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はじめに 

真室川町（以下「町」という。）は、まむろ川温泉梅里苑（以下「梅里苑」という。）の管

理運営に関し、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及びまむろ川

温泉梅里苑設置及び管理に関する条例（平成１２年町条例第１９号、以下「条例」という。）

の規定に基づき、指定管理者を募集します。 

 

 

Ⅰ 施設の概要 

１ 名称        まむろ川温泉梅里苑 

２ 所在地       真室川町大字平岡 894番 2 

３ 施設の規模     敷地面積 76,773.09㎡ 

建築面積  2,652.47㎡ 

延床面積  2,496.14㎡ 

４ 施設の設置目的   まむろ川温泉梅里苑は、町民の福祉向上と健康増進、町づくり

の活性化に寄与することを目的としている。 

５ 施設の内容     ① 構造規模：木造平屋建 一部（渡り廊下）鉄骨造平屋建 

② 施設内容：まむろ川温泉梅里苑（日帰り宿泊棟）・（体験交

流の森） 

③ 開館：平成 12年 4月 

注） 施設の詳細は、別紙「まむろ川温泉梅里苑指定管理者業務仕様書（以下「仕様書」

という。）」をご覧ください。 

 

 

Ⅱ 募集の内容 

１ 募集の目的 

町が要求する業務の仕様に基づき、民間事業者等のノウハウを活用することにより、

サービスの向上を図るとともに、より効果的かつ効率的な管理運営を行うため、公募に

よる指定管理者制度を導入します。 

 

２ 指定の期間 

令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間とします。 

ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、この期間内であっても、

指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることがあります。 

なお、指定の期間中に大規模改修工事が発生した場合は、臨時休業期間の業務及び町

が支払う指定管理料について別途協議するものとします。 
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３ 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。 

（１）まむろ川温泉梅里苑の施設の運営に関すること 

（２）まむろ川温泉梅里苑の利用料金及びその他料金の徴収に関すること 

（３）まむろ川温泉梅里苑の事業企画等に関すること 

（４）まむろ川温泉梅里苑の施設の維持管理に関すること 

（５）まむろ川温泉梅里苑の事業計画・事業報告書等に関すること 

（６）まむろ川温泉梅里苑の庶務・経理に関すること 

（７）まむろ川温泉梅里苑の業務の引継ぎに関すること 

（８）その他必要事項、町からの指示事項 

注）業務の範囲及び内容については、仕様書をご覧ください。 

なお、指定管理者には、仕様書に記載の町有施設の維持管理業務を合わせて委託する。 

 

４ 指定管理料 

指定管理業務は、町が支出する指定管理料により行っていただきます。 

なお、地方自治法第２４４条の２第８項に規定する利用料金制度を導入しますので、

指定管理者は、町からの指定管理料のほか、利用者が支払う利用料金を自らの収入とす

ることができます。 

（１）指定管理料の額 

各年度の指定管理料の額は、指定管理者から提出された事業計画書及び収支予算書

を参考に、毎年度ごとに予算の範囲内で「年度協定」を締結し定めるものとします。 

初年度（令和２年度）における指定管理料については、下記の金額を上限額としま

す。 

上限額の金額 
￥４３，０００千円 

（消費税及び地方消費税の額を含む） 

   ただし、町が支払う指定管理料のうち、１３，０００千円相当分は施設及び設備の

修繕にあてるものとします。 

（２）指定管理料の支払方法 

指定管理業務に要する経費は、指定管理者からの請求に基づき、会計年度（４月１

日から翌年３月３１日まで）ごとに支払うこととしますが、支払時期や方法について

は年度協定で定めるものとします。 

（３）指定管理料の精算 

適正な管理運営の中で指定管理者の経営努力による剰余金が発生した場合、原則と

して返還を求めません。また、不足が生じた場合は、原則として補填は行いません。 
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Ⅲ 業務の実施条件 

