研修室

スポーツセンター食堂

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター事務室

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター倉庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター事務室

スポーツセンター事務室

スポーツセンター事務室

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫
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62 マット(大 1.5m×6.1m) 1枚

63 マット(中 1.5m×2.7m) 2枚

64 マット(中 1.15m×3.5m) 1枚

65 ラケット(バドミントン) 8本

66 ラケット(卓球 ペン) 20本

67 ラケット(卓球 シェーク) 2本

68 ラケット(ラージボール) 10本

69 敷ふとん 105枚

70 掛ふとん 105枚

71 毛布 105枚

72 枕 105個

73 シーツ(袋式) 210枚

74 座布団カバー 50枚

75 巻尺(測量ロープリール 100m) 2個

76 自動体外式除細動器（AED） 2台

77 軽トラック(ダンプ式) 1台

78 軽トラック 1台

79 液晶テレビ（20ｲﾝﾁ） 4台

80 液晶テレビ（37ｲﾝﾁ） 1台

81 ビデオ内蔵型テレビ 1台

82 洗濯機 6台

83 ガス炊飯器 3台

84 ガス給湯器 1台

85 ガステーブル 1台

86 ガスフライヤー 1台

87 製氷機 1台

88 業務用石油暖房機 1台

89 冷蔵庫 1台

90 冷凍チルド冷蔵庫 1台

91 衣類乾燥機 4台

スポーツセンター

スポーツセンター

スポーツセンター

スポーツセンター

スポーツセンター

スポーツセンター

スポーツセンター

スポーツセンター

スポーツセンター

スポーツセンター

スポーツセンター

スポーツセンター

スポーツセンター

スポーツセンター

スポーツセンター

スポーツセンター

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター体育館器具庫

スポーツセンター事務室

スポーツセンター事務室

スポーツセンター事務室

スポーツセンター倉庫

スポーツセンター2F布団部屋

スポーツセンター2F布団部屋

スポーツセンター倉庫

スポーツセンター2F布団部屋

スポーツセンター2F布団部屋

スポーツセンター2F布団部屋

スポーツセンター2F布団部屋
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別紙１－２ 陸上競技場

１ 土地 (単位：㎡)

現況

1,715.00 敷地 31,500㎡

1,715.00

２ 建物 (単位：㎡)

構造

S-1 19.30

CB-1 3.78

67.53

90.61

３ 備品

No. 種類 数量 備考

1 コートローラー(小) 1台

2 ハードル（練習用） 48台

3 ハードル運搬車（練習用） 6台

4 ハードル（試合用） 84台

5 ハードル運搬車（試合用） 10台

6 棒高跳一式 1式

7 高跳び一式 1式

8 決勝審判台 1台

9 投てきサークル（円盤） 1台

10 投てきサークル（ハンマー） 1台

11 3000SCハードル 1台

12 ハードル（小学生用） 72台

13 ハードル運搬車（小学生用） 8台

14 スポーツトラクター 1台 JOHNDEERE社1200A

15 スターティングブロック 24台

16

17

18

19

20

管理物件

資産の所在 床面積 備　考

地　　目
備　考

計

資産の所在

倉吉市葵町698番地 ほか

倉吉市葵町698番地 ほか

地　積

〃

計

台帳

雑種地

家　　屋
種類

便所

競技場横

競技場横

競技場横

競技場横

倉庫

保管場所

競技場横

競技場横

競技場シャッター倉庫

競技場シャッター倉庫

競技場シャッター倉庫

競技場横

競技場横

競技場横

競技場横

競技場シャッター倉庫

競技場シャッター倉庫

〃 〃
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別紙１－３ 野球場

１ 土地 (単位：㎡)

現況

19.00 敷地 27,804㎡

19.00

２ 建物 (単位：㎡)

構造

RC-1 40.80

40.80

３ 備品

No. 数量 備考

1 21脚

2 7個

3 1台

4 34本

5 4本

6 2本

7 8枚

8 4台

9 16枚

10 4本

11 8枚

12 1台

13 1個

14 4個

15 6個

16 1台

17 6台

18

スコアボード右側倉庫

スコアボード中二階

野球場審判控室

野球場本部席

スコアボード中一階

スコアボード中一階

スコアボード中一階

スコアボード右側倉庫

スコアボード中一階

スコアボード中二階

野球場本部席

スコアボード中一階

スコアボード中二階

保管場所

野球場本部席

スコアボード中一階

スコアボード中一階

野球場審判控室

家　　屋
種類

便所

計

管理物件

資産の所在 床面積 備　考

地　　目
備　考

計

地　積資産の所在

倉吉市湊町字東梅田518番地 ほか

倉吉市湊町字東梅田518番地 ほか

台帳

公園

スタンドボール

チームプレート板

机(長机)

