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はじめに

　㈱ＯＭこうべ（以下「当社」という。）は、神戸市中央区ポートアイランド地区において地域貢献に資する

ために地元住民（特に高齢者）の健康増進施設として、平成２８年９月にポートアイランド健康増進施設

（港島けんこうクラブ）を開設しました。

　その後、平成３０年４月から、当施設と同種のスポーツ施設の管理運営・指導実績のある事業者による

入札により業者を決定し当該設の管理運営を委託し、現在に至っています。

この度、現運営委託事業者との契約が令和３年３月３１日で満了となるため、令和３年４月以降の当施設

の管理運営事業者（新規委託先）を募集します。

Ⅰ　事業内容に関する事項

　１．施設の概要

　　（１) 所在地　　　　 神戸市中央区港島8丁目6番6号

 　　　　ポートアイランドセンタースクエア1階

 　 （２） 開設日　　　　 平成２８年９月１日

  　（３） 床面積　　　　　 ４４８㎡

 　　　・トレーニング室　　　　180㎡

　　　・ストレッチラウンジ　　　70㎡

　　　・受付スタッフルーム　　22㎡

　　　・男子更衣室　　　　　　　５２㎡（シャワー室５、ロッカー３６）

　　　・女子更衣室　　　　　　　６０㎡（シャワー室５、ロッカー３６）

※　港島けんこうクラブ施設平面図（Ｐ２３）

　　（４） 営業日時　 ①  営業日

　　下記の休業日を除く毎日

　　　　・定休日（毎日曜日）

　　　　・年末年始（１２月２９日～１月３日）

　　　　・機器メンテナンス、設備点検等による休業日

② 営業時間

　　　午前１０時～午後８時

　２．管理運営の基本的な考え方

　　　受託者は、当該施設の一切の管理運営業務（以下「管理運営業務」という。）を次に掲げる項目に

　　従って実施するものとする。

　　（１）公の施設に準じた施設であることを念頭において、公平な管理運営を行うこととし、特定の団体

　　　　・個人に有利あるいは不利になる運営をしてはならない。
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　　（２）関係法令等を遵守して適正な管理運営を行うこと。

　　（３）スポーツ振興の施設として、市民の健康・体力づくりに貢献するとともに、地域住民のコミュニケ

　　　　ーションを図れる場を提供する施設としての機能を果たすこと。

　　（４）効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の節減に努めること。

　　（５）利用者が快適に利用できるように各種設備の適切な保守点検を行い、適正な維持管理に努め

　　　 ること。

    （６）個人情報の保護に努めること。

    （７）当該施設を支店・出張所など受託者の事務所として、目的外に使用してはならない。

　３．受託者が行う業務

　　　受託者が行う主な業務は下記のとおりとし、原則としての管理運営に関する一切の業務とする。

　　（１）事前業務

　　　　① 前受託者等からの引継ぎに関する業務

　　　　② 利用促進のための施設ＰＲ、利用者ニーズの把握等に関する業務

　　　　③ 受託者の経費負担により購入等を行う器具備品等の設置に関する業務

　　　　④ 受託者が作成・管理するホームページの開設準備に関する業務

　　　　⑤ その他施設の円滑な運営を目的とする業務

    （２）　管理運営全般に関する業務

        ① 利用者の登録・申込の受付等に関する業務

　　　　② 利用料の徴収及び返金に関する業務

　　　　③ 施設内に設置するトレ－ニング機器等の取扱方法、運動効果等を利用者に説明する業務

　    　④ 施設、設備、器具及び備品の維持管理(整備・清掃）、保守並びに安全点検に関する業務

　　    ⑤ 利用案内に関する業務

　    　⑥ 防火管理、清掃、警備、修繕等に関する業務

    　　⑦ その他施設の円滑な運営のため、利用者に管理要綱を遵守させる業務

　　（３）受託者が提案して行う事業（当社承認が必要となります。）

　　　　①利用者に対して開催されるショ－トプログラム事業（週１回以上実施）

　　　　②利用者サービスの観点から受託者が提案し行う物販事業

　　（４）その他の業務

　　　　① 業務員の雇用、配置、研修

　　　　② 文書管理(利用者個人情報保護含む。）

　　　　③ 業務報告

　　　　④ 統計資料等の作成

　　　　⑤ 当社及び関係機関との連絡調整

　　　　⑥ 事故等緊急時の対応
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　　    ⑦ 当社又は次期受託者への引継ぎ等の委託期間終了にあたっての業務

　　（５）施設・設備・器具の修繕・更新業務

　　　　① 施設・設備・器具・備品の劣化等損傷等により必要となった修繕等業務

　　　　　　(１件あたり消費税抜予定価格が３０万円以下のもの）

　　（６）施設維持経費等の負担及び支払業務

　　　　「港島けんこうクラブ管理運営業務仕様明細書」第５項第７号（P１９）に掲げる乙が負担する

       経費の負担

　　　　・支払業務（➀～⑬の項目）

　４．業務員の配置

　　（１）市民レクリエーションと健康づくりに関して見識を有するとともに、施設全体の経営能力を備え、

　　　　 スポーツ施設の管理運営の実績がある統括責任者を１名配置し、統括責任者選任届を提出

         すること。

    （２）現場責任者は専任とする。

    （３）営業時間内は業務員を常時１名以上配置すること。業務員は現場責任者をもって充てることが

         できる。

    （５)受託者は施設状況に合わせた業務員配置計画を策定し、利用者対応の支障のないように配置

　　　　を行うこと。

    （６）消防法に基づき必要に応じて防火管理者を１名選任すること。

　５．委託期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの１年間

　　　　ただし、契約期間満了の６か月前までに当社と受託者で協議が整った場合は、この契約は自動

　　　更新する。なお、自動更新については、上記期間を含め５年間を限度とする。

　　　　※　当該物件は、㈱ＯＭこうべが当ビル所有者から借り受けているものです。当社が引き続いて

　　　　　　 借り受けることができることが、事業委託の前提となります。ついては、当社がビル所有者から

　　　　　　 借り受けることができなくなった場合は、委託期間中であってもこの契約は当然に終了します。

　 ６．管理運営に係る収入及び支出

　　　管理運営業務により得られる収入は、すべて受託者に帰属するものとし、管理運営業務に係る費用

　　　は１件あたり３０万円(消費税別)を超える修繕費を除き、受託者が全て負担するものとする。

　　　（１）受託者の収入

　　　　　① 施設運営により利用者から徴収する登録料・利用料等

　　　　　② 受託者が提案し行う物販事業により得られる収入（当社承認が必要）

　　　　　③ その他当社が受託者より提案を受けて承認した事業から得られる収入（当社承認が必要）

※　（参考）平成３０年４月～令和２年９月の利用人数及び収入は、別添参照（P２４）
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　　　（２）受託者の支出

　　　　　① 管理運営業務に要する費用（別添仕様明細書第５項（７）経費の負担・支払い業務）(Ｐ１９)

　　　　　　　は、全て受託者が負担する。

　　　　  ※　1件３０万円(消費税抜)を超える施設修繕等の費用（１５ 責任分担施設修繕等 参照）を

　　　除き、受託者が全ての費用を負担する。

　　　　　　　　　　　 ※　各種保険については、受託者が管理運営上必要と判断する場合は受託者が保険を

　　　　　　       かけること。なお、施設賠償障害保険は、別添仕様明細書第８項（Ｐ19・20）で定める

　　 賠償金以上の保険に加入すること。

　　       ② 受託者に賦課される税金

　７．利用料

　　　利用者に対する登録料金・利用料金は、以下の通りとする。

　　　なお、契約期間中にこの料金が改定された場合は、受託者は当社の指示に従い、その改定料金を

　　適用しなければならない。

　　【現行料金】　令和２年１０月現在（消費税10％込）

　　　（１）登録料金（消費税10％込）

４００円

　　　（２）利用料金（消費税10％込）

　　７５歳以上 　　１，０１０円／月

　　６５歳から７４歳 　　３，０５０円／月

　　６５歳未満 　　５，０９０円／月

　　回数券10回分 　　　　５，０９０円

　※回数券は最初の利用開始日から３か月間有効

　８．管理の基準

　　　（１）関係法令の遵守

　　　　　管理運営業務を行うにあたっては、次の法令等を遵守しなければならない。

　　　　　　①　㈱ＯＭこうべ港島けんこうクラブ管理要綱【資料編Ｐ25～28】

　　　　　　②　㈱ＯＭこうべ個人情報保護規定【資料編Ｐ32～38】

　　　　　　③　労働基準法その他の労働関係法令

        　　④ （一社）日本フィットネス産業協会「新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン」

　　　　　　⑤　その他関連法規・要綱・要領・通知等

　　　（２）休業日及び営業時間

　　　　　 休業日及び営業時間は、港島けんこうクラブ管理要綱に定める休業日及び営業時間を遵守し

登　録　区　分 利　用　料　金
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　　　　　 なければならない。受託者の都合によりこれを変更することはできない。