指定管理者が、指定期間中における指定管理業務遂行に必要な実施条件は次のとおりと

し、内容の詳細は別紙仕様書に示すとおりとします。 

 

１ 基本的事項 

（１）業務執行体制の確立 

指定管理者は、業務を遂行するために必要な人員を確保し、業務に適した執行体制

を確立して下さい。 

（２）開苑時間及び休苑日 

① 開苑時間   ・宿泊施設 午後３：００～翌朝１０：００ 

         ・温泉施設 午前６：００～午後９：００（4月～10月） 

               午前７：００～午後９：００（11月～3月） 

         ・休憩室  午前８：００～午後９：００ 

② 休苑日    月１回（毎月第 4月曜日。ただし、該当日が 26 日（ふろの日） 

         及び祝祭日の場合は翌日）を休苑日とします。 

注）ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町の承認を受けてこれ

を変更し、又は臨時に休苑することができます。 

注）開苑時間及び休苑日については上記を基本としますが、開苑時間の延長等につ

いて提案がある場合は、指定管理者が提案してください。 

（３）利用料金制度の導入 

梅里苑の使用料については、地方自治法第２４４条の２第８項に規定する利用料金

制を採用しますので、指定管理者の収入として収受できます。 

① 利用料金の設定 

梅里苑の利用料金については、条例に定める使用料の範囲内で、指定管理者があ

らかじめ町の承認を得て定めることになります。 

② 利用料金の減額又は免除 

梅里苑の利用料金については、一定の基準で減額又は免除しているものがありま

す。これまで減額又は免除していた基準については、同様の取扱いをしてください。 

ただし、指定管理者が基準等に基づき行った利用料金の減額又は免除の額につい

て、町は補塡を行いません。 

注）減額又は免除の基準は、施設概要の「Ⅱ 使用料等」の「２ 使用料の減免」

をご覧ください。 

③ 利用料金の還付 

利用料金の還付を受けようとする者から、条例第 7 条第 2 項の規定に基づき利用

料金還付申請書の提出があった場合は、指定管理者は利用料金を還付しなければな

りません。 
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④ 自主事業の実施に伴う収入 

指定管理者は、町の承認を得て、梅里苑の設置目的に合致し、かつ施設の利用促

進若しくは町民サービスの向上につながる事業を実施することで、その参加費等を

自らの収入とすることができます。なお、自主事業の実施において指定管理料に損

失が生じた場合、町は補塡を行いません。 

注）自主事業の参加費等の額は、利用者にとって大きな負担にならないよう配慮し

てください。 

（４）関係法令等の習得 

指定管理者は、業務に従事する職員に対して業務開始前までに必要な法令や条例等

の習得をさせるとともに、業務開始後も必要な都度研修の場を設けるものとします。 

（５）個人情報の保護 

指定管理者は、真室川町個人情報保護条例（平成 17 年町条例第２号）等に基づき、

適正な個人情報管理を行うとともに、次に掲げる必要な措置を講じるとともに、漏え

い、滅失、毀損等に関する十分な防止策を講じるものとします。 

① 個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。 

② 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損等を防止すること。 

③ 業務の遂行上保有する必要がなくなった個人情報については、原則として確実

かつ速やかに廃棄又は消去すること。 

（６）業務の再委託 

指定管理者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負

わせることはできません。 

業務の一部を委託する場合は、あらかじめ書面により町の承認を得ることとする。 

再委託を行う業務については、再委託予定調書（様式 4）にその旨を記載するとと

もに、収支計画書に当該業務の委託料を計上してください。 

（７）文書の保存・管理 

指定管理者は、業務の遂行にともなって作成し、又は取得した文書を適正に管理し

保存するものとします。また、指定期間終了後は町に引き渡すものとします。 

（８）守秘義務 

指定管理者は、業務上知り得た内容を第三者に洩らしたり、自己の利益のために使

用することはできません。指定期間終了後も同様です。 

（９）業務に要する経費の執行管理 

指定管理者は、指定管理業務に関する収支の会計を区分・独立させ、別段口座で管

理するとともに、適正に執行管理するための体制をとるものとします。 

（10）危機管理体制の構築について 

指定管理者は、自然災害、人為災害、事故等のあらゆる緊急事態、不測の事態に迅 
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速かつ適切に対応できるよう危機管理体制を構築するとともに、対応マニュアルや緊

