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募 集 要 項 
 

１．募集内容 

ＯＭこうべは当社が運営する商業施設プレンティ内に、お買い物、その他の所用のための短時間

で急な預け入れに利用できる「子ども一時預かり施設」を設置することとし、保育事業の運営実績

のある事業者を出店者として募集します。 

 

（１）賃貸物件 

     「（仮称）プレンティ子ども一時預かり施設」 

   １）所在地    ：神戸市西区糀台５丁目６番 11 プレンティ二番館３階 

   ２）施設所有管理 ：株式会社ＯＭこうべ プレンティ事業部 

   ３）店舗区画面積 ：115.13 ㎡(34.8 坪) 

   ４）施設図面   ：別紙「02_募集区画位置図_平面図」のとおり 

  

（２）事業内容 

  以下の条件を標準としてサービスを提供してください。  

・出店者の自主事業による認可外保育一時預かり。 

・対象利用者：保護者の就労の有無を問わず、プレンティでの買い物やその他店舗のご利用時 

など、保護者の都合により一時的に家庭での保育が困難となった幼児。 

・対 象 年 齢：1 歳～就学前まで 

・定   員：10 人程度  

・職 員 配 置：保育従事者は常時 2 名以上。また、専任の施設長を置くこと。 

配置人数、保育士資格の保有等については、厚生労働省令第 61 号「家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準」に記載する小規模保育Ｂ型の基準を満たし

ていること。 

・開 設 時 間：8 時間程度（例 9：30～17：30 など） 

・預かり時間：１日上限 8 時間程度 

・利 用 料 金：１時間につき １,０００円（消費税別）程度 

（但し、神戸ウェストメンバーズカード(＊)提示により一定の割引） 

・休 業 日：平日の週１回（祝日の場合は翌日） 

       年末年始は 12/29~1/3 まで休業 

       施設点検等による臨時休業日（年１回程度） 

 

(＊)プレンティをはじめ神戸地下鉄沿線５つのショッピングセンターの専門店で使えるポイントカード。 

詳細は株式会社ＯＭこうべホームページを参照ください。 

https://www.om-kobe.co.jp/mart/card.html 

 

 

 

https://www.om-kobe.co.jp/mart/card.html
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２．事業の実施条件 

  当プレンティ子ども一時預かり施設の運営事業（以下、本事業という。）は、ＯＭこうべが選定を

行った事業者（以下、出店者という。）に、プレンティ商業施設内の店舗区画を貸付け、出店者が認

可外保育施設を自ら整備・開設し運営するもので、実施条件は以下のとおりです。 

（１）契 約 形 態：株式会社ＯＭこうべとの定期賃貸借契約（約３年） 

       詳細は、４頁「６.出店条件」を参照。 

（２）運 営：国の定める「認可外保育施設の指導基準」をはじめ、関係法令を遵守し、出店者が

自ら本事業を運営すること。 

（３）施設の整備：本事業の開設に必要な内装、衛生設備等の設置は、児童福祉法その他関係する法令 

         の規定に基づく施設基準を満たすものとし、出店者が整備を行うこと。 

 