　    （3）守秘義務

　　　     受託者（受託者から委託を受けた事業者を含む。）の従業員（従業員であったものを含む。）は、

           業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。守秘義務は、契約期間中及び期間終了後を

　　　　　 問わず遵守しなければならない。

　　　（4）個人情報の保護

           ① 受託者は、個人情報の保護に関する法律、及び㈱ＯＭこうべ個人情報保護規定の趣旨に

　             則り、個人情報の保護に努めるものとする。特に、利用者の個人情報についてはその取り扱

　　　　　　　 いに十分留意し、漏洩の防止等適切な管理に努め、第三者に漏らしたり、当社の承認なく

　            自己の利益のために使用してはならない。

          ② 管理運営業務終了時、利用者名簿等の個人情報については、すみやかに当社に返却し、

　　　　　　　受託者は一切保管しないものとする。

          ③ 受託者は、契約期間中だけでなく終了時においても、契約の内容、並びに締結及び履行に

　　　　　　　あたって知り得た利用者等の個人情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、法令上公開

　　　　　　　又は開示がある場合及び官公庁より照会を受けた場合当正当な事由がある場合があるときは

　　　　　　　この限りでない。

      （5）文書管理

           受託者は、自ら作成した管理運営業務報告書又は取得した文書等について、当社が指定する

           期間ごとに、目録を作成して適切に管理・保管しなければならない。

             また、委託期間の満了時や委託契約が解除されたときは、これらの文書のうち当社が管理運営

          上必要と認める文書を当社に引き渡さなければならない。

      （6) 環境への配慮

           受託者は、電気、ガス、水道等の使用量の節減、環境に配慮した商品等の購入の推進、資源

           の有効活用やリサイクルの推進による廃棄物の排出抑制、廃棄物の適正処理など環境に配慮

           した取り組みに努めるものとする。

      （7) その他

　　　　　① 受託者は本施設において、物品を販売しようとするときは、あらかじめ、その内容について、

　　　　　　 当社の承認を得ること。

　　　　　② 本施設内においてこの施設以外の広告を行う場合は、当社承認を得ること。

　９．第三者への委託の禁止

　　 受託者は、管理運営業務を自己の責任において完全に履行しなければならず、その全部を第三者

     に包括委託することはできない。受託者が、管理運営業務の一部を第三者に委託する場合は、あら

     かじめ当社に書面で申請し承認を得なければならない。ただし、管理の統括業務については、第三

    者に委託することはできない。
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　10．㈱ＯＭこうべの指示等

　　（１） 当社は施設管理の適正を期すため、受託者に対して、必要に応じて管理運営業務及び経理

　　　　 の状況等に関し報告を求め、必要な指示をすることができる。

    （２) 受託者は、必要書類の開示等これらの調査に協力しなければならず、又当社の指示に対して

　　     は、真摯に対応しなければならない。当社及び神戸市の監査が実施される場合も同様とする。

　  （３） 受託者が（１）及び(２)に定める指示に従わないとき、その他受託者による管理を継続することが

          適当でないと認められるときは、当社は受託者との契約を解除し、又は期間を定めて管理業務

          の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合、受託者が被る損失については、

　　　　 当社は補填の責を負わない。

  11．モニタリング等

　　（１） 受託者は、少なくとも年１回、管理運営業務に関する利用者の意見や要望を把握し、管理運営

          業務に反映させるため、利用者を対象としたアンケート等による意見聴取を行い、その結果（自

          己評価を含む。）を集計して、当社に報告書を提出しなければならない。

    （２） 当社は、受託者から提出される報告書により、適切に管理運営業務がなされているか、また、

　　　　  設定された目標が達成されているかなどについて確認を行い、その結果、受託者に必要な指示

          を行う。さらに、委託期間中において必要に応じて管理運営業務の実績の確認及び評価をする

          ためのモニタリングを行う。受託者は、これに協力するものとする。

 　12．管理運営業務等の報告

　　（１） 受託者は、本施設の登録者件数、利用料収入等の各種統計月報を作成し、翌月５営業日までに

          Ｅメールで当社に送付するものとする。

    （２） 受託者は、管理運営業務に係る年報［年報毎月４月から翌年３月までの事業報告書（収支の状況

         を含む）]を作成し、毎年４月末までに当社に提出するものとする。

    （３） 月報及び年報は、当社の情報公開関連規定に基づき、公開することがある。

    （４） 受託者は毎月報告会を開催し、業務状況を指定する期日までに当社に報告するものとする。

　　（５） 次のような事項に該当したときは、受託者は速やかに当社に報告を行うものとする。

　　　　① 業務責任者(代表者・業務責任者・防火管理者等)に変更があったとき

        ② 特別な大規模イベント開催等があるとき

        ③ 定款若しくは寄付行為又は登記事項に変更があったとき

　    　④ 施設において、事故等緊急事態が発生したとき

　　    ⑤ 管理運営業務に関して受託者が争訟を提起されたとき

　　    ⑥ 金融機関との取引の停止や債権の差押などがあって、受託者の経営状態が不安定となり、

　　　     適正な管理運営業務に支障を来たす事態が生じたとき
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　13．管理運営業務の継続が困難になった場合の措置

　　（１）当社又は受託者が、自己の都合で管理運営業務の継続が困難となった場合、６か月前までに

　　　　 相手方に文書でその予告をしなければならない。

    （２) 受託者の責に帰すべき事由により管理運営業務の継続が困難となった場合、当社は契約解除

         等の措置をとる。この場合、受託者は、当社に生じた一切の損害を賠償するものとする。

           また、受託者は、当社又は次期受託者が円滑かつ支障なく管理運営業務を遂行できるように

         引継ぎを行うものとする。

    （３）自然災害その他の不可抗力等の当社及び受託者双方の責に帰すことのできない事由等により、

         受託者が管理運営業務の継続が困難となった場合は、管理運営業務継続可否につき協議する

         ものとする。

         一定期間内に協議が整わない場合は、当社は受託者との契約を解除できるものとする。この場合、

        受託者は、当社又は次期受託者が円滑かつ支障なく管理運営業務を遂行できるように引継ぎを行

        うものとする。

　14．原状回復

　　　 受託者は、委託契約期間の満了又は解除にあたっては、当社の指示に基づき施設を原状に復して

　　　 当社に引き渡すものとする。

  15．責任分担

　　　　当社と受託者の責任分担については、次のとおりとする。

　　　　　　　　内　容 当　社 受託者

法令・税制の変更 受託者が行う管理運営業務に影響を及ぼす ○

法令等の変更

（他の項目に記載されているものを除く）

物価変動 物価変動に伴う経費の増減　※１ ○

金利変動 金利変動に伴う経費の増減 ○

自然災害（地震・台風 待機・連絡体制の確保 ○

等）等災害時対応 施設・設備の応急処置

利用者の誘導等安全確保

被害状況の調査・報告

業務の変更、中止、延期　※２

施設の復旧　※２

管理運営業務の ＯＭこうべの瑕疵によるもの ○ 　 

中止・延期 破産、事業放棄等受託者の責任によるもの ○

需要変動 当初の需要見込みと異なる状況の発生 ○

項　目

協　議　事　項

協　議　事　項
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施設修繕等 施設・設備・器具・備品の劣化等

管理運営業務の瑕疵に起因する火災・事件 ○

・事故等による施設・設備・器具・備品の劣化

債務不履行 受託者による契約内容の不履行 ○

性能リスク負担 提供するサービスの要求仕様不適合に基づく ○

責任負担

地域住民・利用者 管理運営全般に関する訴訟・苦情・要望等 　※　４

への対応 への対応

損害賠償 施設、機器の管理上の不備又は施設管理上 ○

の瑕疵による事故及び臨時休業等に利用者

等への損害賠償

運営リスク負担 施設、機器の管理上の不備又は施設管理上 ○

の瑕疵又は火災等の事故（管理上の瑕疵に

よるもの）による臨時休業等に伴う運営リスク

火災等の事故（管理上の瑕疵によるものを除く）

に伴う運営リスク

　　　　　　　 ※１　原則として受託者のリスクとするが、提案時に想定できなかった大幅な物価変動が

　　　　　　　　　　あった場合は協議できるものとする。　　　 あった場合は協議できるものとする。

※２　自然災害（地震・台風等）への対応

　　　        建物・設備が復旧困難な被害を受けた場合、業務の全部の停止を命じることがある。

※３　施設・設備・器具・備品の修繕・更新の負担区分

　　１件あたりの予定価格（消費税抜）

　３０万円以下

　３０万円超

（１）上記「修繕」「更新」等は、委託開始時での引渡物件を対象とする。新規に設置する物件

　　 については、原則としてすべて受託者の費用負担とする。引渡物件に価値、機能等を新

    たに追加する場合もすべて受託者の費用負担とする。

（２）受託者が管理上の瑕疵による施設の損傷を修繕するときは、予定価格に関わらず受託者

　　 が負担する。

（３）上記「修繕」「更新」等については、原則としてすべて事前に当社と協議し、設計図書等

　　 を当社に提出のうえ承認を得るものとする。

       ただし、小規模修繕（1件あたりの予定金額が30万円(消費税抜)以下で運営内容を大幅

     に変えないもの）は、事後報告で足りる。

(４) 当社が計画的な修繕を実施するため、受託者に修繕計画の提出を求めることがある。

※　３

損傷・法令等の変更により必要となった修繕等

協　議　事　項

施行者 費用負担者

受託者 受託者

ＯＭこうべ ＯＭこうべ

8



(５) 受託者は、備品を良好な状態に保ち、必要な場合は上記※３の負担区分に従い、更新

     する。

（６) 修繕及び設備・機器・備品等の設置・更新等により生じた物件は費用負担区分の如何を

     問わずすべて当社に帰属（備品台帳記入）するものとし、受託者は委託期間中、終了後

     を問わず当社に対して費用償還や買取り等何らの請求もできないものとする。

 (７)精算等により予定価格に変動があった場合でも上記負担区分の変更は行わない。

　　（例えば、予定価格28万円で受託者負担としていたものが、施工後の精算で31万円と

      なった場合でも当社負担とはならない。）

※４　地域住民・利用者への対応

　　 原則として、受託者側で対応する。受託者が対応した場合は、速やかに報告すること。

　　 ケースに応じ、当社が受託者に対応を指示したり、報告や同行等を求めたりすることが

     あるので、指示があった場合は、それに従うものとする。
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Ⅱ　募集及び選考に関する事項

