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湯田温泉観光回遊拠点施設指定管理者仕様書 

 

 

１１１１    趣旨趣旨趣旨趣旨    

  この仕様書は、湯田温泉観光回遊拠点施設設置及び管理条例（以下、「設置条例」とい

う。）及び同条例施行規則に定めるもののほか、湯田温泉観光回遊拠点施設（以下「拠点

施設」という。）において指定管理者が行う業務について、その詳細を定めることを目的

とする。 

 

２２２２    施設施設施設施設のののの概要概要概要概要    

 （１）施設の名称 湯田温泉観光回遊拠点施設 

 （２）所在地   山口市湯田温泉二丁目１番３号 

 （３）開設時期  平成２７年３月 

 （４）規模    敷地面積 ６２３．７５㎡ 

          延床面積 ４７１．０５㎡ 

          （１階部分２８４．８４㎡ ２階部分１８６．２１㎡） 

 （５）構造    鉄骨造 地上２階（屋外足湯上屋 木造） 

 （６）施設内容  足湯（３か所）、カフェスペース、厨房、事務室、トイレ、ランド 

リースペース、多用途スペース 

 

３３３３    開館時間等開館時間等開館時間等開館時間等    

 （１）開館時間 

    午前８時から午後１０時まで 

    ※ただし、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。 

 （２）休館日 

    無休とする。 

    ※ただし、市長の承認を得て、臨時に休館することができる。なお、その際は、 

ホームページ等で事前周知をするものとする。 

 

４４４４    指定期間指定期間指定期間指定期間    

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで（５年間） 

 

５５５５    利用者数状況利用者数状況利用者数状況利用者数状況、、、、収支状況収支状況収支状況収支状況    

  別紙１－１、１－２、１－３のとおり（平成２８年度～平成２９年度） 
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６６６６    管理運営管理運営管理運営管理運営にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

（１）施設利用者の安全確保を第一とする。 

（２）施設の効果的・弾力的運営を行う。 

（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。 

（４）利用者にとって快適な施設であることに努める。 

（５）魅力のある自主事業を実施し、市民サービスの向上に努める。 

（６）個人情報の保護を徹底する。 

（７）効率的な運営により経費の削減に努める。 

（８）利用者の意見や要望等を真摯に受け止め、利用者サービスの向上に努める。 

（９）市と密接に連絡を取りながら、管理運営を行う。 

 

７７７７    管理運営体制管理運営体制管理運営体制管理運営体制のののの整備整備整備整備    

（１）職員の雇用に関すること 

   ①統括責任者（館長）を配置すること。また、管理に係る全職員（臨時職員を含む。） 

の勤務形態等については、労働基準法や労働安全衛生法等の労働関係法令を遵守

し、管理に支障のないように配置すること。 

   ②防火管理者の資格を有するものを配置すること。 

   ③食品衛生責任者の資格を有するものを配置すること。 

   ④職員に対して、施設の管理に必要な研修を実施すること。 

   ⑤経理事務、受付業務、帳簿作成業務等、体制の整備に必要な業務を実施すること。 

   ⑥可能な限り、市内在住者の雇用に努めること。 

 （２）業務遂行の準備 

    指定管理者に指定された後は、平成３１年４月１日から始まる拠点施設の指定管 

   理業務が円滑に遂行できるよう、自己の責任及び負担において、人的及び物的体制 

を整えること。なお、必要に応じて、業務の引継ぎを行う。 

 

８８８８    法令等法令等法令等法令等のののの遵守遵守遵守遵守    

  拠点施設の管理運営に当たっては、関係法令及び設置条例等を遵守しなければならな

い。 

 指定管理期間中、関係法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とし、改正

に伴い費用が増減する場合は、協議により指定管理料を改定するものとする。 

なお、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行に伴い、本市の「障

がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に準じて、適切に対応すること。    

    

９９９９    環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした取組取組取組取組    

 本市では、全職員及び事務事業、指定管理施設を含む全施設を対象として、独自の環
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境マネジメントシステムと地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を一体的に運用する