３．運営費の補助 

本事業は、西神住宅団地において、今後のまちの更なる活性化や地区センターの機能・サービスの

充実を図るため計画したもので、ＯＭこうべが運営費および開設費の一部を負担します。 

神戸市こども家庭局が管轄する保育事業とは趣旨が異なるため、補助金等の申請はできません。 

（１）開設費 

内装設備については、ＯＭこうべと事業者とで協議を行ない、別紙「03_設計・工事区分」の工事

区分表に記載する入店者負担工事（Ｂ工事、Ｃ工事）に要した実費のうち、16,000千円を上限として

ＯＭこうべが負担します。ただし、消費税相当額は出店者の負担となります。 

また、備品類の準備費としてＯＭこうべが別途初期費用 2,000千円を支給します。 

（２）運営費  

人件費、賃料・共益費その他諸費に対する支援として、上限額、月額 1,000千円（年間 12,000千 

円）の範囲内でＯＭこうべが補助します。 

補助額の決定は、初年度は提案書の「【Ｂ】－７.収支計画」に基づき算出した「運営補助金申請 

書」の額とし、２年目以降の補助金は、前年度の保育料収入に応じて見直しを行います。 

①運営費補助額の見直しの考え方 

子ども一時預かりの保育料収入（カード提示による割引料金については差額補填分を含む。） 

の当初予測と年間実績を比較し、実績が 10%を超えて上回った場合は、翌年度の補助金は当初の 

申請額を基準に 10％減算します。万一、初年度の保育料収入が 10％を超えて下回った場合でも、 

当初の補助金申請額に加算はしません。 

   ②初年度の補助金について 

年度とは、4月から翌年 3月までの間を 1年間とし、初年度の開室日は、年額を 12で割って該 

当月相当を負担します。開室日が月初（1日）ではない場合は、1か月の総日数を 30日として当 

月の開室日数で案分した額とします。 

（３）カード提示割引にかかる経費負担 

こども一時預かりの利用料金は、一般料金の他に、神戸ウェストメンバースカード提示による 

一定の割引料金を設定しますが、一般料金との差額はＯＭこうべが別途実費負担します。 

（４）運営補助費の申請及び精算 

①開設費補助金 

内装設備に関する設計・施工費と備品購入に関する開設準備費は、それぞれ別紙「05_開設費
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（内装工事費）補助申請書」「06_開設準備費（備品等）申請書」により必要書類を添付のうえ

申請してください。申請書を受理してから 40日以内にお支払いします。 

   ②運営補助金 

申請額の年額の 1/12 を定額にて開設日から毎月、前月末日にお支払いします。なお、日数が

１ヶ月に満たない月は、１ヶ月を 30日として日割り計算するものとします。 

また、次年度以降に補助金の年額を見直しした場合は、変更後の補助額を月割りでお支払いし 

ます。 

   ③カード提示割引による利用料の差額 

毎月の事業実績（利用人数・時間と、カード割引利用状況等）に応じて精算払いしますので、

別紙「07_施設利用状況報告書兼精算請求書、月報」により毎月翌月 5 日までに報告してくださ

い。カード割引利用金と一般料金との差額分を毎月、翌月末日にお支払いします。 

 

４．応募者の資格要件 

（１）令和２年４月１日現在において、神戸市内にて保育施設（教育・保育施設、地域型保育事業のう

ち小規模保育、事業所内保育）を３年以上運営している法人。 

（２）公租公課を完納していること。（直近３ヵ年） 

（３）保育事業に必要な許認可・免許等の条件を満たしていること。 

（４）次のいずれの事項にも該当しないこと。 

① 破産者で復権を得ない役員のいる法人。 

② 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から２ 

年を経過しない役員のいる法人。 

   ③ 会社更生法、民事再生法、破産法による各手続き開始の申し立てがなされている法人（更生 

計画、再生計画等の認可決定がなされている場合を除く。） 

   ④ 法人の役員および従業員(パートを含む)に、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律 

第２条第２号から第４号若しくは第６号のいずれかに該当する者又は、これらに該当する者と 

社会的に非難されるべき関係を有する者がいる法人。 

⑤ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する法人。 

⑥ 児童福祉法第３４条の１５第３項第４号に該当する法人。 

※ 応募資格確認のため、提出いただいた情報を公的機関への照会資料として使用する場合があ

ります。また、契約締結後に無資格であることが判明した場合は、契約解除及び違約金請求の対

象となります。 

 

５．提案内容について 

  本事業へ出店するにあたり、子育てサービス事業の内容を提案してください。 

 （様式②～⑤に記載いただくほか、別紙添付も可とします） 

 【Ａ】申込者に関する事項 

   ①法人の概要 

   ②保育事業の運営実績 

   ③財務状況について 
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   ④保育施設の監査状況について 