  １．募集に関する事項

　　（１） 募集及び選考のスケジュール

募集要項の公表（ＯＭこうべのホームページ） 令和２年１１月　２日（月）～１１月１７日（火）

応募予定登録申請の受付 令和２年１１月１８日（水）・１１月１９日（木）

現地見学会(登録者が対象施設を見学) 令和２年１１月２４日（火）・１１月２５日（水）

質問書の受付 令和２年１１月３０（月）

質問書の回答 令和２年１２月　４日（金）

管理事業者選定申請の受付 令和２年１２月１０日（木）・１２月１１日(金)

現地調査(当社が応募者の施設を視察) 令和２年１２月１６日（水）・１２月１７日（木）

審査結果の通知 令和３年　１月中旬

委託費の入札 令和３年　１月下旬

　　（２）　募集資格等

　　　　①　応募者の資格

             応募者は、応募時点で３年以上継続して港島けんこうクラブと同種のスポーツ施設の管理運営

           を行っており、スポーツ振興に関する事業の実績を豊富に有し、かつ、設置目的に基づき、その

           管理運営業務を円滑に遂行することができる能力を有する単独の法人とする。ついては、法人

           格のない団体及び個人、複数法人で構成する共同企業体での応募はできない。

         　 　また、第３項の応募登録をしなければ、応募することはできない。

        ②　欠格事項

　　　      次に該当する法人の応募は無効とする。

　　　      ア．応募登録の受付期間の最終日から選定結果の通知日までの間に、神戸市指名停止基準

　　　　　　　　要項に基づく指名停止及びＯＭこうべ指名停止基準要項に基づく指名停止を受けている

　　　　　　　　法人。

　　　　　　イ．会社更生法、民事再生法に基づく再生又は再生手続きを行っている法人

　　　　　　エ．暴力団による不当な利益の防止等に関する法律第2条第2項に揚げる暴力団及びそれ

　　　　　　　 　らの利益となる活動を行う団体（以下「暴力団等」という。）

　　      　オ．直近２年間に国税、都道府県税、市町村税を滞納している法人。

　　　　　　カ．次の各項目に該当する者が役員となっている法人

　ａ．破産者で復権を得ない者

　ｂ．法律行為を行う能力を有しない者

　ｃ．禁固以上の刑に処せられ、その執行終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

　　　までの者

　ｄ．神戸市において懲戒免職の処分を受け当該処分の日から２年を経過しない者

10



　ｅ．日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

　　 で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

　ｆ．暴力団等の構成員

（3）　失格事項

　　　　　次の該当する場合は、失格として選定の対象から除外する。なお、応募後において、失格事項

　　　　　に該当することとなった場合は失格とする。

①　選定・審査に関する不当な要求を申し入れた場合（他人をして申し入れさせた場合を

　　 含む。）

②　応募書類に虚偽の記載があった場合

③　応募に際して不正行為があった場合

④　提出期限までに必要な書類が提出されなかった場合

⑤　応募資格がないと認められた場合

⑥　同じ法人又は、資金面若しくは人事面で関係のある法人が重複して応募した場合

※　「資金面若しくは人事面で関係のある法人」とは次のいずれかの法人をいうものとする。　　　　　　

　　　ア．当該法人の出資総額の100分の50を超える出資をしている法人

　　　イ．当該法人の代表権を有する者が代表権を有する別の法人

　２．募集要項の公開

　　 募集要項及び資料編、様式編は、令和２年１１月　２日（月）～１１月１７日（火）までの期間中、

　　当社ホームページにおいて公表する。募集要項（資料編を含む）、様式編は当社ホーム

    ページからダウンロードすること。　　ＵＲＬ：ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｏｍ-ｋｏｂｅ．ｃｏ．ｊｐ

　　

  ３．応募予定登録受付

　　（１）受付方法　　

          応募は、〈様式１〉応募予定登録申請書（Ｐ３９）に必要事項を記入、必要提出書類を添付のうえ、

          受付期間に受付場所まで持参して提出すること。

　　　　　なお、１１月１7日（火）までに事前に電話で予約したうえで、提出すること。

　　（２）受付期間　　 

          令和２年１１月１８日（水）から１１月１９日（木）　

午前９時から午後５時　（正午から午後１時までの間は除く）

　　（３）受付場所　　 

          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　地域事業部　担当：平見・宮田

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７８-３０２-２８９８
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　　（４）提出書類

書　式

①　 応募予定登録申請書　（Ｐ３９） 様式１

②　 欠格事項に該当しない旨の誓約書 （Ｐ４０） 様式２

③　 同類施設の運営実績（施設数・規模・期間等） （Ｐ４１） 様式３

④　法人設立趣旨・組織(従業員数含)及び運営に関する事項の概要 　　　－

　　 及び社会地域貢献等が分かる書類（会社概要のパンフレット類）

    （５） 提出部数等

       ➀ 市販のフラットファイルＡ４サイズに表紙名「管理運営応募予定登録申請関係書類：法人名」

          を明示するとともに、①～④の各１部（インデックス付）を順に添付したものを１部とし、正本１部、

           副本（コピー）１部を提出すること。

       ② 提出書類はＡ４版を原則とする。他のサイズの場合はＡ４サイズに折り込むこと。

　　（６） 注意事項

　　　 ① 提出書類は理由の如何にかかわらず返却しない。

       ② 応募に関する費用は全て応募者の負担とする。

       ③ 当社が提供する資料は、応募にかかる検討以外の目的で使用することを禁止する。

           また、この目的の範囲内であっても、当社の了承を得ることなく、第三者に対して、これを開示

           したり、使用させたりすることを禁止する。

　４．現地見学会、説明会

　　　＜応募予定登録申請した法人しか参加できない＞

　　　　応募者はできるだけ出席すること。応募予定登録申請受付時に現地見学会参加者を当社に伝え

　　　　ること。参加は１法人２名までとし時間帯は当社で決定し連絡する。なお、見学会は１法人につき、

　　　　１時間以内とする。

　　　　（１）日 時 ： 令和２年１１月２４日（火）・１１月２５日（水）

　　　　（２）場 所 ：ポートアイランド健康増進施設（港島けんこうクラブ）　　

　 ５．応募に関する質問の受付

　　　　（１）質問方法    

質問がある場合は、「質問書：様式５（Ｐ４３）」によりＥメールで提出すること。他の方法での

質問には受け付けも回答もしない。

　　　　（２）受付期間    

令和２年１１月３０日（月）　午前９時から午後５時まで

　　　　（３）回答予定日  

提　　　　出　　　　書　　　　類
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令和２年１２月　４日（金）予定

　　　　（４）回答方法　　 

応募者全員に電子メールで回答する。なお、回答内容はこの募集要項に優先する。

　６．応募の辞退

　　　　（１） 応募予定登録後に辞退する場合は辞退届：様式６（P４４）を提出すること。

　　　　（２） 応募予定登録申請時に当社に提出された資料は返却しない。

　　　　（３） 提出先は応募登録の受付先と同じで、郵送（１２月９日(水)までに必着のこと）での届出も

　　　　　　　可能とする。

　　　　（４） 応募辞退の受付は、質問書回答（１２月４日(金)）から事業者選定申請前日（１２月９日(水)）

　　　　　　　の間とする。それ以後の辞退は、当社に生じた損害の賠償を求めることがあります。

　7．事業者選定申請受付

　　（１）受付方法　　

          事業者選定申請は、〈様式７〉管理運営事業者選定申請書（Ｐ４５）に必要事項を記入し、必要

          提出書類を添付のうえ、下記の受付期間内に受付場所まで持参して提出すること。この申請に

       　添付する各証明書は、提出日において発行後３か月以内のものを提出すること。

　　　　　なお、１２月９日（水）までに事前に電話で予約したうえで、提出すること。

　　（２）受付期間　　 

          令和２年１２月１０日（木）から１２月１１日（金）　

午前９時から午後５時　（正午から午後１時までの間は除く）

　　（３）受付場所　　 

          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　地域事業部　担当：平見・宮田

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７８-３０２-２８９８

　　（４）提出書類

書　式

①　 ショ－トプログラム（実施回数・内容等）　（Ｐ４２） 様式４

②　管理運営事業者選定申請書　（Ｐ４５） 様式７

③　法人の印鑑証明書　（提出日から3か月以内のもの） 　　　－

④　法人登記事項全部証明書　（提出日から３か月以内のもの） 　　　－

⑤　定款又はこれに類する書類 　　　－

提　　　　出　　　　書　　　　類
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⑥　直近２か年の決算書類　（事業報告書、損益計算書、貸借対照表等の財務諸表 　　　－

　　 及び監査報告書、主な株主構成、出損者、資本構成のわかるもの

⑦　直近２か年の法人税、消費税及び特別地方消費税、都道府県税、市町村税の 　　　－

　　 各納税証明書

     ※ 神戸市内に事業所（本社、支社、支店）を有する法人にあっては、兵庫県税・　

　　　　神戸市税の各納税証明書、神戸市内に事業所を有しない法人にあっては、

　　　　本社所在地の都道県税・市町村税の各納税証明書

⑧　代表者略歴書・役員名簿 　　　－

    （５） 提出部数等

       ➀ 市販のフラットファイルＡ４サイズに表紙名「管理運営事業者選定申請関係書類：法人名」を

          明示するとともに、①～⑧の各１部（インデックス付）を順に添付したものを１部とし、正本１部、

           副本（コピー）１部を提出すること。

       ② 提出書類はＡ４版を原則とする。他のサイズの場合はＡ４サイズに折り込むこと。

　　（６） 注意事項

　　　 ① 提出書類は理由の如何にかかわらず返却しない。

       ② 応募に関する費用は全て応募者の負担とする。

       ③ 当社が提供する資料は、応募にかかる検討以外の目的で使用することを禁止する。

           また、この目的の範囲内であっても、当社の了承を得ることなく、第三者に対して、これを開示

           したり、使用させたりすることを禁止する。

　　　　

