
トレーニング室運営・各種教室企画運営業務仕様書 

 

この仕様書は、公益財団法人岐阜県体育協会（以下「甲」という。）が、指定管理者として管

理運営する岐阜メモリアルセンタートレーニング室（以下「トレーニング室」という。）の管理

運営業務（トレーニング室運営業務、トレーニング機器管理業務、清掃業務）及び甲が実施す

る各種教室企画運営業務の内容を示すものである。 

 

１ トレーニング室運営・各種教室実施の基本方針 

 トレーニング室の運営及び各種教室の実施は、甲が岐阜メモリアルセンターの指定管理者と 

して、当施設の設置目的を鑑み、岐阜県のスポーツ振興（生涯スポーツ・競技スポーツ）に寄 

与するため、施設の活性化と施設利用者に対するサービスの向上に取り組むことを基本方針と 

する。 

 

施設概要 

第 1トレーニング室 

延床面積 578.34㎡（19.10m×30.28m） 

更衣室 

 男子 延床面積 36.0㎡（7.50m×4.80m） 

 女子 延床面積 36.0㎡（7.50m×4.80m） 

第２トレーニング室 

 ビームライフル射撃場 

設  備 

トレッドミル 5台、エアロバイク 8台、ステアマスター5台、 

レッグプレス 1台、ラットプルダウン 1台、レッグカール 1台、 

ショルダープレス 1台、ペクトラルフライ 1 台、 

レッグエクステンション 1台 

アブドミナルボード 4台、バックエクステンション 2台、 

ボールリバンダー1台、ウルトラトレーナー1台、ツイストマシン 1台、 

サンドバック 1台、テーブルローラー2台、オスピナレーター1台、 

アームカール 1台、ベンチプレス 2台、インクラインベンチ 1台、 

デクラインベンチ 1台、スクワットラック 2台、ウエイトステージ 1台、

ベンチ 2 台、セットバーベル１式、身長計１台、体重計１台、血圧計１

台 

アッパーボディ１台、車いすローラー１台 

利用料金 

一般 330円/1回、中高生 160円/1回 ※1人 1回 2時間 

回数券：一般 3,300円/11枚、中高生 1,600 円/11 枚 

（※2019 年 9月末までの金額。消費税 10％改正後は検討） 

 

２ 業務内容 

（１）第１トレーニング室運営業務 

① トレーニング室の受付（会員証発行･誓約書等）、利用券販売機の管理、利用回数券の

販売 

② トレーニング機器の日常整備、清掃、維持 

③ トレーニング室のリスクマネジメント 

ア 救助が必要とされる方を発見したときの措置 

イ 負傷者又は気分が悪くなった方に対する応急手当 
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④ 利用説明・機器説明 

⑤ トレーニング処方及び指導 

⑥ 体力測定、健康づくりアドバイス 

⑦ 男子女子更衣室の巡回監視、清掃 

（２）第２トレーニング室の受付業務 

   第２トレーニング室を運営する岐阜県ライフル射撃協会と連携し、利用者の受付を行う

こと。 

（３）各種教室企画運営業務 

    岐阜メモリアルセンターの施設において、次の教室を企画・運営すること。 

    なお、教室の企画内容及び施設の利用については、甲の許可を得て実施するものとする。 

   ① 健康づくり教室 年間１１０コース以上 

   ② 競技力向上教室 年間７０コース以上 

   ③ トレーニングルーム利用者に対する簡易教室 １営業日に１回以上 

   ④ ファミリースポーツフェスタ 年１回 

   ⑤ アウトドアイベント 年２回 

   ⑥ スポーツ健康セミナー 年６回 

   ⑦ 体力測定会  年１回 

   ⑧ 上記の他、甲が実施するイベント等に対する協力 年数回 

    ※スポーツ教室入会時及び教室の開催前に参加者の健康チェックを実施すること 

 

３ トレーニング室開設期間及び開設時間 

（１）開設期間（別紙 1参照） 

 ア 開設期間 ４月１日から３月３１日まで 

    イ 休業日  毎週火曜日（ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律 

第 178号）第３条に規定する休日（以下「休日」という。）の場合には、その翌日と 

する。）及び１２月２９日から翌年の１月３日までとする。 

   この他に全施設専用利用や臨時休館等の理由により業務を実施できない日がある。 

（２）開設時間 

 ア 平日     ９：３０から２０：３０まで 

 イ 土日、祝日 ９：００から１７：００まで 

   （ただし、甲が時間外利用を認めた場合は、甲が認めた時間内） 

 

