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１ 趣旨 
平成３１年３月に北溟中学校は東郷中学校と統合して閉校し、老朽化した校

舎等を解体することになりました。これまで本町では、湯梨浜町学校跡地施設

利用検討委員会による協議やサウンディング調査を行い、校舎解体後の旧北溟

中学校跡地の利活用について、検討を進めてきました。これからは民間のみな

さまのアイデアを取り入れ、今後の跡地利用を進めていく必要があると考え、

民間企業、ＮＰＯ等の法人・各種団体等（以下「民間企業等」という。）から

広く当該跡地の利用計画のご提案をいただくため、民間提案募集を行うことと

しました。本要項では当該用地の使用を希望する民間企業等の中から最も有効

な活用が見込める民間企業等を公正かつ適正に選定するために、必要な事項を

定めます。 

 

２ 制度概要 

この制度は、民間企業等から当該跡地の利活用に関する提案を求め、地域の

活性化や産業振興等につながる提案を選定し、本町との協議を経て実施するも

のです。 

また提案自体を知的財産として捉え、提案が採用され、本町と協議が整った

場合には提案者と契約を行い、必要な施設の設置、運営等の事業を実施してい

ただきます。協議の過程において、提案者の独自のノウハウ等については公表

の対象としません。 

ただし、この制度は解除条件付きの制度であり、関係者との調整がつかない

等の事由で提案内容が実現できなかった場合は、本件は事業化されません。 

 

３ 募集する提案 

本町では当該用地を「にぎわいと活力を創出するエリア」として位置付け、

産業の振興や地域の活性化に寄与する提案を募集します。 

ただし、次に掲げるものは提案の対象外とします。 

（１）法令または条例に反するもの。 

（２）公序良俗に反したり、ギャンブル性を有するなど青少年の健全育成の

観点から不適切な活用方法であるもの。 

（３) 本町の新たな財政支出を伴うもの。ただし、本町の自治体経営にとっ

て多大な貢献をする提案で本町が新規に予算設定をすべきと判断した

ものについてはこの限りではない。 
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４ 町の概要及び提案の対象 

（１）湯梨浜町の概要 

湯梨浜町は鳥取県のほぼ中央に位置し、中部圏域の中心地である倉吉市

まで約１０㎞、県庁所在地の鳥取市から西に約３５㎞の位置にあります。 

上質で豊富な湯量に恵まれた温泉資源、全国でも有数の産地である二十

世紀梨、日本海に広がる白砂青松の海岸など、四季折々に移ろいゆく美し

い自然環境に恵まれています。 

  充実した子育て支援等による移住定住を促進するとともに、本町発祥で

あるグラウンド・ゴルフの国際化などを進め、多くの全国大会を開催する

など、活力と魅力あふれるまちです。 

 

（２）対象物件 

所在地 【旧北溟中学校用地】 

湯梨浜町大字田後 745 番、746番、747 番 2・3、748番 2、749番 2、750番 1、

751番、752 番 2・3、753番 2、754番、755番 1・2、756 番、757番 

はわい長瀬 819 番 1、820番、820番 6・7、821 番、822番 3、823 番、824 番 1・

2、825番、826 番 1・2・4・6、827番 1・2・3、828番、829番、830番、831

番、832番、833番、834番、835番 1、843番 9・10 

【旧羽合体育館用地】 

湯梨浜町はわい長瀬 836番 1、837番 1・2、838番 2 

土地面積 【旧北溟中学校用地】47,737 ㎡  

利用可能面積 約 34,427㎡ 

※旧北溟中学校用地は「町立北溟体育館（面積 1,482 ㎡）」以外の建物は解体

撤去予定。町立北溟体育館利用のため、東側入口及び体育館東の駐車場は共用

スペースとなります。（体育館の面積を含め、共用スペースは約 4,510㎡） 

また、同敷地内にはたじりこども園（面積 約 8,800㎡を予定）を建設する予

定ですが、提案内容によっては別の場所への建設を検討します。 

【旧羽合体育館用地】 3,083㎡ 

利用可能面積 約 1,970㎡ 

※北側部分約 1,113㎡については消防団が利用するため、対象面積から除きま

す。 

都市計画に

よる制限 

都市計画区域内 非線引き  

上下水道 

 