「エコフレンドリーオフィスプラン」により、環境に配慮した取組を推進していること

から、拠点施設の管理運営に当たっては、次のとおり対応すること。 

（１）具体的な取組事項 

  ① 電気・燃料の使用量削減 

    照明、空調機等の使用及び燃料使用量の抑制 

    エコドライブの推進 

  ② イベント等開催時の環境配慮の取組 

    廃棄物の排出抑制、省資源化（リユース食器の利用など） 

  ③ ごみの分別、排出量の抑制 

  ④ 水道使用量の節減 

  ⑤ 紙資源の節約 

    コピー用紙の裏面利用、両面コピーの徹底 

    電子メール等を活用したペーパーレス化の推進 

  ⑥ グリーン購入の推進 

（２）環境に関する事故や苦情発生時の対応 

環境に関する事故や苦情が発生した場合は、適切に対応し、環境に与える影響が大

きいものの場合は、市へ報告し、その指示に従うこと。 

（３）環境関連法令に対する適正な対応 

施設管理において環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。 

    

１０１０１０１０    業務内容業務内容業務内容業務内容    

     指定管理者が行う業務は、次の業務である。なお、これらの業務の全てを第三者に再

委託することは認めないが、業務の一部を第三者に再委託することは、事前に市長の承

認を得ればできるものとする。この場合、指定管理者の資格に住所要件があることから、

市内業者への再委託について、可能な限り配慮すること。 

（１）施設及び設備の維持管理に関する業務 

  指定管理者は、施設及び設備の機能を良好に維持管理し、拠点施設におけるサービス

が円滑に提供され、安全かつ快適に利用できるよう、施設及び設備の日常点検、保守等

の維持管理業務を行うこと。施設の維持管理に係る業務の内容は、おおむね次のとおり

である。なお、業務の詳細及び業務委託内容については、別紙２のとおりとする。 

  ①施設（建物、工作物等）及び設備、備品の維持管理業務 

②清掃・廃棄物処理業務 

③植栽維持管理業務 

  ④自動ドアの保守業務 

  ⑤エレベータの保守業務 
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⑥電気設備・消防設備保守業務 

  ⑦空調設備保守業務 

⑧温泉設備・ポンプ設備保守業務 

⑨水槽・汚水槽の清掃業務 

⑩施設等警備業務 

⑪事務機器等保守点検業務 

⑫施設の軽微な修繕に関する業務 

（２）案内・情報提供に関する業務 

  ①拠点施設の利用者に対して、湯田温泉を始め、市内の回遊促進につながる情報を提

供すること。 

  ②ホームページの管理・運営を行い、情報発信に努めること。 

  ③情報誌等の作成・発行を行うこと。（年３回以上発行） 

  ④情報収集に努め、既存のパンフレット等を活用した情報提供を行うこと。 

  ⑤Wi-Fiスポットを提供すること。 

  ⑥インバウンド対応に積極的に取り組むこと。 

（３）足湯施設の利用に関する業務 

 ①施設の設置目的を踏まえた上で、施設の効率的な利用促進に努めること。 

 ②施設の利用許可に関する業務を行うこと。 

 ③附帯設備の管理、操作説明等の業務 

 ④利用者に対して、ロッカーを無料で貸し出し、鍵を渡すこと。また、鍵の管理も適

切に行うこと。 

 ⑤利用料金の徴収等に関する業務を行うこと。 

利用者から利用前に利用料金を徴収すること。（不払による減収は補てんしない。） 

なお、金額の過誤その他の理由で利用料金の還付が必要になった場合には、還付

事務を行うこと。 

 ⑥利用料金の還付事務を行うこと。 

 ⑦利用料金の減免に関する業務を行うこと。 

湯田温泉観光回遊拠点施設設置及び管理条例施行規則第２条に該当する利用者に

対しては、利用料金の減額又は免除の措置を行うこと。（減免分の減収について市は

補てんしない。） 

なお、指定管理者は、事前に市の承認を得れば、独自に利用料金の減免措置を行

うことができる。（ただし、この場合の減免分の減収について市は補てんしない。） 

⑧中原中也記念館との相互割引に関する業務を行うこと。 

（４）受託事業の実施に関する業務 

 ①基本的な考え方 

  ア 受託事業は、市からの委託を受けて指定管理者が事業を実施するもので、事業主
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体は山口市となる。 

