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協和温泉四季の湯 募集要項 

 

１．調査の目的 

四季の湯は、住民の健康増進及び余暇利用並びにコミュニティ活動の推進を図り、

もって住民生活及び福祉の向上並びに地域活性化に寄与することを目的に設置され

た日帰り入浴のできる宿泊施設です。 

平成７年の開館以来、協和地域船岡地区に位置する宿泊施設として、市内観光の

拠点や隣接する協和スキー場利用者の保養だけでなく、本市が推進している「スポー

ツ合宿誘致」や特別ルールを設定した「全県・全国５００歳野球大会」、四季の「大曲の

花火」などの際に宿泊拠点として利用されています。 

一方で、平成７年のオープンから 25 年が経過し、建物及び各設備の経年劣化が進

んでいることと、地域の人口及び当該施設利用者数が年々減少傾向であることから、

市としては、日帰り入浴機能の継続を基本としながら、四季の湯の事業展開の可能性

を広く調査・把握するために、民間事業者の皆様から様々な意見や提案をお聞きする

サンディング市場調査を実施します。 
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２．調査対象の概要 

 １ 土地に関する情報 

住 所 大仙市協和船岡字庄内２１４ 

地 目 宅地 現況 宅地 

敷地面積 ７，９５９㎡ 

接道状況 市道 中庄内１号線、下庄内２号線 

法令に基づく

制限 

都市計画区域 区域外 用途地域 － 

建ぺい率 － 容積率 － 

その他 － 

２ 建物に関する情報 

築 年 平成７年 

延べ床面積 １，５３６．５６㎡ 

階 数 全体地上１階平屋建て 

構 造 

鉄筋コンクリート造り・木造・鉄鋼造 

客室/8 畳タイプ 7 室、10 畳タイプ 1 室、18 畳タイプ 1 室 

大広間/114 畳 1 室 中広間/48 畳 1 室  

レストラン/48 席 

大浴場/男･女各 1 サウナ/男･女各 1 家族風呂/1 

フロント・事務室/各 1 室 

厨房･休憩室/各 1 室 トイレ/男女各 2 カ所（脱衣室内含む） 

その他  

３ その他情報 

源泉 
成分：カルシウム・ナトリウムー硫酸塩温泉 

源泉温度：51.2℃  揚湯量（毎分）：530L 

供給施設 

の情報 

種 類 状 況 種 類 状 況 

電 気 ﾃﾌﾟｺｶｽﾀﾏｰｻﾋﾞｽ㈱ ガ ス プロパン 

水 道 上水道 駐車場 100 台 

下水道 浄化槽   

交通機関 

・秋田自動車道 協和Ｉ.Ｃから 15km／車で 20 分 

・公共交通機関 JR ：奥羽本線羽後境駅から車で 20 分 

バス：羽後交通 境営業所から約 30 分 

利用状況 

平成３０年 46,183 人（入湯者 33,074 人、宿泊者 3,045 人、休憩等 10,064 人） 

令和元年 44,267 人（入湯者 32,739 人、宿泊者 2,470 人、休憩等 9,058 人） 

令和２年 36,259 人（入湯者 29,821 人、宿泊者 1,260 人、休憩等 5,178 人） 
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現行の 

管理運営 

指定管理制度を導入し、管理運営は株式会社協和振興開発公社

が行っている。 

指定管理期間：令和６年３月３１日まで 

 

３．サウンディング型市場調査の内容  

【ヒアリング時の主な内容】 

 

（１）当該施設の活用について 

※当該施設を活用し、どのような事業展開が考えられますか。コンセプトや概要、活用イメ

ージをお聞かせください。 

 

 １．利活用方法について 

   ・事業用途、必要面積、設備、希望譲渡額、想定賃借料等をお聞かせください。 

     

 

 ２．運営方法について 

   ・施設を運営するにあたり、運営方法のご提案をお願いします。 

   （指定管理、その他の運営方式、他公共施設との一体管理など）  

    