〇上水道 

給水については、町道に埋設されている水道管の本管から使用を予定している
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敷地内の配管まで、全て原則事業者負担とします。ただし、使用形態などによ

っては町との協議により負担区分を決定します。 

※詳しくは、本町建設水道課にお問い合わせください。 

 （TEL 0858-35-5328） 

〇公共下水道 

町が、原則旧中学校用地と町道との境界から旧中学校用地側１メートル以内に、

公共汚水桝の設置を行うこととします。ただし、使用形態などによっては、町

との協議により設置場所を決定します。下水道受益者負担金については、売却

の場合は事業者負担、賃貸借の場合は町負担とします。 

※詳しくは、本町建設水道課にお問い合わせください。 

 （TEL 0858-35-5329） 

接道状況 町道 北溟中学校東線 幅員 6.5ｍ 

町道 北溟中学校天神橋線 幅員 9.0ｍ 

※用地内の道路設置は原則事業者負担とします。ただし、使用形態などによ

っては町との協議により、負担区分を決定します。  

災害危険度 洪水想定浸水深 0～0.5ｍ未満 

土地の傾斜 平地 

土壌汚染 中学校として利用する以前に工場等が立地していた経緯はありません。 

情報通信 希望により、町がインターネットの利用と地元ケーブルテレビの視聴が可

能となる光ケーブル線の施設内引込工事を行います。 

 ※インターネット及びケーブルテレビの利用の際は加入金及び利用料が

必要となります。 

 ※インターネットサービスは１０メガ、５０メガ、１００メガ、１ギガ

の４コースがあります。 

 ※詳しくは、本町企画課にお問い合わせください。 

  （TEL 0858-35-5306） 

アクセス 国道 179号（県道羽合東伯線との重用区間）「北溟中学校前（バス停）」を

西へ約 200ｍ。 

現在、令和 8年度供用開始を目指して、整備が進められている国道 179号

バイパス開通後は、はわいＩＣから車で約５分。 

備   考 建物等の地下には解体撤去後に埋設杭が残っている箇所があります。 

 

５ 参加資格に関する事項 

（１）提案者の参加要件 

 この要項により提案を行う者は、提案内容の実施ができる能力（運営力、



- 4 - 

 

資力等）を有する民間企業等とします。 

 また提案者は単独またはグループ（複数の企業・団体等の共同体をいう）

とし、グループで応募する場合は参加表明時に提案者の構成員をすべて明

らかにし、各々の役割分担を明確にすることとします。 

 

（２）提案者の制限 

提案の受付期間の最終日において、次の要件のいずれかに該当する場合

は、提案者及び提案の構成員となることができません。 

① 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する企業等。 

② 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てをしている企業等、ま

たは民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てをしている企業等。 

③ 湯梨浜町暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２

号に規定する暴力団員（以下、「暴力団等」という。）。また暴力団等

と社会的に非難されるべき関係を有している企業等。 

 ④ 湯梨浜町建設工事等入札資格参加者指名停止措置要綱に基づく指

名停止の措置を受けているものまたは保留期間中の企業等。 

 ⑤ 法人税、消費税、及び地方消費税並びに都道府県税及び市町村税を

滞納している企業等。なお、本社等（本店等を含む）と異なる都道府

県（もしくは市町村）に所在する支社等（支店、営業所等を含む）に

委任して、提案をするときには、本社等及び支社等所在地のいずれか

に滞納がある企業等。 

 ⑥ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としている企業等。 

 

６ 事業提案募集の条件 

（１）当該対象用地の使用方法は購入または賃貸借のいずれかとします。（分割

も可能です。） 

賃貸借の場合、提案内容の期間は１０年以上とし、最長で４０年とします。

（それ以降の使用にあたっては、原則、今回と同様の手続により使用者を決

定する予定です。） 

   また、使用期間中に用途変更を行う場合は、町と協議し、承認を得るも

のとします。 

（２）売買基準価格 

・旧北溟中学校用地（体育館・こども園予定地を除く）金 364,926,200円 

・羽合体育館用地  金 20,882,000円 

  ※購入希望面積 1㎡あたり 10,600円 
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（３）貸付基準価格【年額】  