　８．現地調査

　　　　　＜応募した事業者の施設を当社係員が視察します＞

　　　　（１）　日　時　　 令和２年１２月１６日（水）～１２月１７日（木）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　視察日及び時間は事前に調整します。

　　　　（２）　場　所　　 希望される施設があるときは、応募時に当社係員に伝えること。

　　　　（３）　その他　　 視察時間は概ね１時間です。施設の案内及び説明をお願いします。

　９．受託者決定までの流れ

　　　　（１）書類審査

　　　　　　①審査方法等

　　　　　　 提出書類に基づき、当社の管理運営事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）に

              おいて下記の内容及び配点で採点し、その合否を全応募者に通知します。合否は、６０点

　　　　　　　をもって合格、それ未満の点数を不合格といたします。
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【審査項目及び配点】

配点

事業者に関する事項 ①法人の理念方針 １０点

②法人の財務・経営状況 １０点

③団体の組織・体制 ２０点

④同種・類似施設での運営状況 ２０点

⑤ｼｮ－ﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(実施回数) ２０点

⑥社会地域貢献 ２０点

【計100点】

　　　　　　②審査結果の通知

審査結果は応募した法人全てに文書で通知します。審査の結果の理由及び結果に関する

問合せ及び異議には一切応じません。

　　　　（２）委託費入札の実施

　　　　　　書類審査を通過した応募者参加によるポートアイランド健康増進施設（港島けんこうクラブ）

　　　　　　管理運営業務委託費の入札を実施し、第１候補者及び第２候補者を決定いたします。

　　　　　　第２候補者の権利は、第１候補者が契約締結した時点で消滅します。

　　　　　　 ※　入札予定日　令和３年１月２５日（月）

Ⅲ．選考後の手続等に関する事項

　１．委託契約の締結

　　 募集要項を踏まえ、協議のうえ令和３年４月１日を始期とする委託契約を締結する。

　　　なお、当社の指定する期限までに契約が締結されないときはその時点で失格となり、第２候補者と

　　　契約交渉を開始します。

　　　　（１）第１候補者の契約締結予定期限は令和３年２月１０日（水）とする。

　　　　（２）第２候補者の契約締結期限は必要に応じて別途定める。

　　　　（３）契約締結後、契約期間開始までの間に受託者都合により解約した場合は、違約金２００万円

　　　　　　を申し受けいたします。

　２．是正指導

　　　当社は、新運営事業者の管理運営業務の履行について、この募集要項の基準満たしていないと

　　　 判断した場合には、是正指導を行います。その後、改善がみられない場合は委託契約の解除など

       の措置を行うことができるものとする。

審　査　項　目 内　　容
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  ３．その他

　　　　（１）新運営事業者は、企業活動の一環として、他の施設で行う事業の勧誘等、営利を目的とす

　　　　　　 る活動を行うときは、事前に当社の承認が必要となる。

        （２）管理運営業務における事業年度及び会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。

　  　　　　 この募集要項に記載する事業年度及び会計年度についても同様とする。

        （３）新運営事業者は、委託契約の期間満了又は契約解除により、当社又は次期新運営事業

            者に事業を引き継ぐ場合には、円滑な引き継ぎのために誠実に対応、協力するとともに、

            必要な帳簿、書類、データ等を無償で提供しなければならない。また、この場合の引継に

            要する費用は新運営事業者の負担とする。

　　　　（４）問合せ及び書類等提出先

〒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　　地域事業部　　担当：平見・宮田

　　　　　    　　　　電話　（０７８）３０２－２８９８　　　ＦＡＸ　（０７８）３０２－２４０４

　　　　　　           Ｅ－ｍａｉｌ：miyata@om-kobe.co.jp

受付時間　　午前９時から午後５時まで

（正午から午後１時までの時間は除く・土日祝の受付は行わない）

Ⅳ　添付書類等

　　１．管理運営事業者募集要項〈様式編〉

      (応募登録)

＜様式１＞　 応募予定登録申請書

＜様式２＞　 欠格事項に該当しない旨の誓約書

＜様式３＞　 同種または類似施設での運営実績書

＜様式４＞　 ショ－トプログラムの内容・回数

＜様式５＞　 質問書

＜様式６＞　 辞退届

＜様式７＞　 管理運営事業者選定申請書

※１　上記様式（エクセル形式）は、当社ＨＰからダウンロードしてください。

※２　様式１～３は、応募予定登録申請時に法人に関する書類と合わせて提出

　　　 してください。

※３　様式５は、応募予定登録申請後に質疑があれば、その内容をメール送信

　　　 してください。

※４　様式６は応募登録申請後に辞退する場合、提出してください。

※５　様式４及び様式７は事業者選定申請時に提出してください。
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 　株式会社ＯＭこうべ（以下「甲」という。）が発注する「港島けんこうクラブ管理運営委託業務」

 の遂行するべき業務の仕様明細は以下のとおりとし、受託者（以下「乙」という。）は本仕様明細

 を遵守して業務履行しなければならない。

１．  委託物件

　　神戸市中央区港島中町８丁目６番６号

　　　ポートアイランドセンタースクエア１階（４４８㎡）　

２． 委託期間

　　令和３年４月１日～令和４年３月３１日までの１年間とする。

　　ただし、その後も甲が当ビル所有者から借り受けることができ、期間満了の６か月前までに甲乙

　間で協議が整った場合は、契約は自動更新する。なお、自動更新については、上記期間を含め

　５年間を限度とする。

３． 施設概要（別紙図面参照）

　（１）供用開始日　　平成２８年９月1日

　（２）床面積　　４４８㎡　

　　　①トレーニング室　　　１８０㎡

　　　②ストレッチラウンジ　　７０㎡

　　　③受付スタッフルーム　　２２㎡

　　　④男子更衣室　　　　　　５２㎡（シャワー室５、ロッカー３６）

　　　⑤女子更衣室　　　　　　６０㎡（シャワー室５、ロッカー３６）

　（３）営業時間　　午前１０時～午後８時

　（４）休業日　　毎週日曜日

　　　年末年始１２月２９日～翌年1月３日

　　  上記以外に機器メンテナンス、設備点検等による休館日　

４．業務員等の条件及び配置

対　象　者 条　　件　　等

統括責任者    乙の正社員の管理職とする。

  非常駐であるが、常に連絡を取り、月に１回以上の現場

 状況の把握を行う。

現場責任者    乙の正社員とし、施設内に常駐すること。

スタッフ    乙の従業員（アルバイト、パート等）は、１８歳以上とする。

※ 営業時間内は統括又は現場責任者が１名以上常駐し、利用者対応において支障の

　　ないように、業務員配置を行うこと。

港島けんこうクラブ管理運営業務仕様明細書
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５．委託業務内容

　（１）利用登録・申込受付業務

　　　港島けんこうクラブ登録申込書及び利用規約及び同意書による受付をすること。

　（２）利用料金等徴収業務

      港島けんこうクラブ管理要綱第４条及び第５条に記載する登録料・利用料を徴収し領収書及び

　　　登録証を発行すること。

　（３）登録者利用受付業務

　　　①利用者のシューズボックスキーを受取り、ロッカーキーの受渡しをすること。

　　　②利用者受付簿に署名してもらうこと。

　　　③その他、ドライヤーの貸出をすること。

　（４）トレーニング室運営業務

　　　①利用者が常に気持ちよく使用できるよう、トレーニング機器類の整備、清掃、安全点検等には

　　　　十分配慮すること。

　　　②トレーニング室を初めて利用する方には、機器の取扱い方法、使用方法、運動効果等を説明

　　　　すること。

　　　③個人健康チェックカードの整理をすること。

　　　④施設のスタッフとしてふさわしい身だしなみ及び対応を心がけること。

　　　⑤その他港島けんこうクラブ利用規約を遵守すること。

　（５）清掃・点検・巡回業務

　　　①施設を常に良好な状態に維持管理すること。

　　　②トレーニング室、更衣室（トイレ含む）、シャワー室は１日１回以上営業に支障のない時間帯に

　　　　清掃すること。また、シャワー室の足ふきマットの取り換え及び洗濯は、毎日行うこと。

　　　③トレーニング機器は、毎日随時目視点検し、安全に配慮すること。又機器（ハンドル部）を適時

　　　　アルコール等でふき取ること。

　　　④電気温水器（小型ボイラー）の日常点検、その他清掃等及び定期自主点検（年１回）を実施

　　　　 すること。　（取扱説明書参照）

      ⑤空調機のエアーフィルタの清掃及び点検（年１回）すること。

      ⑥更衣室の巡回を適宜行うこと。

      ⑦（一社）日本フィットネス産業協会「新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン」に従って、施設

　　　　内の設備・機器の消毒作業を実施すること。

  （６）修繕業務

　　①費用が１件当たり税込み３０万円以内までの修繕は、甲に承諾を得たうえで、乙の費用負担で

　　　 実施すること。なお、緊急時やむを得ない場合は、事後速やかに報告すること。

　　②費用が1件税込み３０万円を超える修繕については、甲が負担する。
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　　　（「募集要項　１５責任分担　※３」施設・設備・器具・備品の修繕・更新の負担区分参照）