種類

散水機

ごみ箱(鉄製)

支柱(学童野球外野ネット用)125cm

スコップ

椅子(折りたたみ)

巻尺(100m)

ベンチ(体育センター設置用)

ポール立て台(鉄製 大)

ポール立て台(鉄製 小)

ポール立て台(コンクリート製)

得点板(テニス硬式用)

とんぼ(鉄製)

ネット(学童野球用)

ベッド
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別紙１－４ 庭球場

１ 土地 (単位：㎡)

現況

3,824.00 敷地 11,150㎡

3,824.00

２ 建物 (単位：㎡)

構造

CB-1 27.67

〃 S-1 90.00

117.67

３ 備品

No. 数量 備考

1 23脚

2 10台

3 10組

4 11台

5 10張

6 10張

7 2張 ？ラグビーへ

8 1台

9 1台

10

11

12 1台

13 2台

14 1台

16

17

18

19

20

ネット(軟式テニス)

椅子(折りたたみ)

コートローラー

草刈機

除雪機

トラクター

(付属品)収草機1台、除草ローター1台

(付属品)バイブロレーキ1台

台帳

公園

ネット(硬式テニス)

ネット(サッカーゴールネット)

白板

種類

支柱(テニス)

審判台(テニス)

机(長机)

計

地　積資産の所在

倉吉市葵町字印判664番地 ほか

倉吉市葵町字印判664番地 ほか

家　　屋

計

管理物件

資産の所在 床面積 備　考

地　　目
備　考

種類

便所

保管場所

管理棟

テニスコート倉庫

テニスコート倉庫

ラグビー場倉庫

テニスコート管理棟

テニスコート管理棟

テニスコート

テニスコート

テニスコート管理棟

テニスコート横駐車場倉庫

テニスコート横駐車場倉庫

テニスコート横駐車場倉庫

テニスコート横駐車場倉庫
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別紙１－５ 射撃場

１ 土地 (単位：㎡)

現況

398.00

398.00

２ 建物 (単位：㎡)

構造

３ 備品

No. 種類 数量 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

保管場所

家　　屋
種類

計

管理物件

資産の所在 床面積 備　考

地　　目
備　考

計

地　積資産の所在

倉吉市葵町字三本松690番地1 ほか

台帳

公園
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別紙１－６ 体育センター

１ 土地 (単位：㎡)

現況

1,930.11

２ 建物 (単位：㎡)

