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上の台緑の村に関するサウンディング型市場調査

実施要領

令和４年１０月２６日

安来市政策推進部観光振興課

１．調査の目的

上の台緑の村は、山村振興と地域の持つ特性を高度かつ総合的に利用して、環境整備を図り、

自然等の地域資源を開放し、都市交流を実施することにより、地域住民の知識技能の向上と所得

の向上を図り、もって地域の活性化と就業の場の拡大に資するため１９９２年（平成４年）に開

設されました。

しかしながら、設置後３０年が経過する中、少子高齢化、多様化するライフスタイルや価値観

の変化に加え、施設等の老朽化、コロナ禍の影響を受け利用者が減少する等、上の台緑の村を取

り巻く環境も設置当初と比べ大きく変化してきているところです。

つきましては、民間事業者の皆様のノウハウや知識をお借りしながら市場性の有無や公募事業

の成立の可否等を検討するために、サウンディング型市場調査（以下「サウンディング」という。）

を実施いたします。施設設立当初の目的や役割にとらわれず、時代の変化に対応する形で当該施

設の機能を見直すことで、利用者数の増加や、交流人口の増加に繋げるための方策等について、

当該施設内の建物は現状有姿での民間譲渡、対象用地は無償貸与を前提として、広くご意見やご

提案を募集いたします。

２．対象用地・施設の概要

（別紙６）施設概要をご参照ください。

３．スケジュール

実施要領の公表 令和４年１０月２６日（水）

※公表場所

安来市ホームページからダウンロードできます。

現地見学会の参加受付 令和４年１０月２６日（水）から

令和４年１２月５日（月）１７時まで随時受付

現地見学会の開催

（事業者の申込による）

令和４年１１月２日（水）から

令和４年１２月１６日（金）まで随時

質問の受付 令和４年１０月２６日（水）から

令和４年１１月１６日（水）１７時まで

質問への回答 令和４年１１月２１日（月）

サウンディング参加申込受付・

ヒアリングシート提出受付

令和４年１１月２４日（木）から

令和５年１月１０日（火）１７時まで
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※本調査の結果をもとに、令和５年度に事業の公募を行い、令和６年度中の事業開始に向けた