４ 各種教室開催期間及び開催時間 

岐阜メモリアルセンター営業日の内、受託者（以下「乙」という。）の企画により実施するも 

のとする。ただし、教室の企画内容及び施設の利用については、甲の許可を得て実施するもの 

とする。なお、施設の利用については、一般利用がない空き時間を利用することを原則とする。 

 乙が次年度に新規受託者へ変更になる場合は、新規受託者は乙の次年度１期目の各種教室の

企画を踏襲して実施すること。（２期以降は提案の企画を実施する）次年度１期目分の各種教室

の受講料は新規受託者へ引き継ぐ。（乙は次年度１期目の募集や宣伝、受講生確保に努めること） 

     

５ 従業者の配置（別紙１参照） 

（１）乙はトレーニング室の管理運営業務及び各種教室企画運営業務を統括し、甲との連絡調 

整を図る総括責任者を配置するものとする。 

（２）乙がトレーニング室の開設時間内においてスタッフを配置する人数は、少なくとも通常

は２人、利用者の多い時間帯（平日の夜間、土曜日の午前・午後、日祝日の終日等）は

３人を配置するシフトを考慮し、必ずそのうち１人は資格者を常時配置とすること。 
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（３）トレーニング室開設時間における従業者の交代については、勤務内容に合わせて必要な 

人員を確保するとともに、交代時には業務に支障をきたさないようにすること。 

（４）各種教室の開催における従業者の配置については、乙の企画により行うものとする。 

（５）従業者は、自己に与えられた業務内容を完全に理解し遂行すること。 

（６）乙は、全ての従業者及び教室指導者に人権研修、救護に関する研修、日本体育協会倫理

ガイドラインに関する研修及び運営業務に必要な研修を実施し、確認テストを受験させ、

その結果を甲に提出すること。 

  ※「従業者」とは、乙が甲から委託を受けて当該業務を実施するために雇用する全ての者 

をいう。 

  ※「資格者」とは、トレーニング指導者ならびに管理者として十分な経験を有し、次のい 

ずれかを有する者とする。（健康運動指導士、健康運動実践指導者、日本体育協会公認ス

ポーツプログラマー・フィットネストレーナー・アスレテッィクトレーナー、日本体育

施設協会公認トレーニング指導士、その他のトレーニング指導資格は（公財）岐阜県体

育協会が認めたもの）毎年４月に有効期限内の資格証明書の写しを提出すること。 

 

６ 事業報告書の提出 

（１）１日の業務が終了したときは、トレーニング業務日誌（別紙２）を当日までに甲に提出 

すること。 

（２）各種教室で照明・空調設備を使用する場合、照明・空調使用時間表（別紙３）に使用時

間を記入し、甲に提出すること。 

 

７ 清掃業務 

 （１）営業前と営業終了後には、トレーニング室とトレーニング機器の清掃を行い、施設環境 

の保全に努めること。 

 （２）各種教室開催後には、利用した施設の清掃を行い、施設環境の保全に努めること。 

 （３）施設環境整備担当者において、次のとおりトレーニング室の清掃等業務を行うので、実 

施時間等については、担当者と調整を図ること。 

   ① 床清掃等 週３回 

   ② 定期床清掃 年間２回 

   ③ 窓硝子・ステンレス清掃 年間４回 

 

８ 経費負担区分 

 （１）甲の負担区分 

   ① 光熱水費 

   ② 機器の補修費および、機器に関わる消耗品等の経費 

   ③ 各種教室実施に係る会場費 

   ④ トレーニング室内にある券売機の釣銭（２万円）と受付業務の釣銭（３万円） 

（２）乙の負担区分 

①  配置人員の人件費 

②  配置人員の制服等の費用 

③  乙が設置する電話、ファックスの開設費用及びその通信費用 

④  指導等に用いる消耗品等の経費 

⑤  業務執行に必要な事務消耗品等（領収印、資料コピー代含）の経費 

⑥  受付業務に使用するパソコン等システムの経費 

⑦  乙が用意するトレーニング機器にかかる経費 

⑧  各種教室実施に係る会場費以外の経費 
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９ 損害賠償責任 