構造

S-1 936.00

S-1 182.00

1,118.00

３ 備品

No. 種類 数量 備考

1 アンテナ(バレーボール用) 2組

2 椅子(折りたたみ) 12脚

3 脚立 2台

4 空気入れ 2台

5 コードリール 3台

6 サンダー(ペーパーみがき機) 1台

7 審判台(バレーボール) 2台

8 支柱(バレーボール) 2組

9 支柱(ソフトバレー)鉄製パイプ 2組

10 支柱(バドミントン) 4組

11 支柱(野球場トイレ防球用) 5本 ネットをつけたため、使用ﾅｼ

12 式台 1台

13 掃除機 1台

14 卓球台 4台

15 卓球防球フェンス 1枚

16 綱引き用ロープ 1本

17 机(長机) 10台

18 テニスワイヤー(軟式用) 3本

19 テニスワイヤー(硬式用) 4本

20 テニスネット巻き取り器 2台

21 テニスネット巻き取り器(古) 8台

22 テニスネット巻き取り器(古)ハンドル 17本

23 ディスクグラインダー 1台

台帳

宅地

計

地　積資産の所在

倉吉市葵町602番地4 ほか

倉吉市葵町602番地4 ほか

家　　屋

計

管理物件

資産の所在 床面積 備　考

地　　目
備　考

種類

体育館

保管場所

管理棟

体育センター事務室

体育センター事務室

体育センター器具庫

体育センター器具庫

体育センター器具庫

体育センター事務室

体育センター事務室

体育センター事務室

体育センター器具庫

体育センター事務室

体育センター廊下

体育センター器具庫

体育センター器具庫

体育センター器具庫

体育センター玄関下足箱上

体育センター事務室

体育センター事務室

体育センター器具庫

体育センターフロアー

体育センター事務室

体育センター事務室

体育センター事務室

体育センター事務室

〃
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24 得点板 4台

25 ネット(バドミントン) 4張

26 ネット(バドミントン) 4張

27 ネット(バレーボール6人制) 2張

28 ネット(バレーボール9人制) 2張

29 ネット(バレーボール6人制) 2張

30 ネット(ソフトバレー) 2張

31 ネット(ハンドボールゴールネット) 2張

32 ネット(野球場トイレ防球ネット) 1張

33 白帯(バレーボール用) 2張

34 ベンチ(体育センターフロアー貸し出し用) 2台

35 ベース(塁ベース) 1組

36 ベース(学童ベース) 4組

37 巻尺(巻尺ロープリール) 1個

38 丸のこ 1台

39 ライン引き(野球用 大) 1台

40 ライン引き(野球用 中) 2台

41 ライン引き(野球用 箱型) 2台

42 扇風機 1台

43 掃除機 1台

体育センター器具庫

体育センター器具庫

体育センター器具庫

体育センター器具庫

体育センター事務室

体育センター器具庫

体育センター器具庫

体育センター事務室

体育センター事務室

体育センター事務室

体育センター事務室

体育センター器具庫

体育センター事務室

体育センター事務室

体育センター事務室

体育センター事務室

体育センター事務室

体育センター事務室

体育センター事務室

体育センター事務室
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別紙１－７ 相撲広場

１ 土地 (単位：㎡)

現況

1,626.00 敷地 2,860㎡

1,626.00

２ 建物 (単位：㎡)

構造

S-1 196.80

196.80

３ 備品

No. 種類 数量 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

台帳

田

計

地　積資産の所在

倉吉市葵町字十石谷711番地 ほか

倉吉市葵町字十石谷711番地 ほか

家　　屋

計

管理物件

資産の所在 床面積 備　考

地　　目
備　考

種類

上屋

保管場所
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別紙１－８ ラグビー場

１ 土地 (単位：㎡)

現況

14,949.63 敷地 22,371㎡

14,949.63

２ 建物 (単位：㎡)

構造

３ 備品

No. 種類 数量 備考

1 サッカーゴールネット 2張

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

保管場所

ラグビー倉庫

家　　屋
種類

計

管理物件

資産の所在 床面積 備　考

地　　目
備　考

計

地　積資産の所在

倉吉市駄経寺町2丁目3番地1 ほか

台帳

宅地
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別紙１－９ 武道館

１ 土地 (単位：㎡)

現況

2,929.00

2,929.00

２ 建物 (単位：㎡)

構造

RC-1 1,456.85
1F 753.73
2F 703.12

1,456.85

３ 備品

No. 種類 数量 備考

1 椅子(折りたたみ) 25脚

2 椅子(折りたたみ) 3脚

3 椅子(折りたたみ) 31脚

4 黒板 3台

5 黒板 1台

6 黒板 2台

7 審判板(紅・白) 4台

8 机(長机) 1台

9 机(長机) 9台

10 緑板(ピン止め用) 1台

11 ジェットヒーター 1台 ｵﾘｵﾝHRR4803

12

13

14

15

16

17

18

19

20

資産の所在

倉吉市葵町593番地 ほか

倉吉市葵町593番地 ほか

台帳

公園

種類

武道館

計

管理物件

資産の所在 床面積 備　考

地　　目
備　考

計

地　積

保管場所

家　　屋

武道館2Fホール

武道館剣道場

武道館柔道場器具庫

武道館2Fホール

武道館1F器具庫

武道館控室

武道館2F講師室

武道館柔道場器具庫

武道館2F講師室

武道館柔道場器具庫

武道館柔道場器具庫
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別紙１－１０ 関金野球場

１ 土地 (単位：㎡)

現況

65,836.00 敷地 15,400㎡

65,836.00

２ 建物 (単位：㎡)

構造

S-1 424.27

424.27

３ 備品

No. 種類 数量 備考

1 椅子(肘なし) 4 CB12C2(P447)

2 コクヨ 事務用回転椅子 1 CR-G151R4

3 傘立て 1 L948SC

4 刈払機 1 ゼノア BC 2300

5 刈払機 1 ゼノア BC2300DV

6 フレキシブルカクハンキ 1 右回転

7 キーケース 1 KG-4F1

8 消火器 6 森田式ABC-10型粉末

9 掃除用具ケース 1 93465A(Z21)