　（７）経費の負担・支払い業務

　　乙が負担、支払いするものは次のとおりとする。

　　　①水道料金（乙が継続契約すること。）

　　　②電話料金（乙が継続契約すること。）

　　　③USEN使用料（乙が継続契約すること。）

　　　④機械警備費（乙が継続契約すること。）

　　　⑤業務に必要な備品

　　　⑥衛生消耗品（清掃用具も含む。）

　　　⑦事務消耗品（登録証、申込書、同意書等含む。）

　　　⑧傷害保険等必要な保険

　　　⑨トレーニングマシンのメンテナンス費及び補修費

　　　⑩空調機のエアーフィルタの清掃

　　　⑪ショートプログラム講師料

　　　⑫前項の乙が実施する修繕業務費用

　　　⑬その他、業務を遂行するために必要な一切の費用

　（８）モニタリング

　　　少なくとも年１回、管理運営業務に関する利用者の意見や要望を把握し、業務に反映させるため

　　　の利用者を対象としたアンケ－ト等による意見聴取を行い、その結果（自己評価含む。）を集計し、

　　　その報告書を提出する。

６．無償で貸与するリース物品、備品及びスタッフルーム等

　　　①別紙１に記載する甲がリースしているマシン及びその他物品

　　　②別紙２に記載する甲の備品等

　　　③業務員が使用するスタッフルーム及び倉庫　（別紙平面図参照）

７．報告業務

　　　①1日の業務が終了したときは、管理日誌、業務日誌を作成しに提出すること。

　　　②利用集計の作成及び報告を下記項目について行うこと。（月間・年間）

　　　③利用状況、使用料徴収、新規登録者数、勤務状況、その他必要と思われる報告を行うこと。

８．損害賠償責任

　　　①業務実施にあたり生じた事故等の損害については、甲の施設の瑕疵に起因する場合及び甲の

　　　　 責任に帰する理由による場合を除き一切乙の責任とする。

　　　②前項の賠償責任の履行を確保するため、乙は傷害保険等の必要な保険加入すること。

         なお、傷害保険については1名あたり最低次の賠償金額以上の保険に加入すること。

　　　　㋐死亡・後遺障害　　  ３００万円
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　　　　㋑入院保険金（1日）４，０００円

　　　　㋒通院保険金（1日）３，０００円

　　　③業務の遂行にあたり、乙の業務員の災害についていかなる理由がある場合においても、乙が

         責任を負うものとする。

９．物品販売

　　物品販売する商品については、甲と事前に販売品、販売場所等を協議し販売できるものとする。

10．収入の帰属

　　　乙に帰属する収入は次のとおりとする。

　　　①登録料

　　　②利用料

　　　③物品販売収入（甲の承認が必要です。）

　　　④ショートプログラム参加料（甲の承認が必要です。）

※　（参考）平成30年4月～令和2年9月の利用人数及び収入は別紙参照

11．甲が負担する費用

　　甲が負担する費用は次のとおりとする。

　　①建物賃借料（当該物件所有者との契約により支払う賃借料）

　　②電気料金（当該物件所有者との契約により支払う付加使用料）

　　③トレーニングマシン及びその他物品のリース料（別紙１記載）　期間　平成３３年６月３０日

　　④「募集要項　１５責任分担　※３」で定める施設・設備・器具・備品の修繕・更新の負担区分

　　　のうち甲が費用負担すると取り決めている施設修繕等の費用

12．乙の実施した修繕により生じた物件はすべて甲に帰属し、乙は委託期間中終了後を問わず

　　乙の実施した修繕により生じた物件はすべて甲に帰属し、乙は委託期間中終了後を問わず

　　甲に対して費用償還や買取等何らの請求もできないものとする。

13．管理運営業務の継続が困難になった場合の措置

　（１）甲又は乙が、自己の都合で管理運営業務の継続が困難となった場合

　　　６か月前までに相手方に文書でその予告をしなければならない。

　（２）乙の責に帰すべき事由により管理運営業務の継続が困難となった場合　　　　　

　　　甲は、契約解除等の措置を取る。この場合、乙は甲に生じた一切の損害を賠償するものとする。

　　　また、乙は、甲又は次期受託者が円滑かつ支障なく管理運営業務が遂行できるように引継ぎを

　　　行うものとする。

　（３）甲及び乙の双方の責に帰すことができない事由により、乙の管理運営業務の継続が困難になっ

　　　た場合

　　　　自然災害その他の不可抗力など、甲及び乙双方の責に帰すことができない事由の場合、乙の

　　　管理運営業務の継続の可否について協議するものとする。一定期間に協議が整わない場合は、
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　　　甲は乙との契約を解除することができるものとする。この場合、甲及び次期受託者が円滑かつ支障

　　　なく管理運営業務が遂行できるように引継ぎを行うものとする。

14．原状回復

　　　乙は、委託期間の満了又は契約の解除にあたっては、甲の指示に基づき施設を原状に復して甲に

　　　引き渡すものとする。

15．第三者への委託

　　①乙は、管理運営業務を自己の責任において完全に履行しなければならず、その全部を第三者に

　　　委託することはできない。

　　②乙が管理運営業務の一部を第三者に委託する場合は、あらかじめ甲に書面で申請し承認を得る

　　　こと。

16．その他

　　乙は、以下の業務等について、その方法等を甲と協議し、承認を受け実施しなければならない。

　　①利用者に対する各種ショートプログラム（毎週１回以上）の実施

　　②新たなトレーニング機器導入提案

　　③新たな料金体系（１回利用）提案

　　④利用状況結果に基づき、利用促進、改善及び広告に関する提案を行うこと。

17．　業務中の事故対策

　（１）事故等が発生したときは、状況に応じて警察署、消防署及び甲に連絡すること。

　（２）業務中は、火災盗難等事故防止について十分注意を払い、施設及び第三者に損害を与えた

　　　 場合、乙は甲の指示に従って賠償するものとし、乙の従業員が行った不法行為及びその他の

       事故についても同様とする。

18．個人情報の保護

　　本業務履行にあたり、施設利用者の個人情報を取扱うことになるが、受託者は、その情報につき

　　当社情報保護規定を遵守していただきます。

　（１）個人情報の保護

　　　　①　受託者は、個人情報の保護に関する法律及び㈱ＯＭこうべ個人情報保護規定の趣旨に

　　　　　　則り、個人情報の保護に努めるものとする。特に、利用登録者の個人情報については、その

　　　　　　取扱いに十分留意し、漏洩の防止等適切な管理に努め、第三者に漏らしたり、当社の承認

　　　　　　なく、自己の利益のために使用してはならない。

　　　　② 管理運営業務終了時、利用登録者の個人情報については、当社に返却し、受託者は保管

　　　　　　しないものとする。

　（２）文書管理

　　　　受託者は、自ら作成した管理運営業務報告書又は取得した文書等について、当社が指定する

　　　　期間ごとに、目録を作成して適切に管理・保管しなければならない。

　　　　　また、委託期間の満了時や委託契約が解除されたときは、これらの文書のうち、当社が管理

　　　　運営上必要と認める文書を当社に引き渡さなければならない。
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19．㈱ＯＭこうべの指示等

　（１） 当社は施設管理の適正を期すため、受託者に対して、必要に応じて管理運営業務及び経理

　　　　 の状況等に関し報告を求めたり、実地向い必要な指示をすることができる。

　（２） 受託者は、必要書類の開示等これらの調査に協力しなければならず、また当社の指示に対して

       　は、真摯に対応しなければならない。当社及び神戸市の監査が実施される場合も同様とする。

　（３） 受託者が（１）及び（２）に定める指示に従わないとき、その他の受託者による管理を継続する

　　　　ことが適当でないと認められるときは、当社は受託者との契約を解除し、又は期間を定めて管理

　　　　の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合に受託者が被る損失について

　　　　当社は補填の責を負わない。

20．仕様書に明示のない事項

　　業務の実施にあたり、この仕様書に記載のない事項については、当然処理を必要とするとき、或い

　　は軽易な作業を行う必要が生じた場合は乙が実施するもとする。

　　ただし、判断がつきにくい事項については別途甲乙協議のうえ決定する。
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　：　施設場所

港島けんこうクラブ施設平面図
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港島けんこうクラブ収入明細