 【Ｂ】当施設の運営に関する事項 

①運営に関する基本方針 

②保育従事者の配置計画 

③安全対策（設備配置計画） 

④運営方法・問い合わせ対応 

⑤事業計画（開設準備スケジュール、オープンに関するＰＲの方法） 

⑥付加サービスの内容 

⑦収支計画（保育料収入、付加サービスによる収入、人件費,交通費,光熱水費等の諸経費） 

【Ｃ】運営補助金申請額 

 

６．出店条件 

（１）契約方法及び条件 

契約は、定期借家制度（借地借家法第 38条による期限付き建物賃貸借契約）による契約とし、 

  契約期間は、令和２年４月下旬頃～令和５年３月３１日迄の約３年間とする。 

 契約期間内における解約は認めません。 

   賃料は固定賃料、月額 2,500 円／㎡（287,825 円／月、消費税別途）とし、共益費、その他の共

同負担経費を含みます。 

（２）敷金 

敷金は、金 1,800,000円とし、契約期間が満了もしくは終了した時、または、契約が解除された

時は、出店者が本物件を原状回復のうえ明渡し、賃料諸経費の精算完了後に返還致します。 

敷金にはお預かり期間中の利息はお付けできません。 

（３）契約手続き 

出店事業者の決定後は、整備工事の着工までに賃貸借契約を締結してください。また、敷金は契

約日の前日までに全額を納入してください。 

（４）開設準備 

契約の締結後は、保育従事者の確保と整備工事の準備を行い、5 月中旬にＯＭこうべから物件を

引渡しますので、8月 1日を目途に開設してください。 

（５）賃料の徴収等について 

営業開始日を賃料の起算日とし、出店申込時から開設準備中の期間は賃料を徴収しません。 

なお、日数が１ヶ月に満たない月の賃料は、１ヶ月を 30日として日割り計算するものとします。 

（６）その他の使用料 

建物内で使用される電気、ガス、個別空調費などの諸経費は別途徴収いたします。 

なお、電気料金については高圧受電方式からの供給のため、販売単価（24.60円/kwh・税別） 

を設定しています。 

また、水道、電話・インターネット等通信費は、出店者において各供給会社と契約のうえ、直接 
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負担してください。 

（７）店舗の内装について 

   内装工事、衛生設備等の整備工事は、ＯＭこうべと協議のうえ設計を行い、別紙「03_設計・工

事区分について」および「04_工事区分表」に基づき、設計・施工してください。プレンティ商業

施設の営業時間内は、工事作業の制限があります。また、工事完了後は消防検査、保健所の確認申

請等、所定の手続きを必要とするため、開設までに約２週間程度かかります。 

  設置した設備・内装等の維持管理は出店者で行い、破損した場合は、出店者の責任において補修 

してください。また、契約期間満了時もしくは終了した時、または、契約が解除された時は、ＯＭ 

こうべの指定する期日までに、出店者の費用負担で原状回復しＯＭこうべへ返還してください。た 

だし、協議のうえ、ＯＭこうべが原状回復を要しない時はこの限りではありません。 

（８）保険加入 

   本施設の運営上の必要な損害保険契約は出店者の負担において加入すること。 

１）火災保険（内装設備） 

    ２）傷害保険（施設利用者対象） 

（９）個人情報の取り扱いについて 

   本施設の運営上、利用者の個人情報を取り扱うことになるため、神戸市個人情報保護条例を遵守 

し個人情報の保護に努めること。 

（10）共用部の使用について 

   店舗内から流れる音声等の騒音や、作業等については、隣接店舗への迷惑とならないよう配慮し 

  てください。 

   建物内の防犯については、当社は責任を負いません。 

 