急連絡体制を整備し、町へ報告しなければなりません。 

 

２ 適正な管理の確保に関する事項 

（１）報告書の提出  

指定管理者は、業務の実施状況や収支状況等について、月及び年度ごとに報告書を

作成し町に提出するものとします。また、町が必要と認めるときは、町は指定管理者

に対して随時報告を求めますので、提出しなければなりません。 

（２）実地調査の実施  

町は、必要な場合、業務状況に関して実地調査を行い、指定管理者に対して調査結

果に基づく指示等を行います。指定管理者は、町から指示があった場合、必要な改善

等の措置を講じなければなりません。 

（３）事業評価の実施 

町は、指定管理者が事業計画書に基づき提供する業務の仕様を確認するため、指定

期間中に５回、第三者による事業評価を行います。 

なお、評価の実施方法は協定において定めるものとします。 

 

３ 町と指定管理者とのリスク分担 

町と指定管理者との業務上のリスク分担については、下記のとおりとします。 

段階 
リスクが生ずる原因 リスク分担 

種類 内容 町 指定管理者 

共通 

法令等の変更 指定管理者が行なう管理営業業務に及ぼす

法令等の変更等 
 ○ 

第三者賠償 本業務における公害、生活環境阻害等  ○ 

物価変動 指定後のインフレ・デフレ  ○ 

金利変動 金利変動  ○ 

不可抗力 自然災害等による業務の変更、中止、延期 協議事項 

申請段階 

申請コスト 指定管理者の指定申請時における費用負担  ○ 

資金調達 必要な資金の確保  ○ 

許認可等 

町が取得すべき許認可等が取得。更新され

ないことによる事業の中止、延期 
〇  

指定管理者が取得すべき許認可等が取得。

更新されないことによる事業の中止、延期 
 〇 

運営段階 

施設競合 施設競合による利用者減・収入減  ○ 

需要変動 当初需要見込みと異なる状況  ○ 

運営費の膨張 町以外の要因による運営費の膨張  ○ 

施設等の損傷 
管理上の瑕疵による施設等の損傷  ○ 

上記以外による施設等の損傷 協議事項 
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維持修繕 

法令改正により必要となった施設躯体の改

修等 
○  

指定管理者の管理瑕疵によらない施設、設

備の損傷に伴う修繕工事及び施設設備備品

等の修理【1 件・1,000 千円（消費税等を含

む）を超えないもの】 

 ○ 

指定管理者の管理瑕疵によらない施設、設

備の損傷に伴う修繕工事及び施設設備備品

等の修理【1 件・1,000 千円（消費税等を含

む）を超えるもの】 

協議事項 

経年劣化による備品の更新（町の予算の範

囲内で可能なもの） 
〇  

施設の効用等を高めるために指定管理者の

提案によって実施する修繕等の費用 
協議事項 

債務不履行 

施設設置者（町）の協定内容の不履行 ○  

指定管理者による業務及び協定内容の不履

行 
 ○ 

損害賠償 

管理上の瑕疵による事故及びこれに伴う損

害 
 ○ 

施設の火災共済保険加入（施設の瑕疵によ

るもの） 
○  

上記以外による事故及びこれに伴う損傷 協議事項 

運営リスク 

管理上の瑕疵による臨時休苑等に伴う運営

リスク 
 ○ 

施設等の不備や火災等の事故による臨時休

苑等に伴う運営リスク 
協議事項 

引継コスト 
撤退若しくは満了時における施設管理の引

継ぎコストの負担 
 ○ 

 