（１） 平成３０年度 （人数：人、消費税別料金：千円）

H30.4 H30.5 H30.6 H30.7 H30.8 H30.9 H30.10 H30.11 H30.12 H31.1 H31.2 H31.3 年　計

男　性 423 408 464 434 426 411 463 448 473 533 563 535 5,581

女　性 189 218 254 271 235 278 296 307 243 279 287 309 3,166

計 612 626 718 705 661 689 759 755 716 812 850 844 8,747

227 238 250 252 258 265 269 276 284 295 296 305

125 154 161 134 178 137 164 214 126 191 187 172 1,943

-- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 7 8 20

125 154 161 134 178 137 164 214 131 191 194 180 1,963

（２） 平成３１年（令和元年)度

H31.4 R1.5 R1.6 R1.7 R1.8 R1.9 R1.10 R1.11 R1.12 R2.1 R2.2 R2.3 年　計

男　性 586 589 508 577 492 559 536 550 546 492 511 16 5,962

女　性 298 309 322 331 292 334 305 311 283 300 316 10 3,411

計 884 898 830 908 784 893 841 861 829 792 827 26 9,373

311 321 329 339 349 360 365 374 380 385 394 390

171 216 128 192 173 214 158 154 172 157 167 3 1,905

7 7 9 12 10 11 9 11 15 13 12 -- 116

178 223 137 204 183 225 167 165 187 170 179 3 2,021

（３） 令和２年度

R2.4 R2.5 R2.6 R2.7 R2.8 R2.9 R2.10 R2.11 R2.12 R3.1 R3.2 R3.3 年　計

男　性 0 0 327 413 421 473

女　性 0 0 190 254 228 254

計 0 0 517 667 649 727

394 397 400 404

0 0 102 103 99 119

-- -- -- -- -- --

0 0 102 103 99 119

※ 令和２年３月３日～６月２日の間、コロナウィルス感染防止のため休業

計

利用料（登録料含）

ｼｮ-ﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加料

物品販売収入

計

項　　　　目

利用料（登録料含）

項　　　　目

利
用
人
数

登録者数

ｼｮ-ﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加料

物品販売収入

利
用
人
数

登録者数

利
用
人
数

登録者数

利用料（登録料含）

ｼｮ-ﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加料

物品販売収入

計

項　　　　目
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（趣旨）

第１条　この要綱は、港島けんこうクラブ（以下「本クラブ」という。）の管理運営に関する要綱の施行に

　ついて必要な事項を定める。

（施設）

第２条　この要綱における本クラブの所在地は以下のとおりとする。

　　　　所在地　　　神戸市中央区港島中町８丁目６番６号

　　　　　　　　　　　 ポートアイランドセンタースクエア１階（４４８㎡）

（事業）

第３条　本クラブは次に掲げる事業を行う。

　（１）地域住民及び市民の心身の健康維持及び健康増進を図るため施設を利用させること。

　（２）特に高齢者を対象とした健康増進を図る事業

　（３）前号に掲げるもののほか、当クラブの利用促進を図るため特に必要と認める事業

（利用登録申込）

第４条　株式会社OMこうべ代表取締役社長（以下「社長」という。）は、本クラブを利用しようとする者

　から、別紙港島けんこうクラブ登録申込書・利用規約及び同意書に署名、押印し提出させなければ

　ならない。

２　登録料金は４００円とする。

３　申込書及び同意書を受理し登録料を納付した者に本クラブの登録証を発行する。

（登録区分・利用料金）

第５条　登録区分及び利用料金は次表のとおりとする。

　　７５歳以上 　　１，０１０円／月

　　６５歳から７４歳 　　３，０５０円／月

　　６５歳未満 　　５，０９０円／月

　　回数券10回分 　　　　５，０９０円

　※回数券は最初の利用開始日から３か月間有効

２　登録区分は、本クラブ利用開始日の満年齢から適用する。

３　前号の区分は、それを証明する免許証又は健康保険証等により確認する。

４　利用料金は前納とする。

登　録　区　分 利　用　料　金

港島けんこうクラブ管理要綱
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５　１か月とは利用申し込み日から１か月とする。

６　利用料金はいかなる場合も返金しないものとする。

（営業時間）

第６条　営業時間は午前１０時から午後８時までとする。

２　最終入館は営業終了の３０分前（７時３０分）とする。

３　施設及び設備点検等やむを得ない場合、又は社長が特に必要と認めるときは、前項に定める営業

　時間を変更することができる。

（休業日）

第７条　休業日は、日曜日及び１２月２９日から翌年１月３日までとする。

２　施設及び設備等と点検でやむを得ない場合、または社長が特に必要があると認めるときは、臨時に

　休業することができる。

（権利譲渡の禁止）

第８条　利用者は、施設を利用する権利を第三者に譲渡し又は転貸してはならない。

（禁止行為）

第９条　本クラブ内において次の行為をしてはならない。

　（１）登録者を含むスッタフ等を誹謗・中傷する行為

　（２）利用者及びスタッフを殴打したり、拘束する等の暴力行為

　（３）大声・奇声を発したり、利用者及びスタッフへの威嚇行為・迷惑行為

　（４）クラブ内の器具、備品等の破壊及び持ち出し

　（５）盗撮、覗き、露出等の公序良俗に反する行為

　（６）刃物等危険物の持ち込み。

　（７）高額な金銭、貴重品持ち込み。

　（８）物品販売や営業、勧誘行為、政治活動、宗教活動、セールス活動等

　（９）施設内での飲食及び喫煙(ただし、ペットボトル等ふた付き飲料は可)

（除名処分）

第１０条　次に該当するときは、本クラブの利用を禁止し除名処分することができる。

　（１）暴力団関係者であることが判明したとき。

　（２）一時的な身体の痙攣や意識喪失などの症状を招く疾病を有することが判明したとき。

　（３）第９条禁止行為で禁止されている行為を行ったとき。

　（４）酒気帯びでの利用が判明したとき。
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　（５）スタッフの注意や指導を受けたにも関わらず、改善が見受けられないとき。

　（６）その他、正常なクラブの利用ができないと判断されるとき。

（利用の制限）

第１１条　社長は、次に該当する者に対して、本クラブの利用を制限することができる。

　（１）集団感染する恐れがある疾病を有することが判明したとき。

　（２）医師から運動を禁じられていることが判明したとき。

　（３）動物その他利用上危険となるものを携帯したとき。

（登録資格の喪失）

第１２条　次に該当する場合、登録資格を喪失し登録者としての権利も喪失する。

　（１）登録内容に虚位の記載があった場合

　（２）１年間本クラブ利用がなかった場合

　（３）登録者本人が死亡した場合

　（４）除名処分を受けた場合

（遵守事項）

第１３条　利用者は次の各号に揚げる事項を守らなければならない。

　（１）利用する前に登録証を受付で提示すること。

　（２）着替えは必ず更衣室で行うこと。

　（３）トレーニング時の服装は、清潔で運動にふさわしいものを着用し、又シューズ・ソックスは必ず室内

　　　用を着用すること。

　（４）トレーニングマシーン等の器具に座って休憩はしないこと。

　（５）混雑時は譲り合って利用すること。

　（６）カメラ・ビデオ等は持ちこまないこと。

　（７）マシン使用後は、各自汗を拭きとること。

　（８）マシン等の場所取り行為はしないこと。

　（９）その他、スタッフの指示に従うこと。

２　前項各号のほか、社長は管理上特に必要があると認める遵守事項については、別途に定めることが

　できる。

(免責事項)

第１４条　次の各号については損害賠償を負わないものとする。

　（１）利用者の責めに帰する事由により受けた損害に対しては、本クラブはその損害賠償の責を負わな

　　　 い。
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　（２）本クラブで発生した盗難、傷害等その他の事故については、それが本クラブの責に帰すべき事由

       を除き、本クラブは責任を負わないものとする。

　（３）登録者間に生じたトラブルについては、当事者間において解決するものとし、本クラブは一切責任

       を負わないものとする。

（立ち入り等）

第１５条　本クラブの管理にあたる係員は、必要があると認められるときは施設内に立ち入り、関係者に

  質問し、又は必要な指示をすることができる。

（原状回復）

第１６条　利用者は施設利用を終了したときには、直ちに原状に回復しなければならない。

２　社長は利用者が前項の義務を履行しないときは、これを現状に回復し、又はその損害賠

  償を命ずることができる。

（損害の賠償等）

第１７条　利用者は、利用に際し施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを現状に回復し、

  又はその損害を賠償しなければならない。

２　社長は利用者が前項の義務を履行しないときは、これを現状に回復し、又はその損害賠償を命ずる

  ことができる。

（雑則）

第１８条　その他当クラブの管理に関し必要な事項は、代表取締役専務が別途定める。

（附則）

　この管理要綱は、平成２８年９月１日から施行する。

（附則）

　この管理要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

（附則）

　この管理要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

（附則）

　この管理要綱は、平成３１年１月１日から施行する。

（附則）

　この管理要綱は、令和元年１０月１日から施行する。
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別紙 1

１　　リースマシン

名称 仕様 数量

1 sportsartトレッドミル　（200V） SportｓAｒｔ　T655L 1

2 トレッドミル　（200V） precoorTRM835 3

3 リカンベントバイク SportｓAｒｔ　C545R 2

4 リカンベントバイク PRECOR　RBK835 2

5 アップライトバイク SportｓAｒｔ　C545U 1

6 アップライトバイク PRECOR　UBK835 2

7 ステアクライマー SportｓAｒｔ　S715 1

8 エリプティカル SportｓAｒｔ　E845S 2

9 カールストレッチベンチ セノー 1

10 レッグエクステーション・レッグカール SPORTSARTDF１００Ⅱレッグ 1

11 レッグプレス・カーフEX SPORTSARTDF１０１Ⅱレッグ 1

12 アブドミナルボードSS-C 腹筋台 1

２　その他リース物品

1 タニタ業務用精密体重計 WB150 1

2 AED　ZOLL　・収納BOX　　　一式 旭化成ゾールメディカル製 1

3 NECノートパソコン PCNS15ODAB（ｓｓｓ） 2

4 OKI　A3　カラープリンター ㈱沖データー 1

5 アームイン血圧計（オムロン） HEM1010（ｓｓｓ） 2
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名称 仕様 数量

1 スポーツラウンジ　テーブル φ940×H720 2

2 スポーツラウンジ　チェア
W520×H890×D430

H460(ｼｰﾄ)　ﾊﾟｰﾁ
4

3 スポーツラウンジ　チェア
W520×H890×D430

H460(ｼｰﾄ)　ｵｰｸ
4

4 スポーツラウンジ　ベンチ型下足入れ W1080×H500×D340 2

5 スポーツラウンジ　スツール φ350×H450 2

6 更衣室　ベンチ W1500×H450×D350 6

7 更衣室　6人用ロッカー W900×H1792×D515 12

8 スタッフルーム　キャビネット扉付 W800×H1400×D450 3

9 スタッフルーム　キャビネット追加ユニットW800×H800×D400 3

10 スタッフルーム　会議用テーブル W1400×H730×D1400 1

11 スタッフルーム　会議用チェア W600×H410×D400 2

12 受付　サークル肘付チェア W565×H930×D455 2

13 カラージョイントマット　グレー CM-630（ｸﾞﾚｰ)　60×60 20

14 特注ストレッチマット 1200×1200×T20 4

15 特注ストレッチマット 540×1800×T20 5

16 助木3欄型(ｾｯﾄ)懸垂桿上下調節式 1

17 ツイストマシン BH051267 1

18 ２ドア冷蔵庫 AQR１１１E（S） 1

19 洗濯機（乾燥機機能有） シャープESGX８５０（P） 1

20 スティッククリーナー MCBU100J１００ 2

21 シューズボックス 2

備品類
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22 コピー機 1

23 電話機 1

24 FAX電話機 1

25 監視カメラモニター 1

26 体重計 1

27 掛け時計 4

28 ドライヤー 4
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（目　的）

第１条　この規程は、株式会社ＯＭこうべ（以下「会社」という。）における個人情報の適正な取扱い

に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

（用語の定義）

第２条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)　個人情報　個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものを

　　　いう。

　(2)　電子計算機処理　電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、

　　　更新、検索、消去若しくは出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、もっぱら文章を作成し、

　　　又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他別に定める処理を除く。

　(3)　本人　個人情報から識別され、又は識別され得る当該個人をいう。

（会社の責務）

第３条　会社は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の

　侵害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する神戸市（以下「市」

　 という。）の施策に協力しなければならない。

２　会社は、その従業員に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全が確保され

  るよう、当該従業員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

（従業員等の義務）

第４条　会社の従業員又は従業員であった者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人

  に知らせ、又は不当目的に使用してはならない。

（目録の作成及び閲覧）

第５条　会社は、個人情報を取り扱う業務について、当該業務の名称、目的、個人情報の記録項目、

  収集方法その他個人情報を取り扱う業務に係る事項を記載した目録を別に定めるものにより作成

   し公表しなければならない。

（収集の制限）

第６条　会社は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報を取り扱う業務の目的を明確にし、

 当該目的を達成するために必要な範囲内において、適法かつ公正な手段により収集しなければ

  ならない。

２　会社は、個人情報を収集しようとするときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、

　次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

　(1)　法令又は条例（以下「法令等」という。）に規定があるとき。

　(2)　本人の同意があるとき。

　(3)　個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

　(4)　市その他の行政機関から個人情報の提供を受けるとき。

　(5)　個人の権利利益を不当に侵害するおそれがなく、かつ、業務の目的を達成するために必要が

個 人 情 報 保 護 規 程
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　　　あると認められるとき。

３　会社は、思想、信条及び信教に関する個人情報、個人の特質を規定する身体に関する個人情報

　並びに社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報を収集してはな

　らない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

　(1)　法令等に規定があるとき。

　(2)　個人の権利権益を侵害するおそれがなく、かつ、業務の目的を達成するために必要不可欠で

　　　あると認められるとき。

（適正な維持管理）

第７条　会社は、個人情報を取り扱う業務の目的を達成するために必要な範囲内において、個人情

　報を正確かつ最新の状態に保つように努めなければならない。

２　会社は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のた

　めに安全を確保する措置を講じなければならない。特に電子計算機処理に係る個人情報について

　は、厳格な当該措置を講じなければならない。

３　会社は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければ

　ならない。

（利用及び提供の制限）

第８条　会社は、個人情報を取り扱う業務の目的以外の目的のために、個人情報を内部において

　利用し、又は会社以外のものに提供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する

　場合は、この限りでない。

　(1)　法令等に規定があるとき。

　(2)　本人の同意があるとき。

　(3)　個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

　(4)　会社の内部で利用し、又は会社以外のものに提供することに、公益上の必要その他相当の

　　　理由があると認められるとき。

２　会社は、前項ただし書の規定により、個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益

　を不当に侵害することのないようにしなければならない。

（提供先に対する措置の要求）

第９条　会社は、個人情報を会社以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、

　提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限

　を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。

（電子計算機処理の制限）

第１０条　会社は、個人情報の電子計算機処理を行おうとするときは、個人情報保護のために必要

　な措置を講じなければならない。

２　会社は、第６条第３項に規定する個人情報の電子計算機処理を行ってはならない。この場合に

　おいては、第６条第３項ただし書の規定を準用する。

（電子計算機の結合の制限）

第１１条　会社は、会社が保有する個人情報の電子計算機処理をするに当って、会社以外のものと
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　の間において電気通信による電子計算機の結合をしないものとする。ただし、次の各号のいずれ

　かに該当する場合は、この限りでない。

　(1)　法令等に規定があるとき。

　(2)　個人の権利利益を不当に侵害するおそれがなく、かつ、業務の目的を達成するために必要

　　　があると認められるとき。

（業務処理の委託）

第１２条　会社は、個人情報を取り扱う業務の全部または一部の処理を会社以外のものに委託しよう

　とするときは、当該業務に係る個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

２　会社は、前項に規定する処理の委託を受けたものに対し、個人情報の漏えい、滅失、き損及び

　改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう求めなければな

　らない。

（開示請求）

第１３条　何人も、会社に対し、会社が現に保有している自己の個人情報の開示の請求(以下「開示

　請求」という。)をすることができる。

２　未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人から開示請求の委任を受けた者(以下

　｢法定代理人等｣という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が反対の

　意思を表示したときは、この限りでない。

（開示義務）

第１４条　会社は、開示請求があったときは、開示請求をした者(以下｢開示請求者｣という。)に対し、

　開示請求に係る個人情報を開示しなければならない。ただし、当該個人情報が次の各号のいず

　れかに該当する場合は、この限りでない。

　(1)　法令等の規定により、本人に対し開示をすることができないとされている個人情報

　(2)　個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談、試験等に関する個人情報であって、開示する

　　　ことが適切でないと認められるもの

　(3)　開示をすることにより、第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められる個人

　　情報(人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められるものを

　　除く。)

　(4)　開示することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護又は市民生活の安全の確保に

　　支障が生じると認められる個人情報

　(5)　開示をすることにより、業務の目的を損ない、又は公正若しくは円滑な執行に著しい支障が

　　生じると認められる個人情報

（部分開示）

第１５条　会社は、開示請求に係る個人情報に前条各号のいずれかに該当する個人情報が含まれ

　ている場合において、該当部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離する

　ことができるときは、当該部分を除いて、開示をしなければならない。

（個人情報の存否に関する情報）

第１６条　会社は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答える
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　だけで、第14条各号のいずれかに該当する個人情報を開示することとなるときは、当該個人情報

　の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

（開示請求の手続）

第１７条　開示請求をしようとする者は、別に定める請求書(以下単に「請求書」という。)を会社に提出

　しなければならない。

２　開示請求をしようとする者は、前項の提出をする際、会社に対し、自己が当該開示請求に係る個

　人情報の本人又は法定代理人等であることを証明するために必要な書類で別に定めるものを提出

　し、又は提示しなければならない。

３　会社は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、

　その補正を求めることができる。この場合において、会社は、開示請求者に対し、補正の参考とな

　る情報を提供するよう努めなければならない。

（開示請求に対する決定等）

第１８条　会社は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以

　下｢開示決定｣という。)をし、速やかに、前条の規定により開示請求者に対し、その旨及び開示の

　実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

２　会社は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(第16条の規定により開示請求を拒否

　するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定を

　し、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

３　前項の規定により、開示請求に係る個人情報の開示をしない旨(第15条の規定により開示請求に

　係る個人情報の一部の開示をしないことを含む。)を通知する場合において、当該開示請求に係る

　個人情報の全部又は一部が第14条各号に掲げる個人情報に該当しなくなる時期をあらかじめ明示

　することができるときは、その時期を付記しなければならない。

４　第1項又は第2項の決定(以下｢開示決定等｣という。)は、開示請求があった日から起算して15日

　以内にしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該

　補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

５　会社は、第4項に規定する期間内に開示決定等を行うことができないことにつき正当な理由がある

　場合にあっては、請求書の提出があった日から起算して45日を限度としてその期間を延長すること

　ができる。この場合において、会社は、速やかに、書面により当該延長の期間及び理由を開示請求

　者に通知しなければならない。

（開示の実施）

第１９条　会社は、開示決定を行ったときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示請求に係る個

　人情報の開示をしなければならない。

２　開示請求に係る個人情報の開示は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定め

　る方法により行うものとする。

　(1)　文書、図画又は写真に記録されている個人情報　当該個人情報に係る部分の閲覧又は写し

　　　の交付

　(2)　電磁的記録に記録されている個人情報　その種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定め

　　　る方法
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３　前項各号の規定にかかわらず、会社は、開示請求に係る個人情報の開示をすることにより、当該

　文書の保存に支障が生じるおそれがあると認めるとき、第15条の規定により開示をするときその他

　相当の理由があるときは、当該文書を複写したものを閲覧に供し、又は複写したものの写しを交付

　することができる。

４　第17条第2項の規定は、開示請求に係る個人情報の開示を受ける者について準用する。

（訂正請求）

第２０条　第19条第1項の規定による開示を受けた自己の個人情報の内容に事実の誤りがあると認め

　る者は、会社に対し、当該個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求をすることが

　できる。

２　第13条第2項本文の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下｢訂正請求｣という。)について

　準用する。

（訂正請求の手続）

第２１条　訂正請求をしようとする者は、別に定める請求書(以下｢訂正請求書｣という。)を会社に提出

　しなければならない。

２　訂正請求をしようとする者は、前項の提出をする際、会社に対し、当該訂正を求める内容が事実

　に合致することを証明する資料を提出しなければならない。

３　第17条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

（訂正義務）

第２２条　会社は、訂正請求があった場合において、必要な調査を行い、当該訂正請求に係る個人

　情報の内容に事実の誤りがあるときは当該個人情報の訂正をしなければならない。

（訂正請求に対する決定等）

第２３条　会社は、訂正請求があったときは、訂正請求書の提出があった日から起算して30日以内に、

　訂正請求に係る個人情報の訂正をするか否かの決定(以下｢訂正決定等｣という。)を行わなければ

　ならない。ただし、第21条第3項において準用する第17条第3項の規定により補正を求めた場合に

　あっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

２　会社は、前項の規定により訂正請求に係る個人情報の全部又は一部について訂正をする旨の

　決定(以下｢訂正決定｣という。)を行ったときは、速やかに、訂正を行った上、訂正請求をした者(以

　下｢訂正請求者｣という。)に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。

３　会社は、第1項の規定により訂正請求に係る個人情報の全部又は一部について訂正をしない旨

　の決定を行ったときは、速やかに、訂正請求者に対し、書面により、その旨を通知しなければならな

　い。

４　第18条第5項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。

（利用停止請求）

第２４条　開示決定等を受けた者は、開示決定等に係る自己の個人情報が次の各号のいずれかに

　該当すると認めるときは、会社に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当

　該個人情報の利用の停止、削除又は提供の停止(以下｢利用停止｣という。)に関して法令等の規定
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　により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