７．応募の受付 

（１）スケジュール 

募集要項の公開 令和２年３月６日（金）～３月１９日（木） 

事前登録受付 令和２年３月６日（金）～３月１９日（木） 

現地見学会 令和２年３月１６日（月）および１７日（火） 

質疑の受付 令和２年３月１９日（木）午後５時迄 

質疑の回答 令和２年３月２４日（火） 

応募受付 令和２年３月２７日（金）～令和２年４月３日（金） 

選考結果の通知 令和２年４月下旬 

申込みお問合せは、（株)ＯＭこうべ 経営企画部にて承ります。 

（連絡先の詳細は末尾に記載のとおりです。） 

（２）募集要項の公開 

   募集要項及び申し込み手続きに必要な書式は当社のホームページにて公開します。 

   （株）ＯＭこうべホームページＵＲＬ：https://www.om-kobe.co.jp 

（３）事前登録の申込 

   本事業の募集に応募しようとする事業者は、必ず事前登録を行ってください。質疑や現地見学会 
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についても事前登録済みの事業者のみ受け付けします。 

   事前登録は、「様式 1_事前登録申込書」に必要事項記入・押印のうえ、ＰＤＦデータにて、期間

内に電子メールで送付のうえ、必ず確認の為の電話連絡をお願いします。 

（４）現地の見学 

   プレンティ子ども一時預かり施設の開設場所となる店舗区画の内部をご覧になりたい場合は、 

事前申込書に見学可能日時をご記入のうえ申し込みしてください。なお、見学時間は１事業者に 

つき１５分以内とさせていただきます。 

（５）質疑の受付及び回答 

   ＜事前登録した事業者しか質疑できません＞ 

    質 疑 受 付：質疑内容は、「様式⑥_質疑書」に趣旨を簡潔にまとめて記載し、Word形式にて 

必ず期間内に電子メールで送信してください。 

 受 付 期 間：令和２年３月１９日（木） 午後５時迄 

    提 出 先：(株)ＯＭこうべ 経営企画部経営企画課 

電子メール：keieikikaku＠om-kobe.co.jp 

    回答予定日：令和２年３月２４日（火） 

    回 答 方 法：事前登録者全員に電子メールにて回答します。 

（６）応募申込み 

   ＜事前登録した事業者しか応募できません＞ 

  ①申し込みに際しては、必ず事前に電話予約のうえ、「一次審査書類」をＯＭこうべ経営企画部 

まで持参してください。 

受付期間：令和２年３月２７日（金）～令和２年４月３日（金）午前９時～午後５時 

  ②郵送による申し込みはできません。 

  ③提出された書類等は返却しませんので予めご了承ください。 

  ④受付の際に、申込書記載事項等に関する確認のためのヒアリングを行います。 

  ⑤申込書に記載する申込者名は、賃貸借契約締結時の契約者名としてください。 

（７）提出書類 

  応募申し込みの際には下記の一次審査用の書類を提出してください。 

  「一次審査書類」 

   ①申込書（様式②） 

②提案書（様式③） 

   ③整備イメージ図（様式⑤） 

   ④備品購入計画 

⑤決算書（直近３期分の貸借対照表、損益計算書〔販売費および一般管理費の内訳を含む〕 

株主資本等変動計算書） 

   ⑥印鑑登録証明書 

 ⑦法人登記事項全部証明書（法人登記簿謄本） 
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⑧法人税と消費税及地方消費税の納税証明書（直近３ヵ年分） 