10 ローリータンク 1 500L

11 チェーンソー 1 ゼノア G375AVS

12 ボックス専用定規 3 一般用D100

13 動力散布機 1 共立 DMC521F26

14 ネット 15 ナイロンH=1m W=10m

15 ネット支柱 30 足付き鉄製ﾀｲﾌﾟ 高さ1m

16 バット立て 2 差込式ｷｬｽﾀｰ12本 B610

17 動力噴霧器 1 JS425RM

18 ベッド 1 US-130

19 マットレス 1 MB-1052

20 ベンチ（本部席用） 2

21 ロッカー 2 3人用 4573CZ(Z21)

22 スポーツトラクター 1 518GR

23 （付属）ロータリーモア 1 S-48M

24 （付属）ハイバキューム 1 TBS-180

25 （付属）ローラー 1

26 歩行型芝刈機 1 HONDA HRF464

27 扇風機 2

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

種類

管理棟

保管場所

関金野球場

家　　屋

計

管理物件

資産の所在 床面積 備　考

地　　目
備　考

計

地　積資産の所在

倉吉市関金町関金宿字勝負谷1620番地 ほか

倉吉市関金町関金宿字勝負谷1620番地 ほか

台帳

公園
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28 放送設備 1 一式

29 パイプイス 35

30 自動体外式除細動機（AED） 1 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾊｰﾄｽﾀｰﾄFRｘ

31 保管庫 4

32 事務机 1 関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場

関金野球場
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別紙１－１１ 関金テニス場

１ 土地 (単位：㎡)

現況

65,836.00 敷地 4,800㎡

65,836.00

２ 建物 (単位：㎡)

構造

76.60

76.60

３ 備品

No. 種類 数量 備考

1 審判台 4台

2 支柱 4個

3 ネット（硬式） 4張

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

台帳

公園

計

地　積資産の所在

倉吉市関金町関金宿字勝負谷1620番地 ほか

倉吉市関金町関金宿字勝負谷1620番地 ほか

家　　屋

計

管理物件

資産の所在 床面積 備　考

地　　目
備　考

種類

便益施設

保管場所

関金テニスコート

関金テニスコート

関金テニスコート
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別紙１－１２ 関金多目的広場

１ 土地 (単位：㎡)

現況

65,836.00 敷地 13,900㎡

65,836.00

２ 建物 (単位：㎡)

構造

87.16

87.16

３ 備品

No. 種類 数量 備考

1 折りたたみテーブル 6

2 パイプイス 13

3 保管庫 2

4 巻尺 1

5 テント 3

6 サッカーゴール（大） 2

7 サッカーゴール（小） 4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

多目的広場

多目的広場

多目的広場

多目的広場

保管場所

多目的広場

多目的広場

多目的広場

家　　屋
種類

便益施設

計

管理物件

資産の所在 床面積 備　考

地　　目
備　考

計

地　積資産の所在

倉吉市関金町関金宿字勝負谷1620番地 ほか

倉吉市関金町関金宿字勝負谷1620番地 ほか

台帳

公園

P71



別紙１－１３ 関金屋根付多目的広場

１ 土地 (単位：㎡)

現況

5,941.00

5,941.00

２ 建物 (単位：㎡)

構造

S-1 1716.00

簡易耐火1 41.29

59.30

1816.59

３ 備品

No. 種類 数量 備考

1 事務机 4

2 そで 1

3 事務用イス 8

4 折りたたみテーブル 3

5 電話機（親機） 1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸVE-GP24-W

6 電話機（子機） 1 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸKX-FKN526-W

7 液晶カラーテレビ 1 東芝22A8000

8 エアコン 2 三菱PKA-J40SFALH1

9 石油ストーブ 1 コロナSL-66C

10 （総運）ベンチ 1 （ﾍ1-3）

11 掃除用具ケース 1 （ｿ1-1）

12 パイプイス 1

13 自動体外式除細動機（AED） 1 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾊｰﾄｽﾀｰﾄFRｘ

14

15

16

17

18

19

20

備　考

種類

上屋

計

地　積資産の所在

雑種地

管理物件

資産の所在 床面積 備　考

地　　目

便益施設

管理棟

倉吉市関金町関金宿字籔ノ内1734番地1 ほか

計

〃

〃

倉吉市関金町関金宿字籔ノ内1734番地1 ほか

台帳

管理棟

保管場所

家　　屋

管理棟

管理棟

管理棟

管理棟

管理棟

管理棟

管理棟

管理棟

管理棟

管理棟

管理棟

管理棟
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別紙１－１４ 関金農林漁業者等健康増進施設

１ 土地 (単位：㎡)