検討を行う予定です。

４．サウンディングの内容

（１）サウンディングの対象

○上の台緑の村の利活用による事業の実施主体となる意向を有する法人、個人事業主及びそれ

ぞれのグループ。

○上の台緑の村の利活用による事業の実施に関心を有する法人、個人事業主及びそれぞれのグ

ループ。

○対話等の本調査に協力する意思を有する法人、個人事業主及びそれぞれのグループ。

ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。

①地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４の規定に該当する者

②参加申込書提出時点で、本市の指名停止措置を受けている者

③会社更生法（平成 14年法律第 154 号）及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく

更生・再生手続き中の者

④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号から

第６号に規定する団体又は団体に属する者

⑤法人税、法人市町村民税、消費税及び地方消費税を滞納している者

⑥社会保険（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）の未加入、もしくはこれらに係る保険料を

滞納している者

⑦宗教活動、政治活動を主たる目的とする法人等

（２）サウンディングの項目

（別紙３）ヒアリングシートをご参照ください。

５．サウンディングの手続き

（１）現地見学会の開催

当該施設の概要等について、サウンディングへの参加を希望する事業者向けの現地見学会を実

施します。

参加を希望される場合は、期日までに下記の必要書類を提出してください。

① 申込受付期間

令和４年１０月２６日（水）から１２月５日（月）１７時まで【必着】

サウンディング実施日時及び

場所の連絡

受付後、事業者の希望等により随時調整

サウンディングの実施 令和４年１２月９日（金）から

令和５年１月２５日（水）まで随時

実施結果概要の公表 令和５年３月以降
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② 提出書類

（別紙１）現地見学会申込シート

③ 提出方法

電子メールまたは郵送

※電子メールの場合は、メールのタイトルを【サウンディング現地見学会参加申込】と

し、申込書をＰＤＦファイルにてお送りください。

※郵送による提出の場合は、収受のトラブルを防ぐため、必ず受取日時及び配達された

ことが証明できる方法としてください。

④ 見学会開催期間

令和４年１１月２日（水）から１２月１６日（金）まで随時（個別に行います。）

※現地見学会への参加申込をいただいたグループの担当者あてに、実施日時等を電子メー

ルにてご連絡します。希望に沿えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

⑤ 提出先

島根県安来市政策推進部観光振興課（８．問い合わせ先のとおり）

（２）サウンディングに関する質問

サウンディングに関する質問をされる場合、期日までに下記の必要書類を提出してください。

① 受付期間

令和４年１０月２６日（水）から１１月１６日（水）１７時まで【必着】

② 提出書類

（別紙５）質問書

③ 提出方法

電子メールまたは郵送

※電子メールの場合は、メールのタイトルを【サウンディング質問書】とし、質問書を

ＰＤＦファイルにてお送りください。

※郵送による提出の場合は、収受のトラブルを防ぐため、必ず受取日時及び配達された

ことが証明できる方法としてください。

④ 質問への回答

令和４年１１月２１日（月）に質問者の情報を省いた後、安来市ホームページにアップす

る予定です。

なお、質問内容によってはお答えできない場合がありますので、あらかじめご了承くださ

い。

⑤ 提出先

島根県安来市政策推進部観光振興課（８．問い合わせ先のとおり）

（３）サウンディングの参加申し込み等

サウンディングの参加を希望される場合は、期日までに下記の必要書類を提出してください。
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① 受付期間

令和４年１１月２４日（木）から令和５年１月１０日（火）１７時まで【必着】

② 提出書類

（別紙２）サウンディングエントリーシート

（別紙３）ヒアリングシート

（別紙４）暴力団排除に関する誓約書兼同意書

③ 提出方法

電子メールまたは郵送

※電子メールの場合は、メールのタイトルを【サウンディング参加申込】とし、申込書

をＰＤＦファイルにてお送りください。

※郵送による提出の場合は、収受のトラブルを防ぐため、必ず受取日時及び配達された

ことが証明できる方法としてください。

④ 提出先

島根県安来市政策推進部観光振興課（８．問い合わせ先のとおり）

（４）サウンディングの日時及び場所の連絡

サウンディングへの参加申込をいただいたグループの担当者あてに、実施日時及び場所を電子

メールにてご連絡します。希望に沿えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

（５）サウンディングの実施

① 実施期間

令和４年１２月９日（金）から令和５年１月２５日（水）

１０時～１５時

② 所要時間

３０分～１時間程度

③ 場所

安来市役所 安来庁舎

④ その他

（ア）サウンディングは参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行います

（非公開）。

（イ）当日の詳細な日程、会議室等については、サウンディングエントリーシート受付後、

参加事業者へ個別に調整の上、決定します。

（ウ）対面によるサウンディングの場合、新型コロナウイルス感染症予防のため、マスク

の着用をお願いします。

（エ）オンラインによるサウンディングを希望される場合は、サウンディングエントリー

シートの送付時等にお申し出ください。

（オ）サウンディングの実施に際して、説明のために補足資料（イメージパース、配置図

等）を当日計１０部ご持参ください。オンラインによるサウンディングをご希望の場
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合は、当日までに計１０部お送りください。