・旧北溟中学校用地（体育館・こども園予定地を除く）金 16,914,123円 

  ※借用希望面積 1㎡あたり 491円（年額） 

・羽合体育館用地  金 1,075,031円 

   ※借用希望面積 1㎡あたり 546円（年額） 

 町の承諾を得た上で、転貸借を可とします。 

（４）契約保証金は売買の場合は売買代金の１００分の１０以上とします。 

賃貸借の場合は賃貸借期間全体の貸付料の１００分の１０以上としますが、

貸付料の１年分を上限とします。 

（５）対象用地全体の使用を原則としますが、部分的に使用する提案も受け付

けます。 

（６）対象用地については更地の状態での引き渡しになりますので、必要な施

設の設置、建設、事業の運営等は全て使用事業者が行うこととします。な

お、事業内容が公共性を有するものである場合等は、施設設置、事業の運

営等に対する町の支援等を検討します。 

（７）対象用地の使用形態等によっては、敷地内道路、上下水道本管の敷設や

緑地部分の整備等について、町が実施する場合があります。  

（８）対象用地の整備にあたっては、関連する法令、条例等を遵守するものと

します。また建物の建設等のために必要な各種法令等に基づく届出は使用

事業者が行うものとします。 

（９）旧北溟中学校用地には町立北溟体育館を存置します。また当該用地の一

部には「たじりこども園」の移転を予定しており、これらの施設運営に支

障のない活用方法の提案が望ましいですが、提案内容によっては「たじり

こども園」を別の場所に移転することも検討します。 

（１０）事業化に向けた協議の開始後から契約締結までの間に、必要に応じて

地域住民を対象とした事業内容等の説明会を開催し、また施設整備、運営

等にあたっては、地域住民との交流や連携を大切にするなど、地域住民と

の良好な信頼関係の構築や周辺の住環境への影響に配慮してください。 

（１１）対象用地の取扱いについては議会の議決を要する場合があります。 

  この場合において、議会で承認されない場合、当該提案は採用されません。 

（１２）本町は、契約の履行状況を確認するため、必要に応じて使用状況等を

調査し、または必要な報告を求めることができるものとします。この場合

において、事業者は正当な理由がない限り、現地調査を拒否することはで

きません。 
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７ スケジュール 

 提案の募集及び審査等は次の日程で行います。各項目における期間をご確認

の上、ご提案ください。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、スケジュール

は変更になる場合があります。 

 

募集要項の公表 令和３年１１月４日（木） 

現地調査及び事前相談（質

疑）の受付 

令和３年１１月８日（月）～令和４年２月２８日（月） 

提案書類の受付 令和４年３月 ７日（月）～令和４年３月３１日（木） 

（必着）  

書類審査（参加資格審査） 令和４年４月上旬 

プレゼンテーション審査 令和４年４月中旬～下旬 

審査結果の通知 令和４年５月中旬 

協定の締結 令和４年５月下旬 

事業化に向けた協議 令和４年６月～１１月 

予算措置等議会議決 令和４年１２月 

契約の締結 令和４年１２月 

事業実施（工事着手） 令和５年１月～ 
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具体的な提案募集の流れ 

 提案者 湯梨浜町 

事前相談   

提案・審査  

 

 

 

 

 

 

 

契約  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案書提出 

事前相談(現地見学) 

提案募集 

受付(書類審査) 

提案書審査 提案審査 

審査結果の通知 

事業化に向けた協議 事業化に向けた協議 

予算措置・議会等 

契約締結 契約締結 

モニタリング 事業（提案）実施 

協定締結 協定締結 
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（１）現地調査及び事前相談（質疑） 

（ア）現地調査 

 ① 提案書類作成のため現地調査を受け付けます。現地調査ご希望の場合

は事前にその旨を申し出てください。 

 （イ）事前相談（質疑） 

① 事前相談を希望する場合は、前記「７ スケジュール」の期間中に「様

式３ 事前相談・質問書」をご記入の上、メールでの提出をお願いしま

す。回答は、面談（オンライン含む）もしくはメールで行います。 

② 相談の内容が個別案件に関わるものでなく、本制度全般に関する事項

の場合は、湯梨浜町のホームページで回答内容を公表する場合がありま

す。 

③ 面談後の質疑については、メールやファクシミリにて回答します。 

 