４ 法令等の遵守 

指定管理者は、梅里苑の管理業務の遂行にあたり、関連する法令等を遵守してくださ

い。 

 

５ 業務の継続が困難となった場合の措置 

（１）協定書の解釈について疑義が生じた場合又は協定に定めのない事項が生じた場合 

町と指定管理者は誠意を持って協議するものとします。 

（２）指定管理者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合 

町は指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部又は一部の停止等の措置をとる

ものとします。この場合、町に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。 

また、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく梅里苑の管理業務を遂行

できるよう引継ぎを行うものとします。なお、その際に生じる費用は全て指定管理者

の負担とします。 

（３）その他の事由により業務の継続が困難となった場合 

災害その他の不可抗力等、町及び指定管理者双方の責に帰すことができない事由の

場合、業務継続の可否については双方で協議するものとします。 
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なお、一定期間内に協議が整わない場合、町は指定管理者との協定を解除できるも

のとします。 

また、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく梅里苑の管理業務を遂行

できるよう引継ぎを行うものとします。なお、その際に生じる費用は全て指定管理者

の負担とします。 

 

６ 賠償責任保険等への加入 

指定管理者は、管理運営上の瑕疵が原因で対人・対物事故等が発生した場合に対応す

るため、賠償責任の保険等に加入するものとします。 

なお、賠償金額の基準は下記のとおりとします。 

（１）対人賠償 １名につき１億円、１事故につき１億円 

（２）対物賠償 １事故につき１千万円 

 

 

Ⅳ 申請手続き 

１ 申請の資格 

（１）法人、その他の団体（以下「法人等」という。）であること。（法人格の有無は問い

ません。ただし、個人での申請はできません。） 

グループ（共同事業体）による申請も可能としますが、その場合は次によるものと

します。 

ア 単独で申請した法人等は、グループによる申請の構成員になることはできません。 

イ 同時に複数のグループの構成員になることはできません。 

ウ 原則として、申請後にグループの代表や構成員を変更することはできません。 

（２）次の者又は事項に該当しないこと（グループによる申請の場合は、構成員全てが次

の者又は事項に該当しないこと） 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４（同条を準用する場

合を含む。）の規定により、本町および真室川町県における一般競争入札又は指名競

争入札の参加を制限されていないこと。 

イ 本町および山形県から指名停止措置を受けていないこと。 

ウ 町税、県税、法人税、消費税等の滞納がないこと。 

エ  会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 

号）の規定に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。 

オ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第 11 項の規定により、指

定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者でないこと。

ただし、合併、分割等による法人格の変更などの再度指定手続に伴う指定の取消し
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を除く。 

カ 法人等の代表者等（法人の場合は法人の役員（非常勤役員を含む。）、支配人及び営

業所の代表者、団体の場合は理事等法人の場合と同様の責任を有する者を含む。）が、

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年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）でないこと。 

キ 暴力団員等がその事業活動を支配していないこと。 

ク 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれが

ないこと。 

 

２ 申請に係る書類の配付等 

（１）募集要項等の配付 

①期間  令和元年７月２２日（月）から令和元年９月１０日（火）まで 

（土曜日・日曜日・祝日は除きます。） 

②時間  午前９時から午後５時まで 

③場所  真室川町企画課（役場２階） 

④資料  募集要項、仕様書、施設概要、申請に必要な書類等の様式 

配付資料は、町ホームページからダウンロードできます。 

町ホームページ https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/ 

（２）募集要項等に関する質問の受付及び回答 

①質問受付期間  令和元年７月２２日（月）から令和元年８月５日（月） 

午後５時まで（必着） 

注）持参の場合は土曜日・日曜日・祝日は除きます。 

②質 問 方 法  質問票（様式 9）に記入のうえ、持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メ