（カ）サウンディングの実施に際して、当市が準備する機器は、スクリーンとプロジェク

ターです。それ以外の機器については、必要があれば持参してください。

（キ）サウンディング申込み後に辞退される場合は、８．問い合わせ先へ連絡願います。

（６）サウンディング結果の公表

サウンディングの実施結果について、概要の公表を予定しています。なお、参加事業者の名称

は公表しません。また、参加事業者のノウハウに配慮し、公表にあたっては、事前に参加事業者

へ内容の確認を行います。

６．留意事項

（１）参加事業者の取り扱い

① サウンディングへの参加実績を、事業者公募における評価の対象とすることがあります。

（例：サウンディングへの参加実績や提案内容に関する評価項目を設けて加点を行うなど）

② 対話を通じて自らのノウハウ等一定程度公募内容に反映する可能性があると同時に、安来

市の方針や要望等を十分に理解した事業提案が可能になります。

（２）費用負担

サウンディングへの参加に要する費用（書類作成、現地見学、対話への参加費用等）は、参加

事業者の負担とします。ご了承ください。

（３）追加対話への協力

本サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話（文書照会含む）やアンケート等を実施

させていただくことがあります。その際にはご協力をお願いいたします。

（４）対話実施における安来市の体制

政策推進部観光振興課及び関係課

（５）その他

① サウンディングで提出された書類等については、著作権は作成した事業者に帰属しますが、

返却はいたしません。

② 対話にあたって知り得た情報を、許可なく第三者に伝えることを禁止します。

③ 各種図面等の閲覧を希望する場合は、実施要領の交付期間内に限り安来市役所２階の政策

推進部観光振興課で閲覧が可能です。必ず事前にご連絡をいただき、時間等予約したうえで

来庁してください。
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７．別紙・参考資料

（別紙１）現地見学会申込シート

（別紙２）サウンディングエントリーシート

（別紙３）ヒアリングシート

（別紙４）暴力団排除に関する誓約書兼同意書

（別紙５）質問書

（別紙６）施設概要

８．問い合わせ先

質問等がある場合は下記の連絡先までお問い合わせください。

島根県安来市政策推進部観光振興課

所 在 地：〒692-8686 安来市安来町 878 番地 2

電 話：0854-23-3109

ファックス：0854-23-3061

電子メール：kankou@city.yasugi.shimane.jp
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（別紙１）

《上の台緑の村に関するサウンディング型市場調査》

現地見学会申込シート

※ 現地見学会の実施期間は、令和４年１１月２日（水）～１２月１６日（金）の

１０時～１５時（終了時刻）とします。（土曜・日曜・祝日を除く）

参加希望日及び時間帯を実施期間内で５か所以上記入してください。

※ エントリーシート受領後、調整の上、実施日時及び場所を電子メールにてご連絡します。

（都合により希望に添えない場合もありますので、予めご了承ください。）

※ 現地見学会に出席する人数は、１グループにつき３名以内としてください。

１ 法人名

所在地

（グループの場合）

構成法人名

サウンディング

担当者

氏名

所属企業・

部署名

E-mail

Tel

２ 現地見学会の希望日を記入し、時間帯をチェックしてください。

（５か所以上記入してください。）

月 日（ ） □10～12時 □13～15時 □何時でもよい

月 日（ ） □10～12時 □13～15時 □何時でもよい

月 日（ ） □10～12時 □13～15時 □何時でもよい

月 日（ ） □10～12時 □13～15時 □何時でもよい

月 日（ ） □10～12時 □13～15時 □何時でもよい

３ 現地見学会の

参加予定者氏名

所属法人名・部署・役職

（グループの場合は、所属法人も記載ください）
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（別紙２）

《上の台緑の村に関するサウンディング型市場調査》

サウンディングエントリーシート

※ サウンディングの実施期間は、令和４年１２月９日（金）～令和５年１月２５日（水）

の１０時～１７時（終了時刻）とします。（土曜・日曜・祝日を除く）

参加希望日及び時間帯を実施期間内で５か所以上記入してください。

※ エントリーシート受領後、調整の上、実施日時及び場所を電子メールにてご連絡します。

（都合により希望に添えない場合もありますので、予めご了承ください。）

※ 対話に出席する人数は、１グループにつき３名以内としてください。

１ 法人名

所在地

（グループの場合）

構成法人名

サウンディング

担当者

氏名

所属企業・

部署名

E-mail

Tel

２ サウンディングの希望日を記入し、時間帯をチェックしてください。

（５か所以上記入してください。）

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

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

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

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

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

３ サウンディング

参加予定者氏名

所属法人名・部署・役職

（グループの場合は、所属法人も記載ください）
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（別紙３）