   ⑨官公署による施設監査の結果通知の写し（直近３ヵ年分） 

⑩定款（写） 

⑪法人企業の概要書 

   ⑫代表者経歴書 

  「二次審査書類」 

運営補助金申請書（様式④） 

   ※事務局より一次審査の結果を応募者全員に通知するとともに、二次審査対象の事業者に申請書

の提出を依頼します。 

※上記のほか、選考に必要な書類を提出していただく場合があります。 

提出書類及び記載内容は今回の出店者選考および選考後の契約業務以外には使用しません。 

なお、提出書類は理由の如何にかかわらず返却しません。 
 

８．選考方法 

（１）選考のながれ 

出店者の選考は、一次審査として、ＯＭこうべが設置する「選定委員会」において、提出書類によ 

る評価および採点を行い、合計得点で最低点（７０点）以上の事業者に絞り込みして、二次審査へ参

加できる事業者を選考します。 

 結果通知の送付後に、二次審査書類「様式④_運営補助金申請書」を事務局宛てに郵送していただ

き、運営補助金の申請額により事業者を選定します。 

（２）一次審査 

様式③提案書及び提出書類による評価 

 審査項目 配点 

【Ａ】申込者に関する事項   （計２５点） 

① 法人の概要 － 

② 運営実績 １０ 

③ 施設監査  ５ 

④ 財務状況 １０ 

【Ｂ】運営・事業に関する事項 （計７５点） 

① 運営方針 １０ 

② 保育従事者の配置計画 １５ 

③ 安全対策 １５ 

④ 運営方法・問い合わせ対応  ５ 

⑤ 事業スケジュール  ５ 

⑥ 付加サービスの提案 １０ 

⑦ 収支計画 １５ 

           合 計 １００ 
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（３）二次審査 

    様式④「運営補助金申請書」の金額 

【Ｃ】運営補助金申請額  

※二次審査書類の受理後に事務局が開封確認を行い、「運営補助金申請額」が最も低い事業者を出

店事業者候補として選定します。 

万一、「運営補助金申請額」が同額の場合は、一次審査の評価得点の高い事業者を選定します。 

（４）審査当日のプレゼンテーションはありません。 

（５）最終選定結果については、４月下旬頃に書面により二次審査への申請者全員に通知します。 

（６）選定委員会の審査内容については、公表できません。また、結果に関する問合せについても応じ 

ませんのでご了解ください。 

 

８．その他 

（１）募集要項に定めるもののほか、必要な事項については、ＯＭこうべの指示に従ってください。 

（２）神戸市条例、規則、要綱及び関係法令を遵守してください。 

（３）賃貸借契約締結後店舗開業までに解約される場合は、違約金として敷金の５０％相当額を徴収し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申込み受付及びお問合せ先】 

 

  〒650-0046  

神戸市中央区港島中町６丁目９番１ 神戸国際交流会館９階 

      (株)ＯＭこうべ  経営企画部 中嶋、岸本 

電話 ０７８-３０２－２３８４ 

  FAX  ０７８-３０２－２４０４ 

Eメール：keieikikaku＠om-kobe.co.jp 

※ 申込み受付・問い合せは、土日祝日を除く、 

午前９時～正午、および午後１時～午後５時 



02_募集区画位置図_平面図 

①募集区画の位置図_プレンティ二番館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二番館における今回募集区画の位置 

（702 区画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちら 



02_募集区画位置図_平面図 

②平面図_プレンティ二番館 702 区画 115.13 ㎡ 



03_設計・工事区分について 

設計・工事区分について 

 

●工事区分概要 

Ａ工事 株式会社ＯＭこうべ（以下「当社」という） の費用負担で設計・施工する工事。 

B工事 入店者の費用負担によって、当社の指定する施工会社で施工する工事。 

C工事 入店者の費用負担で入店者が設計・施工する工事。 

 

区分表 

  費用負担 設計 施工 官庁手続 

A工事 当社 当社 当社 当社 

B工事 入店者 入店者 
当社     

（指定会社） 
当社 

C工事 入店者 入店者 入店者 当社 

 

※ 当社が行う官庁手続きは建築基準法、消防法、兵庫県福祉のまちづくり条例などです。 

※ B工事・C工事については事前に当社の承諾が必要です。 

 

● 指定会社について 

当施設の管理及び、メンテナンスの為、B工事と C工事の一部を当社が指定する指定会社で工事を行

っていただきます。費用については指定会社と直接契約してください。 

 

● その他 

・防災設備等については天井があることを前提とした基本プロットまでがＡ工事です。 

・スケルトン（躯体現し）等にする場合等の増、移設はすべて B工事となります。 

・A・B工事の設備・防災設備の開口・開口補強は全て C工事です。（A工事天井貼区画以外） 

・リニューアルの為、撤去渡し又は、現状渡しが原則となりますので、C工事にて不陸調整、補修等が必

要な場合があります。スプリンクラーヘッドが、想定天井高に設置されています。 

・スプリンクラ－ヘッド保護の為、天井貼時はＣ工事で保護キャップをつけてください。又、仕上げ完了

後はＣ工事でシーリングプレートをつけてください。 

・既存店舗の改装は、工事区分表とは異なる部分があります。（撤去工事からＣ工事です） 

・A 工事設備・防災の撤去時の取外しや、仕上完了時の取付等は B 工事もしくは C 工事が発生します。 
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区分 当　社　負　担 入　店　者　負　担