※ 新型コロナウイルス感染症対策の観点から、現地見学、事前相談(面談)

の際には「３密」を避けるため、マスクの着用や必要最小限の人数で参加い

ただくなど、ご協力をお願いします。 

   また、オンラインでの相談も受け付けます。その場合は事前にメールで 

申し出ください。 

 

（２）提案書の提出 

 別紙提案書及び添付書類を上記受付期間内に湯梨浜町企画課までご提出く

ださい。（郵送での提出も可） 

 

【提出書類】 

名称 留意事項 

湯梨浜町旧北溟中学校

等跡地利用民間提案概

要書（様式第１号） 

 

誓約書 （様式第２号）  

国税及び地方税（都道

府県税、市町村税）の

納税証明書 

令和元年度から令和３年度において未納がないこ

とを証明するもの 

最近３年間の財務諸表 賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等 

 

（３）審査 
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（ア）書類審査 

 提案者から提出された資格審査書類について、参加資格を満たしているか、

また提案書類の内容が提案要件を満たしているか、企画課において書類審査を

行います。 

 審査の結果、双方の要件を満たしていることが確認された提案を有効提案と

し、提案者に対して文書または電子メールで通知します。後日、提案審査の日

程を別途通知します。 

（イ）提案審査 

① 提案内容の審査については、有効提案についてプレゼンテーション及び

ヒアリングにより実施します。審査の結果、採用となった提案については、

事業化に向けた協議対象案件とし、提案した事業者を交渉権者とします。 

 

審査の結果区分  

採用（一部採用含む）  協議対象提案として事業化に向けて、協議に入る

もの 

不採用  事業化に適さないと判断されたもの、現時点では

実現が困難なもの等 

 

② プレゼンテーション及びヒアリングの実施概要 

 一団体当たりの説明時間は 30分以内とし、プレゼンテーション後、20分程

度審査委員会によるヒアリングを実施します。 

 ※ 審査は提案者ごとに個別に行います。 

  ※  提案者側の審査への出席者数は３名以内とします。 

 ※ 審査は非公開とします。 

 

【必須説明事項】   

 ※ 事業計画（事業目的・内容・スケジュール・資金計画・収支計画・関係

法令の遵守等）について 

 ※ 実施体制（組織体制）について 

 ※ 地域への貢献（地域活性化、産業振興等）について 

 

 なお、上記以外の事項については、提案者へ個別に通知します。 
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 (エ) 提案審査の視点 

 提案審査は、次の視点を踏まえて、実施します。 

 

審査の視点  

１ 地域活性化 

産業振興 

経済貢献 

・ 地域の立地特性や資源を生かし、その潜在能

力が最大限発揮できる提案内容か 

・ 地域雇用、地域経済等の活性化や産業振興の

発展が図られる提案内容か 

・地域社会に積極的に貢献する姿勢が見られるか 

２ 独創性 ・ 提案内容に高い独創性と特筆すべき付加価値

があり、町の強みを活かし、他市町村との差別

化を打ち出すことができるか 

３ 実現性 

継続性 

安定性 

・ 事業を安定的に実施できる資金力、技術力、

信用力、人材等を有しているか 

・ 提案の確実な履行が可能か 

・ 事業計画・収支計画の具体性があり、継続性

が高い提案内容か 

 

８ 事業化に向けた協議 

（１）協定の締結 

 協議対象提案を提案した者（交渉権者）は審査結果の通知を受けた場合、速

やかに提案内容の事業化に向けて、湯梨浜町と誠実に協議することについて、

協定を締結します。 

 

（２）事業フレームの構築（事業化に向けた協議） 

 交渉権者と湯梨浜町は提案内容を基に事業化に向けて協力し、詳細協議や必

要な手続等を行い、事業フレームを作成します。 

 協議及び関係者との調整の結果、協議が成立（双方が合意）に至った場合、

交渉権者を契約事業者とします。 

 