ールにより真室川町企画課に提出してください。 

企画課メールアドレス： kikaku@town.mamurogawa.yamagata.jp 

③回 答 方 法  令和元年８月６日（火）まで質問者に回答書を送付するほか、質

問内容のＱ＆Ａを町ホームページで公開します。なお、所定の様

式によらない質問や、申請に直接関連しない質問には回答しない

場合があります。 

（３）施設説明会 

希望者につきましては、現地にて施設説明会を開催します。ご希望の場合は、現地

説明会参加申込書（様式 10）の記入欄に必要事項を記入し、令和元年７月２６日（金）

まで、真室川町企画課まで提出してください。 

（４）申請書類の受付 

①受付期間  令和元年７月２２日（月）から令和元年９月１０日（火）まで 
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受付時間は、午前９時から午後５時まで（必着）とします。 

注）土曜日・日曜日・祝日は除きます。 

②提出方法  真室川町企画課（役場２階）に郵送または持参してください。 

       注）郵送の場合は、期限までに届くようご注意ください。 

 

＜申請までのスケジュール＞ 

事  項 期  間 場  所 

募集要項等の配付 
令和元年 7月 22日（月） 

～9月 10日（火） 
真室川町企画課 

施設説明会 令和元年 7月 30日（火） まむろ川温泉梅里苑 

募集要項等に関する 

質問受付 

令和元年 7月 22日（月） 

～8月 5日（月） 
真室川町企画課 

募集要項等に関する 

質問への回答 

令和元年 7月 22日（月） 

～8月 6日（火） 
真室川町企画課 

申請書類の受付 
令和元年 7月 22日（月） 

～9月 10日（火） 
真室川町企画課 

 

 

Ⅴ 審査の方法及び指定の手続き 

１ 審査の方法及び基準 

（１）審査の方法 

① 書類審査 

提出していただいた書類をもとに、申請の資格や事業計画等の内容を審査します。 

② ヒアリング審査 

申請者に対して、町が設置する審査委員会の委員による事業計画等についてのヒ

アリングを行います。日時や内容等の詳細については、後日通知します。 

③ 審査委員会の開催（指定管理者の候補者の選定） 

町で設置する審査委員会において指定管理者の候補者を選定します。 

選定に当たっては、審査の基準に基づき、申請者及びその事業計画書の内容等に

ついて審査及び評価を行います。 

（２）審査の基準 

真室川町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定に基づき、

審査の項目等は、別紙「選定基準及び配点」のとおりとします。 
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２ 選定結果の通知 

選定結果については、審査委員会による選定を経て、後日申請者全員に文書で通知

します。 

また、指定管理者の候補者の選定結果の概要等については、町ホームページで公表

します。 

 

３ 指定手続等 

（１）指定手続 

指定管理者の候補者については、地方自治法の規定により、指定管理者として指定

する議案を町議会に提案し、議決後に指定管理者として指定します。 

指定については、指定管理者へ文書で通知するとともに、真室川町公の施設の指定

管理者の指定手続きに関する条例（平成１７年条例第１３号）の規定に基づき、告示

します。 

（２）業務引継ぎ 

指定管理者の指定は、町議会において、指定管理者の指定が議決された後となりま

す。指定後、速やかに現場研修と業務引継ぎに入っていただきます。 

また、業務引継ぎに要した費用は、全て指定管理者として選定された法人等の負担

とします。 

（３）協定の締結 

指定にともない、施設の管理に係る細目的事項、町が支払うべき指定管理料の額、

責任等を定めるため、協議により協定を締結します。 

協定は、指定期間全体の基本協定及び毎事業年度ごとの年度協定とします。 

（４）その他 

協定を締結する前までに、指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる

事情が生じたときは、指定管理者に指定しないことがあります。 

また、町議会の議決が得られなかった場合及び否決された場合も同様です。なお、

その場合、指定管理業務及びその準備のために支出した費用等については、一切補償

しません。 

 