工事種目 Ａ　工　事 Ｂ　工　事 Ｃ　工　事

床 コンクリート直押え なし Ａ工事以降の全工事
撤去渡しの為、C工事にて不陸調整等
が必要な場合あります。

壁および柱 コンクリート打放しのまま なし Ａ工事以降の全工事
撤去渡しの為、C工事にて補修等が必
要な場合あります。

天井 標準インサート設置まで なし
Ａ工事以降の全工事　　　　　天
井点検口を含む

ｲﾝｻｰﾄは、本体工事の設備等により使
用出来ない場合があります。

店舗間仕切壁
コンクリート打放しのまま、
又はCB積、又はLGS下地PB貼り

なし Ａ工事以降の全工事
撤去渡しの為、C工事にて補修等が必
要な場合あります。

水使用区画床 コンクリート直押え
防水区画、防水下地、防水、 保
護モルタルまで

ＡＢ工事以降の全工事 防水はアスファルト防水とする。

店舗前面
シャッター区画又は                   鋼製
ガラススクリーン

なし Ａ工事以降の全工事
内部通路に面する部分は、床見切SUS
目地棒までA工事

動力設備
メーター付主開閉器盤取付まで
（空調用ブレーカー含む）

なし Ａ工事以降の全工事 分岐盤はC工事

電灯設備 メーター付主開閉器盤取付まで なし Ａ工事以降の全工事
分岐盤はC工事
C工事で室内機用電源ﾌﾞﾚｰｶｰ用意

誘導灯設備 店舗区画内法定基準配置 Ａ工事以降の増移設工事 なし

非常用照明 店舗区画内法定基準配置 Ａ工事以降の増移設工事 なし

自動火災報知設備 店舗区画内法定基準配置 Ａ工事以降の増移設工事 なし

非常放送設備 店舗区画内法定基準配置 Ａ工事以降の増移設工事 なし

非常放送連動遮断
（ｶｯﾄﾘﾚｰ）

区画内第１ボックス内の
防災信号線まで

なし Ａ工事以降の全工事

電話設備
引込口１ヵ所設置
天井内第１ボックスまで

なし Ａ工事以降の全工事 個別加入（NTT工事）

有線放送設備 なし なし 全工事 指定会社

テレビ共聴 EPS内端子まで なし Ａ工事以降の全工事 指定会社

集中レジ管理 主開閉器盤内電源・コネクターまで なし Ａ工事以降の全工事

ガス漏れ検知器 当社標準設計による全工事 Ａ工事以降の増移設工事 なし

給排気設備 当社標準設計、天井内ダクトVD止め なし Ａ工事以降の全工事 排気は厨房と便所の２系統あり

空調設備
（ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ）

当社標準設計による屋外機の設置
屋外機より店内までの冷媒及び
室内機の設置    ２次側電気工事

なし 室内機の移設工事
C工事指定会社あり
（７０２は空調工事が全てC工事）

機械排煙設備
店舗区画内法定基準設計、
排煙ダクト及び排煙口取付まで

Ａ工事以降の増移設工事 なし

給水設備
区画内当社所定位置引込みまで
店舗内バルブ止め                     （量
水器を除く）

なし Ａ工事以降の全工事
市直圧式、メーター分担金は入店者負
担とする

排水設備
区画内当社所定位置引込みまで
店内プラグ止め

なし Ａ工事以降の全工事

ガス設備
区画内当社所定位置引込みまで
店内コック止め

なし
Ａ工事以降のメーター及び
ガス遮断弁を含む全工事

スプリンクラー 現状のまま Ａ工事以降の増移設工事
AB工事以降の全工事
（ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ取付等）