《上の台緑の村に関するサウンディング型市場調査》

ヒアリングシート

● サウンディング当日は、以下の項目について対話を行いますので、事前にご記入・ご提出く

ださい。

● 回答できない項目等がある場合は、記載を省略いただいても構いません。

１ 提案者名

（法人名等）

２ 【１】当該施設内の建物（土地は除く）及び物品等について、現況有姿のままで譲渡

先となる事業者を募った場合に、どのくらい関心がありますか。

該当箇所を〇で囲んでください。

①大いに関心がある ②関心はあるが条件次第 ③その他

【２】貴法人は、上記【１】に示した公募条件において、実現の可能性についてどの

ように考えますか。該当箇所を〇で囲んでください。

①実現は可能であり、自法人でも実施できる能力を有している

②実現は可能であるが、様々な事情から自法人で実施することは困難

③スキームに無理があり、実現可能性は低い

④追加情報（資料）が必要であり、現状では判断できない

⑤その他

【３】上記【１】、【２】のように回答した理由を自由に記載してください。
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【４】上記【１】に示した公募条件以外のご提案はありますか。「ある」場合は、そ

の内容と理由を、自由に記載してください。

【５】ハード面において、民間活用に当たり、改良すべき又は新たに設けるべき設備

等がありましたら教えてください。なお、安来市は建物、設備等を現状有姿で譲渡す

る考えです。

①「ある」場合、それは何ですか。また、そうすべき理由を記載してください。

②上記の①の場合、誘客の可能性や魅力、地域連携や地域振興の可能性など教えてく

ださい。
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【６】ソフト面において、民間活用に当たり、改良すべき又は新たに設けるべき運用

上の課題等がありましたら教えてください。

①「ある」場合、それは何ですか。また、そうすべき理由を記載してください。

②上記の①の場合、誘客の可能性や魅力、地域連携や地域振興の可能性など教えてく

ださい。

【７】ＳＤＧｓ、環境に配慮した取組の提案がありましたら、その内容等を教えてく

ださい。
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※ご意見、ご提案をいただきありがとうございました。

【８】ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた企画、提案がありましたら、その内

容等を教えてください。

【９】現時点で懸念される事項がありましたら、その内容及び具体的な対応策等を教

えてください。

【１０】これまでの設問以外にご提案、ご意見等がありましたら記載してください。
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（別紙４）