（３）協議における留意事項 

 (ア) 協議は、原則として交渉権者が行った提案の範囲内で行うものとしま

すが、提案内容によっては本町の公共サービスとの一部連携について、

協議をさせていただく場合がございます。 
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 (イ) 協議の結果は湯梨浜町ホームページで公表します。合意に至った場合

は「案件名・事業者名・提案概要」を、合意に至らなかった場合は「案

件名・提案概要・合意に至らなかった理由」を公表します。 

 (ウ) 本制度は解除条件付きの制度であり、交渉権者と協議が成立した場合

においても、予算案件等が議会で承認されなかった等の事由により、提

案の事業化が実施できなくなった場合には事業化されません。ただし、

実施できなくなった事由が解消したときは、交渉権者と協議の上、事業

化を図ります。 

 (エ) 協議の結果、合意に至らなかった場合（協議が整わなかった場合）は、

提案内容は事業化されず、協定を解除します。その際、交渉権者が協議

の過程で負担した費用やリスク等については、湯梨浜町は責任を負いま

せん。 

 (オ) 事業概要や協議の経過等については必要に応じて議会等へ報告する

ことがあります。ただし交渉権者の独自のノウハウ等が含まれている内

容については公表の対象としません。 

 

９ 契約・事業実施 

 交渉権者と湯梨浜町は、協議成立後、提案事業の実施について随意契約を締

結します。契約締結後、事業者は責任を持って提案内容(当該事業)を実施しま

す。 

 

１０ 契約の解除等 

 契約の解除等についての基本的な考え方は次のとおりとします。 

 

（１）事業者等の債務不履行等による場合 

   次のアからエの事由に該当すると認められるときは、湯梨浜町は協定を

解除し、又は契約を締結しない、もしくは既に締結したこれらの契約を解

除することができるものとします。 

   なお、アからエにより湯梨浜町が協定及び契約を解除し、湯梨浜町に損

害が生じたときは、事業者は湯梨浜町に対し損害賠償することとします。 

ア 資格を偽るなど不正な行為により、事業を実施したとき 

イ 事業者が契約に定める義務を履行しないとき 

ウ 事業者が破産手続開始、民事再生法手続開始、特別清算開始、会社

更生手続開始もしくはこれに類する法的倒産処理手続の申立を受け、

またはこれを自ら申立をしたとき 
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エ 営業譲渡の決議がされたとき、強制執行の申立、競売申立、仮処分

の申立を受けたとき 

 

（２）不可抗力又は法令変更による場合 

   不可抗力（天災、感染症又はテロ等の人災）、政府又は官公庁による規

制、命令、要請または法令変更等によるやむを得ない理由により、長期に

わたる事業停止等が生じた場合または事業実施に過大な追加費用が発生

するなど、事業の継続が困難であると認められる場合に、湯梨浜町は事業

を終了または解除することができます。 

   不可抗力か否かの判断等は湯梨浜町と事業者の間で協議を行い、決定す

ることとします。 

 

１１ その他の事項 

（１）本提案制度に係る経費は、すべて事業者負担とします。 

（２）提出された書類は一切返却しません。 

（３）提案書類に係る著作権は提案者に帰属します。 

（４）提案書類の提出後の修正及び変更は、原則認めません。ただし、特に町

長が必要と認める場合は、この限りではありません。 

（５）提案書類は、提案の審査以外使用しません。それ以外の目的で使用する

場合は、当該事業者の了解を得た上で行います。 

（６） 事業の提案に記載された内容及び個人情報は、本提案審査のみに使用

し、湯梨浜町情報公開条例（平成 16年条例第 7号）及び湯梨浜町個人情

報保護条例（平成 16年条例第 8号）に基づき、適正に管理します。 

（７） 審査に対する不服申立はできません。 

（８） なお、当該用地利活用に係る支援制度については、別途公表される「鳥

取県湯梨浜町企業立地ガイド（旧北溟中学校跡地）」でご確認ください。 

 

 

本件に係る担当課（問い合わせ先） 

 湯梨浜町企画課 企画情報係 

   〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字久留 19番地１ 

                      電話：        0858-35-5304、5305 

                   ファクシミリ：  0858-35-3697 

                   電子メール:    ykikaku@yurihama.jp 

           湯梨浜町ホームページ  https://www.yurihama.jp                    