   ・施設内の空間を活用した飲食･物販またはサービスの提供についてお聞かせ

ください。（事業用途、必要面積、設備、想定賃借料等） 

    イメージ：介護サービス事業など 

 

 ３．設備更新について 

   維持管理コストの縮減を図るご提案をお願いします。 

   （メンテナンス費、設備更新費等のランニングコスト削減も含む） 

 

・空調設備の更新、照明 LED 化の提案 

・排熱利用・再エネ等を活用した設備導入の提案 

・補助事業等の活用提案                     など 

 

（２）資金計画等について 

 ・資金計画などはどのように考えていますか。 
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（３）地域貢献について 

  ・地域貢献に対する考え方や提案可能な取組内容をお聞かせください。 

  （地域の活性化や地域の賑わい、人々が集い交流できる地域づくりなど） 

 

（４）事業の継続性（期間）について 

・当該施設を利用し、事業運営を行うにあたり、望ましい期間などがありましたら 

お聞かせください。 

 

（５）活用・運営にあたっての課題について 

 ・当該施設を利用し、持続性のある事業運営を行うことへの課題をお聞かせくだ

さい。 

 

（６）その他、提案の実現化のための要望について 

  ・事業を進めるにあたり、本市に求める最低限の支援や配慮してほしい点などあ

りましたら、お聞かせください。 

 

 ※対話を通じて、実現可能性や今後の方向性を検討したいと考えております。対話

にあたって、特に補足資料や事業提案に係る企画書等の提出は求めませんが、説明

のために必要なものがあれば、前日までに６部郵送してください。 
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４．サウンディング型市場調査の手続き  

 

１ 実施要領の公表 令和３年７月１９日（月） 

 

 

 

２ 現地見学会・説明会の実施 令和３年９月７日（火）～９月１４日（火） 

 

 

 

３ 
サウンディング型市場調査 

参加申込期限 
令和３年１０月１日（金） 

 

 

 

４ 
サウンディング型市場調査 

実施日時及び場所等の通知 
令和３年１０月６日（水） 

 

 

 

５ サウンディング型市場調査の実施 令和３年１０月１１日（月）～１０月２２日（金） 

 

 

 

６ 実施結果概要の公表 令和４年１月頃 

 

５．問い合わせ先 

〒０１４－８６０１ 秋田県大仙市大曲花園町１番１号 

観光文化スポーツ部温泉施設対策室 担当：佐々木 

ＴＥＬ ０１８７－６３－１１１１（２２０） 

ＦＡＸ ０１８７－６３－１１１９ 

Ｅmail onsen-shisetsu@city.daisen.lg.jp 
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平面図 

 

 

施設位置図 
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設備について 

 

最大出力(kcal/h)

給湯量(ℓ/ｈ)

最大出力(kcal/h)

給湯量(ℓ/ｈ)

A重油〈ℓ/ｈ〉
(8,772kcal/h)

灯油〈ℓ/ｈ〉
(8,216kcal/h)

３．ろ過機

容量（Ｌ） 1,200

運転重量（ｋｇ） 1,600

修繕・更新履歴 H28.2 循環ポンプ交換

型式 MRBA-25C (中山産業株式会社）

台数 1

処理能力（ｍ3/ｈｒ） 20～30㎥／h

型式 KFL-400CL

台数 1

給湯能力
(○℃-○℃)

399900 (20℃～65℃）

8,890

２．ボイラー

メーカー 株式会社日本サーモナー

消費電力（ｋｗ） 1.4

修繕・更新履歴 H24.11に現機に更新。

暖房能力
200,380

13,300

使用燃料

53.5ℓ／h

メーカー 矢崎エナジーシステム株式会社

型式 CH-KG40H

台数 1

１．空調

使用燃料 灯油

消費量（冷房・l/ｈ） 11.9ℓ／h

消費量（暖房・l/ｈ） 18.5ℓ／h

冷房容量（ｋｃａｌ/ｈ） 121,260

暖房容量（ｋｃａｌ/ｈ） 145,140

修繕・更新履歴 H24.11に現機に更新

空調範囲 客室、大広間、ロビー、食堂、脱衣所、事務所

４．浄化槽

種類 工場生産　新構造

修繕・更新履歴 なし

メーカー フジグリーン工業㈱

処理水量（ｍ3/日） 40.78ｍ3/日　接触ばっき方式

処理人数 160人
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収支  

 