現況

3,370.44

3,370.44

２ 建物 (単位：㎡)

構造

RC-1 1,195.56

1,195.56

３ 備品

No. 種類 数量 備考

1 暗幕 1

2 高所安全作業台 1 ｾﾞﾆｰ社PLC-36P

3 フロアシート 1

4 支柱整頓棚 1

5 シューズボックス 4 SX-46T

6 消火器 5 ヤマトABC 10型

7 審判台 2

8 バドミントン支柱 14 農林漁業者等健康増進施設 7ｾｯﾄ

9 バレーボール支柱 2 農林漁業者等健康増進施設

10 バレーボール得点板 3

11 テニス支柱 2 1ｾｯﾄ

12 ボール篭 2 農林漁業者等健康増進施設

13 保管庫 2 農林漁業者等健康増進施設 S-Z 330

14 ロッカー 7 農林漁業者等健康増進施設 コクヨ LK-Z28

15 長椅子（茶）4（青）4 8

16 応接セット（一式） 1

17 事務机 1

18 ホワイトボード 1

19 自動体外式除細動機（AED） 1 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾊｰﾄｽﾀｰﾄFRｘ

20

農林漁業者等健康増進施設

農林漁業者等健康増進施設

農林漁業者等健康増進施設

農林漁業者等健康増進施設

農林漁業者等健康増進施設

農林漁業者等健康増進施設

農林漁業者等健康増進施設

農林漁業者等健康増進施設

農林漁業者等健康増進施設

農林漁業者等健康増進施設

農林漁業者等健康増進施設

保管場所

農林漁業者等健康増進施設

農林漁業者等健康増進施設

農林漁業者等健康増進施設

計

管理物件

資産の所在 床面積 備　考

地　　目
備　考

種類

体育館倉吉市関金町関金宿字鳥越1560番地18 ほか

倉吉市関金町関金宿字鳥越1560番地18 ほか

台帳

宅地

家　　屋

計

地　積資産の所在
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別紙１－１5 東巌城町河川敷スポーツ広場

１ 土地 (単位：㎡)

現況

12,932.38

２ 建物 (単位：㎡)

構造

1棟

0.00

３ 備品

No. 種類 数量 備考

1 看板 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

12,932.38

計

保管場所

東巌城町河川敷スポーツ広場

資産の所在
家　　屋

床面積 備　考
種類

倉吉市東巌城町422番2先 簡易ﾄｲﾚ（軽水洗式）

計

倉吉市東巌城町492番先から倉吉市東巌城町
497番先までの間の各地先（左岸）

宅地

管理物件

資産の所在
地　　目

地　積 備　考
台帳
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倉吉市 指定管理者

1
募集要項等本事業に係る公表した資料
の誤り

○

2 応募費用 ○

3 指定管理者制度に係る根拠法令の変更 ○

4 広く一般的に適用される法令の変更 ○

税制変更
リスク 5

指定管理者の利益に関わる税制度の新
設・変更

○
利用料等条例改正が必要
な場合は、協議する。

6
事業の実施にあたっての市が取得すべ
き許認可取得の遅延・失効等

○

7
事業の実施にあたって指定管理者が取
得すべき許認可取得の遅延・失効等

○

政策リスク
8

市の政策変更による事業の変更・中断・
中止等事業への影響

○

9
本事業に対する（市の要求に起因する）
反対運動

○

10 指定管理者が行う業務に対する苦情等 ○

11
市の要求に起因する環境問題（騒音、振
動、有害物質の排出等）

○

12
指定管理者が行う業務に起因する環境
問題（騒音、振動、有害物質の排出等）

○

13
市の責めに帰すべき事由による事故によ
り第三者に与えた損害

○

14
指定管理者が行う業務に起因する事故
により第三者に与えた損害

○

15
上記以外の理由により、第三者に与えた
損害

○ ○
リスク条件に応じて、市と指
定管理者のいずれか、また
は双方がリスクを負担する。

16
市の指示、議会の不承認等による本事
業の中止・延期

○
予算案の不成立や政策変
更等によるものを指す。

17
上記以外の理由による本事業の中止・
延期（不可抗力リスクを除く）

○

18 指定管理者の事業放棄・破綻 ○

委託業者
管理責任 19

指定管理者が締結する契約の相手方当
事者の管理・内容変更等

○

許認可
リスク

事業の中
止・延期
リスク

備　考

募集手続
リスク

法令変更
リスク

別紙２

住民対応
リスク

環境リスク

第三者
賠償リスク

倉吉市体育施設等指定管理者リスク分担表

リスクの種類 No. リスクの内容

負担者

共通リスク
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倉吉市 指定管理者

20

不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落
盤、火災、騒乱、暴動等自治体又は指
定管理者のいずれかの責めにも帰すこと
ができない自然的又は人為的な現象)に
よる事業の変更、中止