　(1)　第6条の規定に違反して収集されているとき　当該個人情報の削除

　(2)　第8条の規定に違反して利用されているとき　当該個人情報の利用の停止

　(3)　第8条の規定に違反して提供されているとき　当該個人情報の提供の停止

２　第13条第2項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下｢利用停止請求｣という。)につい

　て準用する。

（利用停止請求の手続）

第２５条　利用停止請求をしようとする者は、別に定める請求書(以下｢利用停止請求書｣という。)を

　会社に提出しなければならない。

２　第17条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

（利用停止義務）

第２６条　会社は、利用停止請求があった場合において、第6条の規定に違反して収集されていると

　きは当該利用停止請求に係る個人情報の削除を、第8条の規定に違反して利用されているときは

　当該利用停止請求に係る個人情報の利用の停止を、第8条の規定に違反して提供されているとき

　は、当該利用停止請求に係る個人情報の提供の停止をしなければならない。

２　会社は、前項の場合において、公益上特に必要があるときには、前項の規定にかかわらず、

　第6条の規定に違反して収集された当該利用停止請求に係る個人情報の利用の停止をすることが

　できる。

（利用停止請求に対する決定等）

第２７条　会社は、利用停止請求があったときは、利用停止請求書の提出があった日から起算して

　30日以内に、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするか否かの決定(以下｢利用停止決

　定等｣という。)を行わなければならない。ただし、第25条第2項において準用する第17条第3項の

　規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

２　会社は、前項の規定により利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部について利用停止を

　する旨の決定を行ったときは、速やかに、利用停止を行った上、利用停止請求をした者(以下｢利

　用停止請求者｣という。)に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。

３　会社は、第1項の規定により利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部について利用停止

　をしない旨の決定を行ったときは、速やかに、利用停止請求者に対し、書面により、その旨を通知

　しなればならない。

４　第18条第5項の規定は、利用停止請求に対する決定について準用する。

（苦情の処理）

第２８条　会社は、個人情報の取扱いに関する相談窓口を設置し、個人情報の取扱いに関する苦情

　の申し出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

（責任体制の整備）

第２９条　会社は、個人情報の適正な取扱いを行う責任体制を確立するため、個人情報保護管理者

　を置くものとする。

２　個人情報保護管理者は、法令及びこの規程に基づく、会社における個人情報の保護のための
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　業務を総括するものとする。

（手数料）

第３０条　開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る手数料は、無料とする。

２　第19条第2項又は第3項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成その他の交付

　に要する費用を負担しなければならない。

（適用除外）

第３１条　第5条及び第13条から第28条の規定は、会社の従業員又は従業員であった者に関する

　個人情報(保有個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に

　定めるもの)を除く。)については、適用しない。

（委任）

第３２条　この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、別に定める。

　　　　附　則

（施行期日）

この規程は、平成１０年１２月１日から施行する。

　　　　附　則

この規程は、平成１６年８月１日から施行する。

　　　　附　則

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

　　　　附　則

この規程は、平成２４年１０月１日から施行する。
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株式会社　ＯＭこうべ　宛 　

申請法人

㊞

部 署

（ フ リ ガ ナ ）

氏 名

電話・ＦＡＸ番
号

Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ

備　　考
（担当者不在時
の携帯番号等）

添付書類

□ 欠格事項に該当しない旨の誓約書〈様式２〉

□ 同類施設の運営実績〈様式３〉

□

<連絡先> 　 登録ＮＯ

株式会社　ＯＭこうべ　

地域事業部　担当 ： 平見 ・ 宮田

ＴＥＬ(078)302-2898　　Ｅ－ｍａｉｌ：miyata@om-kobe.co.jp

ご担当者

登録後の連絡
等

は、この担当者
様宛にします。

※　記入欄が不足の場合は、欄を追加してください。
※　担当者が変更した場合は、Ｅ－ｍａｉｌ等で速やかにご連絡ください。

法人設立趣旨・組織（従業員数含む）及び運営に関する事項の概要
及び社会地域貢献等が分かる書類（会社のパンフレット類）

＜様式１＞

令和　２年　　月　　日

応 募 予 定 登 録 申 請 書

応募予定登録申請いたします。

港島けんこうクラブ管理運営事業者募集に応募したいので、必要書類を添付のうえ、

所　　　在　　　地
〒

（フリガナ）

法　　　人　　　名

代表者役職・氏名
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株式会社　ＯＭこうべ　宛

所 在 地

法 人 名

代表者氏名 　 　 ㊞　　

登録ＮＯ

　

　

　

＜様式２＞

令和　２年　　月　　日

誓　　約　　書

     記載する応募者の資格を有し、また、募集資格等の欠格事項に該当しません。

　　    港島けんこうクラブ管理運営事業者募集要項「１．募集に関する事項」に

欠格事項に該当しない旨の誓約書

記
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＜様式３＞

　 令和　２年　　月　　日

所 在 地

法 人 名

代表者氏名 　 ㊞

　

施設名

所在地

管理運営
期間

管理運営形態
（直営、受託

等）

※　記入欄が不足する場合は、本様式に準じて追加作成してください。

<連絡先> 登録ＮＯ

株式会社　ＯＭこうべ　

地域事業部　担当 ： 平見 ・ 宮田

ＴＥＬ(078)-302-2898　　Ｅ－ｍａｉｌ：miyata@om-kobe.co.jp

施設名

所在地

管理運営
期間

管理運営形態
（直営、受託

等）

同種または類似施設での運営実績書

株式会社　ＯＭこうべ　宛

41



＜様式４＞

　 令和　２年　　月　　日

所 在 地

法 人 名

代表者氏名 　 ㊞

※　記入欄が不足する場合は、本様式に準じて追加作成してください。

　本書に記載するプログラムは提案であり、実施にあたっては、㈱ＯＭこうべの承認が

　必要となります。

<連絡先> 登録ＮＯ

株式会社　ＯＭこうべ　

地域事業部　担当 ： 平見 ・ 宮田

ＴＥＬ(078)-302-2898　　Ｅ－ｍａｉｌ：miyata@om-kobe.co.jp

月　回　数

株式会社　ＯＭこうべ　宛

ショ－トプログラム内容・回数

内　　容　　（プログラム名）
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＜様式５＞

　

　

株式会社　ＯＭこうべ　宛

所 在 地

法 人 名

代表者氏名 　 　 ㊞　 　

担 当 者 名 　

　

ＮＯ．
募集要項

該当ページ 項　目

1

2

3

4

※　質問票はＥｘｃｅｌ形式作成し、下記アドレスまで、令和2年11月30日(月)午前９時から午後５時までの間に

　　送信してください。送信後、送信した旨の確認連絡をしてください。

※　質問に対する回答は、募集要項に優先します。

<連絡先> 登録ＮＯ

株式会社　ＯＭこうべ　

地域事業部　担当 ： 平見 ・ 宮田

ＴＥＬ(078)-302-2898　　Ｅ－ｍａｉｌ：miyata@om-kobe.co.jp

質　問　内　容

令和　２年　　月　　日

港島けんこうクラブ管理運営事業者募集要項について、

下記のとおり質問がありますので、本書を提出します。

質　　問　　書

＜質疑事項＞
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＜様式６＞

<連絡先> 　 登録ＮＯ

株式会社　ＯＭこうべ　

地域事業部　担当 ： 平見 ・ 宮田

ＴＥＬ(078)-302-2898　　Ｅ－ｍａｉｌ：miyata@om-kobe.co.jp

株式会社　ＯＭこうべ　宛

　 令和      年　　月　　日付で申請した港島けんこうクラブ管理運営事業者への

選定申請を辞退します。

申請者（代表団体）

所　　　在　　　地
〒

（フリガナ）

法　　　人　　　名

代表者役職・氏名 ㊞　　

辞　　退　　届

令和　２年　　月　　日
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（申請者）

所 在 地

法 人 名

代表者氏名 　 　 ㊞　 　

担 当 者 名 　

添付書類

□

□

□

□

□

□

□

<連絡先> 登録ＮＯ

株式会社　ＯＭこうべ　

地域事業部　担当 ： 平見 ・ 宮田

ＴＥＬ(078)302-2898　　Ｅ－ｍａｉｌ：miyata@om-kobe.co.jp

直近２か年の決算書類（事業報告書、損益計算書、貸借対照表等の財務
諸表及び監査報告書、主な株主構成、出損者、資本構成のわかるもの）

代表者略歴書・役員名簿

直近２か年の法人税、消費税及び特別地方消費税、
都道府県税市町村税の各納税証明書

株式会社　ＯＭこうべ　宛

 ショ－トプログラム（実施回数・内容等）〈様式４〉

法人の印鑑証明書　（提出日から3か月以内のもの）

法人登記事項全部証明書　（提出日から３か月以内のもの）

定款又はこれに類する書類

承諾し、必要書類を添付のうえ申請いたします。

港島けんこうクラブ管理運営事業者募集に選定を受けたいので、募集要項記載事項を

管理運営事業者選定申請書

＜様式７＞

令和　２年　　月　　日
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