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

責めに帰する理由による場合を除き一切乙の責任とする。 

（２）業務の遂行に当たり、受託従事者の災害については、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。 

 

１０ 委託料 

    業務に要する経費は、甲が乙に支払う委託料により賄うこととします。ただし、委託料 

については、乙の提案により決定します。 

委託料の提案にあたっては、次に留意のうえ、収入見込額（利用料金、教室受講料）お 

よび必要経費（甲が乙に支払う委託料）について、それぞれ２年間の総額と年度毎の金額

を提案してください。 

（１）トレーニング室運営業務に要する経費 

   ア 施設利用者が支払う利用料金は甲の収入とし、その額が提案金額に満たない場合、そ 

の差額については乙の負担により甲へ返還するものとする。なお、この精算行為は各 

年度の利用料金額実績と、乙が示した提案金額をもとに年度毎に行うこととする。 

   イ 委託料の提案上限額は、２年間の総額で３９，５００千円（消費税及び地方消費税含

む）とする。 

   ウ 収入見込額の提案額は２年総額で２０，０００千円（消費税及び地方消費税含む）を

下回らない額とする。 

   エ 利用料収入が乙の収入見込額を上回り利益が生じた場合は、その利益は甲５０％、乙

５０％の割合で配分することとする。 

 （２）各種教室企画運営業務に要する経費 

   ア 教室等参加者が支払う受講料は甲の収入とし、その額が各種教室企画運営業務に係る

委託料に満たない場合、その差額については、乙の負担により甲へ返還するものとする。 

     なお、この精算行為は各年度の受講料金額実績と、委託料金をもとに年度毎に行うこ

ととする。 

   イ 提案上限額は、２年総額で２０，０００千円（消費税及び地方消費税含む）とする。 

   ウ 受講料収入が各種教室企画運営業務に係る委託料を上回り利益が生じた場合、その利

益は甲２５％、乙７５％の割合で配分することとする。 

   ※甲が乙に支払う委託料は、乙から提案のあった各年度の金額とする。 

 

１１ その他 

（１） 各期の当初に各種教室企画運営業務計画書（別紙４）を提出すること。 

（２） 各期、教室の運営が終了したときは、教室実施報告書（別紙５）を作成し、甲に提出す

ること。 

提出期限については甲の指示に従うこと。 

（３） 自主事業イベント開催後、イベント実施報告書（別紙６）を甲に提出すること。 

提出期限については、甲の指示に従うこと。 

（４） 施設利用者の対応については、受託者従業員ではあるが、甲の職員として見なされるた

め、応対等については十分注意して接すること。 

（５） イベント、競技会等によりトレーニング室の一般開放が出来ない時は、甲の指示に従う 

こと。 

（６） 火災や地震等緊急時は、観客の安全の確保を第一とし、緊急時に適切に対応できるよう、

あらかじめ避難誘導方法を確認しておくこと。 
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（７）甲が実施する避難訓練、職員研修会、モニタリング調査等には、甲の要請に応じて参加

すること。 

（８）券売機や回数券等の売り上げについては半月に一度、売上報告書（別紙７－１、７－２）

に必要事項を記入後、甲が指示する日に回収し、事務局に引き継ぐものとする。 

（９）トレーニング室内にある券売機の釣銭（２万円）と受付業務の釣銭（３万円）は甲が乙 

に預け、トレーニング室業務のみに使用すること。預書（別紙８）を甲に提出し、釣銭 

は委託期間終了後に甲へ返金すること。 

（10）回数券等を販売した時は、乙が作成した領収印（日付入り）を回数券や回数券控え等に

捺印すること。 

（11）教室等で施設を利用する場合には、照明、空調等の節約を心がけること。 

（12）契約期間中に消費税率が変更された場合は、変更後の税率に換算した額を契約額とする

ので、収入見込額（利用料金、教室受講料）および必要経費（甲が乙に支払う委託料）

の提案にあたっては、現在の税率で提案すること。 

（13）契約期間中に、甲の事情により当初の教室の計画が著しく変更になった場合は、甲乙協

議の上、契約額の見直しを検討すること。 
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