暴力団排除に関する誓約書兼同意書

当法人等を構成する全ての者は、「上の台緑の村に関するサウンディング型市場調

査実施要領」の応募にあたり、次の各項のいずれかに該当する者ではないことを誓約

します。また、安来市暴力団排除条例（平成2４年安来市条例第２号。以下「条例」

という。）の趣旨により、関係機関に対し、照会される場合があることに対し同意して

います。

なお、上記の誓約に反することが明らかになった場合は、契約等が取り消されても

異存ありません。

１ 条例第２条第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

２ 条例第２条第３号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

３ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する次に掲げる者

（１）暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者

（２）暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者

（３）役員等が暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど

社会的に非難される関係を有している者

令和 年 月 日

安 来 市 長 様

（応募者名）

所 在 地

名 称

役職名・代表者 印
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（別紙５）

送付先：安来市政策推進部観光振興課

電子メールアドレス：kankou@city.yasugi.shimane.jp

提出期限：令和４年１１月１６日（水）１７時まで

令和 年 月 日

質 問 書

上の台緑の村に関するサウンディング型市場調査について、次のとおり質問書を提出します。

１ 法人名

役職/代表者名

所在地

（グループの場合）

構成法人名

担当者連絡先 フリガナ

氏 名

所属企業・

部署名

E-mail

Tel

２ 質問内容：
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（別紙６）

（１）施設の概要

所在地 安来市伯太町高江寸次８４４番地４

敷地面積 107,805㎡（登記簿面積）

既存建物の概要 ○管理棟（１棟：231 ㎡・木造１階建・厨房 32 ㎡含む）

○簡易宿泊棟（７棟：22.8 ㎡・木造１階建）

○交流センター（１棟：773 ㎡・鉄筋２階建）

○炊事棟（１棟：32 ㎡・カマド 10基、流し台 4台等）

○バーベキューハウス（１棟：50 ㎡・木造１階建）

○屋外バーベキュー施設（1棟・Ｕ字溝×11基、流し 2台）

○物品管理棟（１棟：72 ㎡・木造１階建）

○子供広場

○駐車場（8,170 ㎡）

○給水ポンプ施設（1棟・Ｈ30新設）

○スキー管理棟（1棟・28㎡・木造 1階建）（休止中）

○ＢＭＸコース（全長 350m のサイクリングコース）（休止中）

○スーパースライダー（全長 208m）（休止中）

○トリムコース（木製遊具施設）（休止中）

○人工芝スキー場（休止中）

○テントサイト（12 ㎡×6面・6㎡×6面）（休止中）

竣工年度 ： 平成３（１９９１）年度

開設年月日 ： 平成４年４月２９日

標高 ： ３３０ｍ

建物の権利状況 未登記

都市計画等による制限 なし

管理運営状況 指定管理者：株式会社フォレスト

契約期間 ：令和２年４月１日から令和５年３月３１日

その他 ・当該施設敷地内には『日向峰古墳群』があり、同古墳群を含めた

区域を新たに開発する場合は、発掘調査が必要です。なお、その

他の区域を開発する場合でも発掘調査が必要な場合があります。

・敷地内に防災無線中継局、携帯電話会社の無線基地局等がありま

す。
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（２）対象用地

参考１：直近１０年の建物及び付帯設備の主な改修状況

№ 所 在 地 地目 面積（㎡） 現 状

1 安来市伯太町高江寸次 809-1 山林 9,463.00 上の台緑の村敷地

2 安来市伯太町高江寸次 844-1 山林 6,347.00 上の台緑の村敷地

3 安来市伯太町高江寸次 844-4 山林 17,280.00 上の台緑の村敷地

4 安来市伯太町高江寸次 844-5 畑 2,603.00 上の台緑の村敷地

5 安来市伯太町高江寸次 844-6 山林 5,642.00 上の台緑の村敷地

6 安来市伯太町高江寸次 844-8 山林 1,281.00 上の台緑の村敷地

7 安来市伯太町赤屋 726-1 山林 24,328.00 上の台緑の村敷地

8 安来市伯太町赤屋 726-8 畑 6,335.00 上の台緑の村敷地

9 安来市伯太町赤屋 726-9 雑種地 1,835.00 上の台緑の村敷地

10 安来市伯太町赤屋 726-10 山林 6,556.00 上の台緑の村敷地

11 安来市伯太町赤屋 726-35 山林 3,960.00 上の台緑の村敷地

12 安来市伯太町赤屋 726-58 雑種地 284.00 上の台緑の村敷地

13 安来市伯太町横屋 952-1 保安林 221.00 上の台緑の村敷地

14 安来市伯太町横屋 952-24 山林 15,816.00 上の台緑の村敷地

15 安来市伯太町横屋 952-25 畑 1,432.00 上の台緑の村敷地

16 安来市伯太町横屋 952-57 山林 440.00 上の台緑の村敷地

17 安来市伯太町横屋 952-58 山林 2,279.00 上の台緑の村敷地

18 安来市伯太町横屋 952-59 山林 1,703.00 上の台緑の村敷地

合計 107,805.00

年度 工 事 内 容 金額（円）

平成 28 年度 交流センタートイレ改修工事 1,728,000 円

平成 29 年度 コテージユニットバス改修工事 972,000 円

平成 30 年度 給水ポンプ施設設置工事 9,612,000 円

令和 2年度 電話設備更新工事 1,287,000 円

令和 3年度 子ども広場トイレ改修工事 1,265,000 円
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参考２：近年の利用者数推移 （単位：人）

（３）位置図及び航空写真

【位置図】

国土地理院地図より作成

※当該施設敷地内には『日向峰古墳群』があり、同古墳群を含めた区域を新たに開発する場合は、

発掘調査が必要です。なお、その他の区域を開発する場合でも発掘調査が必要な場合がありま

す。

（ の周辺部分）

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3
利用者数 12,530 13,219 17,370 15,981 19,998 5,836 7,521
宿泊者数

（コテージ）

2,365 2,205 2,257 1,522 1,662 798 1,060

計 14,895 15,424 19,627 17,503 21,660 6,634 8,581
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【航空写真】

国土地理院航空写真より作成

※敷地内に防災無線中継局、携帯電話会社の無線基地局等があります。
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【施設内配置図】

【給水ポンプ施設（Ｈ30 新設）】
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【主な施設概要等】