Ⅵ 提出書類 

応募申請時に、以下の書類を 10 部（正本 1 部、副本 9 部）提出してください。なお、

書類はＡ４判サイズに統一し提出してください。 

１ 指定管理者の指定申請書（様式第 1号） 

２ 資格要件に係る申立書（様式第 2号） 

３ 事業計画書（様式 1） 
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４ 収支計画書（様式 2） 

５ 施設管理年間計画表（様式 3） 

６ 再委託予定調書（様式 4） 

７ 申請を行う法人等の概要（様式 5） 

８ 申請の資格を有していることを証する書類（公的証明書は 3 ヶ月以内に交付された

もの） 

区 分 必要書類 備 考 

１者単独

による申

請 

①設立趣旨、沿革、組織、事業内容等を記載し

た書類 

②定款、寄附行為、規約、その他これらに相当

する書類 

③法人登記簿の謄本（履歴事項全部証明書） 

④役員名簿及び役員の略歴を記載した書類 

⑤法人町民税、固定資産税、その他町税の納税

証明書 

⑥法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書 

 

 

 

 

 

③法人のみ 

④役員氏名のﾌﾘｶﾞﾅ及び役員の生

年月日を記載のこと 

 

⑤⑥納税義務がない場合は不要 

⑤⑥直近 3事業年度分 

グループ

による申

請 

グループの構成員全ての上記①～⑥ 

⑦グループ（共同事業体）申請構成表（様式 6） 

⑧グループの申請等に関する委任状（様式 7） 

⑨グループ（共同事業体）協定書（様式 8） 

 

 

 

⑨別紙様式 8を参考に作成のこと 

９ 申請を行う法人等の経営状況等に関する書類 

（１）直近 3 事業年度の財務諸表（財産目録、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに

準じる書類） 

注）該当する事業年度が無い場合もその旨を記載した書類を提出してください。 

（２）収支予算書を作成している法人等については、令和１年度（現年度）収支予算書

又はこれに相当する書類 

10 業務の実施等に関する提案書（任意） 

業務に対する考え方やその内容を記載した事業計画書（様式 1）を提出していただ

きますが、提案を求めている事項のほかにも業務の実施等にあたり提案がありました

ら、任意様式により資料等を提出してください。 

 

 

Ⅶ その他の留意事項 

１ 申請内容変更の禁止 

申請書類提出後に提出書類等の内容を変更することはできません。（軽易なものを除

く。） 
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２ 失格事項 

申請者が提出した申請書類等が次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

（１）申請書類等に虚偽の記載があったとき。 

（２）募集要項に定めた資格・要件が備わっていないとき。 

（３）同一団体が異なる申請書を複数提出したとき。 

（４）その他不正な行為が認められたとき。 

３ 申請書類の取扱い 

申請書類等は理由の如何にかかわらず返却しません。 

４ 申請の辞退 

申請を行った後に辞退する際には、辞退届（任意様式）を提出してください。その際

も提出書類は返却しません。 

５ 費用負担 

申請に関する費用は、全て申請者の負担とします。 

６ 提出書類の取扱い及び著作権 

提出書類等の著作権は、各申請者に帰属します。なお、施設の管理に関連して公表す

る場合、その他町が必要と認める場合には、町が提出書類の全部又は一部を無償で使用

できるものとします。 

７ 追加書類の提出 

町が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがあります。 

８ 資料等の目的外使用の禁止 

町が提供する資料は、申請に関する目的以外で使用することを禁じます。また、申請

に関する目的であっても、町の了承を得ることなく第三者に対してこれを使用させたり

内容を提示したりすることを禁じます。 

９ 公文書 

申請書類は、真室川町情報公開条例（平成１２年町条例第５号）第 2 条に定めるとお

り公文書として公開請求に対し公開すべき情報となります。 

 

 

Ⅷ 問合わせ及び申請書類等の提出先 

真室川町企画課産業交流係 （担当：池添） 

電話 0233-62-2111  FAX 0233-62-2731 

E₋mail：kikaku@town.mamurogawa.yamagata.jp 