○

21

不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落
盤、火災、騒乱、暴動等自治体又は指
定管理者のいずれかの責めにも帰すこと
ができない自然的又は人為的な現象)に
より、第三者に与えた損害

○ △

事故時の指定管理者の適
切な処理を確保するため、
指定管理者にも一部負担さ
せる。

22

不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落
盤、火災、騒乱、暴動等自治体又は指
定管理者のいずれかの責めにも帰すこと
ができない自然的又は人為的な現象)に
よる市整備の建物・設備の損害

○

23

不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落
盤、火災、騒乱、暴動等自治体又は指
定管理者のいずれかの責めにも帰すこと
ができない自然的又は人為的な現象)に
よる指定管理者整備の施設・設備の損
害

○

24
市の責めに帰すべき事由による事故・火
災等で施設・設備が損傷

○

25
指定管理者の責めに帰すべき事由によ
る事故・火災等で施設・設備が損傷

○

26 施設の修繕及び備品の購入 ○

一件につき50万円以上は、
市と指定管理者が協議
修繕については年額300万
円を上限とする

27 インフレ等による物価変動によるもの ○

28 金利変動によるもの ○

29
上記以外の要因による業務量及び運営
費の増大

○

30 資金調達の遅延・困難等によるもの ○

需要変動
リスク 31

利用者数などの需要変動による収入の
変動

○

施設の
性能 32

事業期間終了時における事業継続の水
準保持

○

終了手続
33

事業期間終了時の手続に関する諸費用
の発生

○

負担者

終了時の
手続関連

運営コスト
リスク

運用リスク

No. リスクの内容 備　考

施設損傷
リスク

維持管理
リスク

不可抗力
リスク

リスクの種類
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倉吉スポーツセンター  
１階平面図 

  
２階平面図 
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３階平面図 

    
倉吉スポーツセンター体育館  
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倉吉市営陸上競技場      

 

スタンド側 
倉
庫 

便
所

柵 
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倉吉市営野球場   

 
便所
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倉吉市営庭球場   

    
倉吉市営庭球場管理棟 

 
P81



 
倉吉市営射撃場   
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倉吉市営体育センター   
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倉吉市営相撲広場  
平面図 

  
上屋 立面図 

 

妻 側

桁 側
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倉吉市営ラグビー場    

 

出入り口 
便所 倉庫 
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倉吉市営明倫体育館   

 

倉庫 

倉庫 
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倉吉市営武道館  

１階平面図 

   
２階平面図 
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倉吉市営関金野球場 

 

 

 

ﾊﾞｯｸｽｸﾘｰﾝ
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センター

120m

両翼

92m

管理棟
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倉吉市営関金テニス場                                          

便益施設
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倉吉市営関金多目的広場    

便
益
施
設
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倉吉市営関金屋根付多目的広場  
配置図 

 管理棟・トイレ   
平面図 

  
立面図      

 

妻側

桁側
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倉吉市関金農林漁業者等健康増進施設 

 

 

 

28.0m 

34.2m

42.7m

8.5m 
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平成30年4月1日現在

・支配人 1名 統括責任者

・副支配人 1名 副統括責任者

8名 受付・事業･植栽維持管理担当

(内アルバイト2名)

10名

・スタッフ

合計

倉吉スポーツセンター

受付・事務担当者(1名)

受付・事務補助・施設管理
（１名）夜間看守

事務補助
施設維持管理（1名）

夜間看守

事務補助
施設維持管理（1名）

夜間看守スタッフ(2名)

事務補助
施設維持管理（1名）

夜間看守

関金運動公園

倉吉スポーツセンター

関金施設責任者(1名)

維持管理責任者(1名)

受付・事業･施設維持管理担当

【指定管理者】

支配人(1名)
(統括責任者)

副支配人(1名)
(副統括責任者)

倉吉市体育施設等　運営組織図
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