  イ 指定管理者に支払う額は、各年度の当初予算額を限度とする。 

  ウ 各年度の受託事業費の合計が当該各年度の当初予算額を超えた場合は、指定管理

者が負担することとし、残額が生じた場合は市に返還すること。 

  エ 事業の性質によっては、参加者から実費分徴収する等、受益者負担を原則とする

こと。なお、この時の収入は、受託事業に係る事業費に充てることとする。 

  ②受託事業の内容 

    指定管理者は、拠点施設の位置する地域や施設及び機能等の特性を踏まえ、施設

の設置目的の範囲内で、次に掲げる事業を企画・提案し、実施するものとする。た

だし、事前に事業の内容について、市の承認を得ること。 

    なお、平成２９年度に実施した事業は別紙３のとおりである。 

  ア 多用途スペースを活用した企画等 

    施設２階の多用途スペースを活用した展示、企画等に関すること。 

※長期にわたる展示であっても、半年に１度は展示換え等を行うこと。 

  イ その他施設を活用した企画等 

    施設１階の展示スペース、足湯施設ほか施設を活用した企画等に関すること。 

  ウ カフェを活用したメニューの開発や調査、研究 

    拠点施設内のカフェを活用した本市の特産品の発信や周辺の回遊促進につなが    

る飲食メニューの開発、ニーズの把握等調査、研究に関すること。 

  エ 文化施設、観光施設と連携した企画 

    中原中也記念館など近隣の文化施設、観光施設等と連携した企画に関すること。 

  オ 湯田温泉や市内の回遊促進につながる企画 

本市の地域資源を活用した湯田温泉を始め市内の回遊促進につながる企画に関す

ること。 

  カ その他、市が受託事業として認める事業 

    指定管理者が企画・提案する事業で、市が受託事業として認める内容の事業につ 

いては、受託事業として実施することができる。  

（５）自主事業の実施に関する業務 

  ①基本的な考え方 

指定管理者は、実施主体は指定管理者として、自主事業を企画し、実施することが

できる。 

②自主事業の内容 

ア 拠点施設の設置目的に沿ったものであること。 

イ 指定管理者は、自主事業として拠点施設のカフェ機能を活用した飲食物等の提供 

に関する事業を必ず実施すること。詳細については、業務要領（別紙４－１、４

－２）を参照すること。 
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ウ その他、自主事業を実施しようとする場合は、事前に市の承認を得ること。 

  ③自主事業実施における注意点 

自主事業の実施後であっても、自主事業が本来の施設運営に支障を与えていると判

断される場合は、自主事業の改善、中止等を命じる場合がある。 

（６）その他拠点施設の管理運営業務に関すること 

  ①指定された時間に各室及び出入り口等の開錠、施錠を行うこと。 

  ②指定された時間に機械警備の開錠、施錠を行うこと。 

③中原中也記念館・狐の足あと駐車場（以下「専用駐車場」という。）の開錠、施錠を

行うこと。 

④中原中也記念館前庭の開錠、施錠を行うこと。 

⑤毎月の利用状況等について翌月の１０日までに市に報告すること。 

⑥年度終了後３０日以内に次の事項を記載した事業報告書を提出すること。 

ア 拠点施設の業務の実施状況及び施設の利用状況 

 イ 足湯施設の利用に係る料金収入の実績 

 ウ 管理運営業務に係る収支状況 

 エ 受託事業に係る収支状況 

 オ 自主事業に係る収支状況 

 カ 上記ア～オのほか、拠点施設の業務の実態等を把握するために必要な事項 

 ⑦施設利用者の満足度を図るため、毎年度、アンケートを実施すること。 

⑧その他必要に応じ市が指示する業務 

 

１１１１１１１１    備品備品備品備品・・・・消耗品等消耗品等消耗品等消耗品等のののの取取取取扱扱扱扱いいいい    

 拠点施設に附属する市所有の備品等（別紙５）については、その使用及び保管に十分注

意すること。また、指定管理者自らが購入した備品等については指定管理者の所有とし、

その都度市に報告すること。 

 なお、市所有の備品についての消耗品類の更新については、指定管理者の負担とする。 

 

１２１２１２１２    管理運営経費管理運営経費管理運営経費管理運営経費のののの取取取取扱扱扱扱いいいい    

 拠点施設の管理運営に必要な一切の経費は、市が負担する指定管理料のほか、施設等の

利用料金及び自主事業の収益で賄うこと。ただし、１件１０万円以上の修繕等については

市が負担する。 

 また、指定管理者が行う毎年度の管理運営において、利益が生じた場合は指定管理者の

収入とし、損失が生じた場合は指定管理者の負担とするものであること。 

 なお、指定期間中の拠点施設の管理運営に係る経費は、別紙１－１、１－２を参考に積

算し、年度ごとに収支予算書を作成すること。 
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１３１３１３１３    利用料金利用料金利用料金利用料金のののの額額額額    

 施設等の利用料金は指定管理者の収入となるものであり、拠点施設条例で定める額（次

のとおり）の範囲内で自由に定めることができるが、事前に市の承認を得る必要があるこ

と。 

湯田温泉観光回遊拠点施設設置及び管理条例 

別表(第 9条関係) 