 
 

平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　　考

20,241,703 18,636,275 13,153,828

温泉収入 10,825,873 10,514,782 9,507,752 日帰り室料含む

宿泊室料 9,415,830 8,121,493 3,646,076

41,175,455 34,803,441 21,827,335

レストラン売上 3,017,691 3,020,762 2,881,062

宴会料理 27,834,056 24,856,424 11,848,953 宿泊料理含む

売店売上 4,940,048 5,057,639 6,807,254

その他の収入 5,383,660 1,868,616 290,066

1,949,393 1,573,073 958,629

0 0 0

2,552,777 2,591,818 2,591,818

65,919,328 57,604,607 38,531,610

収　入　項  目

利
用
料
収
入
等

利用料金収入（円）

その他の収入（円）

自動販売機収入（円）

自動販売機電気料（円）

収入合計（円）

指定管理料
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平成30年度 令和元年度 令和2年度 備　　考

17,454,426 16,407,418 12,895,725

賃金
（非課税項目）

20,533,210 20,444,195 20,683,096

社会保険料
（非課税項目）

5,175,544 5,049,367 4,705,005

指定管理施設の
電気料

4,406,376 4,278,752 3,402,628

自動販売機電気料 － － －

上下水道料 3,017,043 3,314,397 2,572,227

燃料費 6,598,490 6,536,679 4,904,811 車両管理含む

修繕料 489,290 692,090 818,431

消耗品費 1,630,174 1,806,142 1,644,716

電話料 487,346 445,121 393,431 郵便料含む

宣伝広告費 583,505 726,745 1,358,887 印刷製本費含む

リネン費 579,916 606,705 365,720

手数料 323,265 317,518 514,389

保険料
（非課税項目）

348,970 363,370 354,733

1,940,660 2,096,410 1,829,964

1,808,228 1,827,148 1,432,053

2,089,357 2,240,435 2,071,284

69,122 291,765 78,924

2,092,300 1,191,400 288,450 入湯税、収入印紙等

1,423,317 1,356,481 3,114,161

71,050,539 69,992,138 63,428,635

その他

支　出　項  目

仕入

人件費

需用費

役務費

委託料

温泉使用料

使用料及び賃借料

備品購入費

租税公課

計

-5,131,211 -12,387,531 -24,897,025収支
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修繕費の履歴（大仙市負担分） 

 

年度 主な修繕内容 金額（円） 

H30 

 玄関雨漏り修繕  810,000 

シャワー水栓交換  648,000 

女子浴槽熱交換制御修繕  540,000 

フロントロビー空調設備修繕  788,400 

浴室天井張替工事  8,964,000 

厨房ガスレンジ購入費  320,000 

R1 

 レストラン床張替修繕  805,906 

 プレハブ冷蔵庫用冷却ユニット入替修

繕 

 496,800 

 １号井源泉ポンプ交換工事  4,212,000 

 １号井 送湯ポンプ交換工事  702,000 

 厨房食器洗浄機購入  666,360 

 テーブル・椅子の購入  896,400 

 レストランの椅子購入  199,800 

R2 

 浴槽側外部目隠し用塀修繕 1,272,700 

 温泉用バルブ交換修繕 99,000 

 ２号井源泉井戸洗浄及びポンプ交換 13,200,000 

 ２号井源泉井戸仮設ポンプ設置 660,000 

 ２号井源泉井戸仮設配管工事 198,000 

 