ダクト・フード消火 なし なし なし

汚水設備
区画内当社所定位置引込みまで
店内プラグ止め

なし Ａ工事以降の全工事

消火器 なし 全工事（必要数） なし

業務機器 なし なし 全工事
冷凍庫、冷蔵庫等は空冷内蔵式にして
ください

空
調
・
給
排
水
衛
生

工事区分表
該当区画：二番館702

備　　考

建
　
　
築

電
　
　
気

-８－３--８－３--８－３--８－３--８－３-
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厨房機器 なし なし 全工事
冷凍庫、冷蔵庫等は空冷内蔵式にして
ください

空
調
・
給
排
水
衛
生



　（様式１号）プレンティ子ども一時預かり施設　利用実績報告書兼精算請求書 

             令和　　年　　月　　日

住　所

法人名

㊞

（施設長：　　　　　　　　　　）

　プレンティ子ども一時預かり施設の開設にあたり、内装工事および衛生

設備等の設置工事を実施しましたので、下記のとおり補助額を請求します。

　

記

1.設計・施工業者名

円

３.添付書類

□ 仕様書

□ 設計書

□ 見積書

□ 請求書（原本）

プレンティ子ども一時預かり施設開設費（内装工事費）補助申請書

05_開設費（内装工事費）補助申請書

株式会社ＯＭこうべ　宛

業務名 金　額 備　考

２.内装工事費補助額の請求

※請求額は、補助の上限額16,000,000円の範囲内とします。

代表者

施 工 0 　

合 計 0 　

補助金請求額（※） 0

設計業務 0

（消費税別・円）

　

発注先業者名業務名

設計業務

施 工



　（様式１号）プレンティ子ども一時預かり施設　利用実績報告書兼精算請求書 

             令和　　年　　月　　日

住　所

法人名

㊞

（施設長：　　　　　　　　　　）

　プレンティ子ども一時預かり施設の開設にあたり、備品や消耗品等の購入

に要する費用について、下記のとおり請求します。

　

記

1.開設準備計画

円

２.添付書類

□ 見積書（写し）又は、仕様書（写し）等

株式会社 ＯＭこうべ　宛

※開設準備費は、初年度に限り2,000,000円を補助します。

　

支出予定額購入内容 購入先

　

　

合　計

06_開設準備費（備品等）申請書

代表者

開設準備費請求額 2,000,000

　

　

　

プレンティ子ども一時預かり施設　開設準備費（備品等）申請書

（消費税別/円）



　（様式１号）プレンティ子ども一時預かり施設　利用実績報告書兼精算請求書 

             令和　　年　　月　　日

（株）ＯＭこうべ　プレンティ事業部　宛

住　所

法人名

㊞

（施設長：　　　　　　　　　　）

　当月の子ども一時預かり施設の利用状況について下記のとおり報告し、

併せて、神戸ウェストメンバーズカード割引実施に伴う利用料との差額を

請求します。

1.利用状況

　

07_施設利用状況報告書

※なお、当月の利用状況詳細は別紙（様式④-2利用状況報告書〔月報〕）
　のとおりです。

補助単価（ｃ） コマ数(ｄ)  請求額（ｃ-ｄ）

0 0 0

２.カード割引と利用料との差額負担金の請求

一般料金（ａ） 割引適用料金（ｂ） 補助単価（ａ-ｂ=ｃ）

0 0 0

カード割引利用者

全体

一般料金利用者

　　　　プレンティ子ども一時預かり施設　利用状況報告書

代表者

件数 コマ数（延べ時間） 利用収入（税込）

令和２年　　月分

兼 精算請求書



　（様式１号）プレンティ子ども一時預かり施設　利用実績報告書兼精算請求書　

件数 コマ数 利用収入 件数 コマ数 利用収入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

計 0 0 0 0 0 0

07_施設利用状況報告書〔月報〕

プレンティ子ども一時預かり施設　利用状況報告書〔月報〕

令和２年　　月分

日
全体利用者数 カード割引利用者（内数）