施設利用料金基準額 

 

 

１４１４１４１４    指定管理料指定管理料指定管理料指定管理料のののの取取取取扱扱扱扱いいいい    

 拠点施設の管理運営のために市が負担する指定管理料が必要な場合は、収支予算書の収

入の部に「指定管理料」として適正な金額を見積もること。また、指定管理料が必要ない

上に、更に市に収益を還元しようとする場合は、収支予算書の支出の部に「使用料」とし

て適正な金額を見積もること。 

（１）公租公課について 

公租公課（印紙税（受託事業に係る契約に伴うものは除く。）、事業税、法人税、法

人市県民税等）については、指定管理者の負担となるので、市が支払う指定管理料

としての経費に計上しないこと。 

（２）指定管理料の額及び支払 

  指定管理料の額については、提出された事業計画書や収支予算書の内容により、指定 

管理者と協議し、各年度における予算の範囲内で決定するとともに、指定管理者と市が 

締結する協定で定めることとする。 

また、指定管理料の支払は、総額を２分割し、半期ごと（４月、１０月）に行う予定

である。 

 ①管理口座について 

  施設の管理運営に係る経費については、専用の口座によって管理すること。 

 ②経理事務について 

  指定管理者は帳簿等を管理し、適切な経理事務を行うこと。 

 ③検査について 

  市は必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行う。 

 

 

施設 単位 金額 

足湯施設(窓辺の湯、四

季の湯及び言音の湯) 

大人(中学生を除く年齢 15歳以上の者)1人につき 200円 

小人(小学生及び中学生)1人につき 100円 
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１５１５１５１５    リスクのリスクのリスクのリスクの分担分担分担分担    

 リスク分担の方針は別紙６のとおりであるので、指定管理者は自らのリスクに対して、

適切な範囲で保険に加入すること。 

 

１６１６１６１６    協定協定協定協定のののの締結締結締結締結    

 市と指定管理者は、拠点施設を適正かつ円滑に管理運営するために必要な基本事項につ

いて、協議の上協定を締結する。 

 協定は、指定期間全体を通じた基本協定と、指定期間中に毎年度締結する年度協定の２

種類とする。協定の主な項目は次のとおりであるが、市と指定管理者の協議により項目を

変更する場合もある。 

（１）基本協定 ＜例示＞ 

本協定の目的、指定管理者の指定の意義、公共性の尊重、信義誠実の原則、用語

の定義、管理物件、指定期間、本業務の範囲、業務の範囲、業務実施条件、業務

範囲及び業務実施条件の変更、本業務の実施、開業準備、第三者による実施、管

理施設の改修等、緊急時の対応、情報管理、備品等の管理、業務計画書、事業報

告書、事業報告の聴取等、監査委員等による確認、指定管理料の支払、指定管理

料の変更、報奨金及び返還金、利用料金収入の取扱い、利用料金の決定、損害賠

償等、第三者への賠償、保険、不可抗力発生時の対応、不可抗力によって発生し

た費用等の負担、不可抗力による一部の業務実施の免除、業務の引継ぎ等、原状

回復義務、備品等の扱い、山口市による指定の取消し、指定管理者による指定の

取消しの申出、権利・義務の譲渡の禁止、本業務以外の業務、請求等の様式、協

定の変更、疑義についての解釈 

（２）年度協定＜例示＞ 

年度協定の目的、業務内容、指定管理料、疑義等の決定 

 

１７１７１７１７    協議協議協議協議    

 この仕様書に規定するもののほか、指定管理業務の内容及び処理について疑義が生じた

場合は、市と協議すること。 

 

１８１８１８１８    注意事項注意事項注意事項注意事項    

（１）公の施設であることを常に念頭におき、特定の団体等に有利あるいは不利になる運

営を行わないこと。 

（２）個人情報の保護のため、別紙７「個人情報取扱特記事項」の遵守について、職員に

周知徹底させること。  

（３）緊急時対策、防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、職員を指導するとと

もに、事故・災害等が発生した場合には、速やかに応急処置を講じること。 
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（４）指定管理者は、湯田温泉観光回遊拠点施設設置及び管理条例第１４条の規定により、

利用者に対して原状回復の義務を負わせる必要があること。 

（５）指定管理者は、山口市情報公開条例の規定により、施設の管理を行う文書について

は、公開の手続義務が課せられるものであること。 

 

１９１９１９１９    協議協議協議協議    

  この仕様書に規定するもののほか、指定管理業務の内容及び処理について疑義が生じ

た場合は、市と協議すること。 

 


