
 

平成２７年７月２３日 市政記者クラブ提供資料 

 

鈴鹿市スポーツ施設ネーミングライツ・パートナーの募集について 

 

◆趣 旨 

鈴鹿市が所有する施設を有効に活用することにより，地域の活性化及び自

主財源の確保を図り，市民サービスの維持・向上並びに市内におけるスポー

ツの振興及び発展につなげていくため，ネーミングライツ・パートナーを募

集します。 

 

◆募集する施設 

① 鈴鹿市立体育館 

② 石垣池公園陸上競技場 

なお，上記の両施設に応募することもできます。 

 

◆募集条件 

(１) 契約下限額（年額） 

① 鈴鹿市立体育館     ２５０万円 

② 石垣池公園陸上競技場  １５０万円 

(２) 契約期間 

６年から１０年までで，応募者が希望する期間 

 

◆募集方法等 

(１) 募集期間 

平成２７年８月３日（月）から同月３１日（月）まで 

(２) 募集方法 

鈴鹿市ホームページの「トピックス」に鈴鹿市スポーツ施設ネーミン

グライツ・パートナーの募集についての記事を掲載し，募集します。 

(３) 応募方法 

ネーミングライツ取得申込書（様式１）その他必要書類を，文化振興

部スポーツ課へ直接持参又は郵送してください。 

(４) 応募資格 

法人であること。（ただし，除外要件がありますので，募集要項を御

確認ください。） 

 

◆募集後の流れ 

外部有識者等の専門的な視点から，候補者等の適否に関する意見聴取を行

った上で，庁内で組織した選定委員会において，愛称案，応募金額，応募契



 

約期間等を総合的に審査・選定します。 

その後，選定した候補者と協議し，合意に至り次第，ネーミングライツ・

パートナーとして決定します。 

 

［問い合わせ先］ 

スポーツ課  直通電話 059-382-9029                



　三重県内のスポーツ施設におけるネーミングライツ導入状況 (H27.7.23現在）

上段：愛称／下段：ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂﾊﾟｰﾄﾅｰ 導入施設 開始 期間 金額（年額） 利用人数（25年度） 利用人数（26年度） 観客席数

鈴鹿市立体育館 117,808人 120,379人 2,582席

石垣池公園陸上競技場 48,126人 53,661人 スタンド約1,450席

上段：愛称／下段：ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂﾊﾟｰﾄﾅｰ 導入施設 開始 期間 金額（年額） 利用人数（25年度） 利用人数（26年度） 観客席数

三重交通G　スポーツの杜　伊勢
（三重交通グループホールディングス㈱）

三重県営総合競技場
（第一種陸上競技場・体育館（本
館，別館），第４種トレーニングセ
ンター）

Ｈ26.10.1～ 10年間 500万円／年 368,679人 350,927人

陸上競技場メイン席6,000
席

体育館正面1,386席
　　〃　側面1,000席

三重交通G　スポーツの杜　鈴鹿
（三重交通グループホールディングス㈱）

三重県営鈴鹿スポーツガーデン
（水泳場・庭球場21面・サッカー
ラグビー場・体育館）

Ｈ26.10.1～ 10年間 500万円／年 486,452人 488,845人

プール1,999席
メインサッカー場3,300席
センター庭球場1,648席

体育館584席

さんぎんアリーナ
（株式会社第三銀行）

松阪市総合体育館 Ｈ24.7.1～ 10年間 120万円／年 69,080人 59,476人 908席

513BAKERYスタジアム
（株式会社コイサンズ）

松阪公園グラウンド Ｈ24.7.1～ 3年間 100．0513万円／年 5,988人 9,901人 屋外

松阪牛の里オーシャンファーム武道館
（瀬古食品有限会社）

松阪市武道館 Ｈ24.7.1～ 5年間 100万円／年 50,012人 34,499人 約150名収容

メイハンスタジアム
（株式会社メイハン）

名張市民球場
Ｈ25.4.1～ 5年間 72万円／年 11,239人 9,299人 屋外

HOS名張アリーナ
（東大阪スタジアム）

名張市総合体育館 H27.4.1～ 5年間 90万円／年 27,763人(6ヶ月間改修) 54,963人 880席

桑名市
NTN総合運動公園
（NTN株式会社　桑名製作所）

桑名市総合運動公園（テニス
コート16面，多目的運動広場，グ
ラウンド・ゴルフ場，サッカー場）

Ｈ27.4.1～ 7年間 200万円／年
71,730人(テニスコート)
17,899人(サッカー〔11

月より集計〕)

92,182人(テニスコート)
116,789人(サッカー)

約150名収容

【スポーツ施設】

鈴鹿市

三重県

名張市

松阪市
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鈴鹿市スポーツ施設ネーミングライツ・パートナー募集要項 

 

１ 募集の目的 

鈴鹿市（以下「市」という。）が所有する施設を有効に活用することにより，地域

の活性化及び自主財源の確保を図り，市民サービスの維持・向上並びに市内における

スポーツの振興及び発展につなげていくため，ネーミングライツ・パートナーを以下

のとおり募集します。 

 

２ 募集する施設 

① 鈴鹿市立体育館 

② 石垣池公園陸上競技場 

なお，上記の両施設に応募することもできます。ただし，施設ごとに応募者間の順

位付けを行い候補者を選定するため，応募金額，応募契約期間等によっては，いずれ

か一方の施設又は両施設とも候補者とならない場合があります。各施設の概要は，施

設概要調書（別添１）を御覧ください。 

 

３ 契約条件 

(１) 契約下限額（年額） 

① 鈴鹿市立体育館      ２５０万円（消費税及び地方消費税を含む。） 

② 石垣池公園陸上競技場   １５０万円（消費税及び地方消費税を含む。） 

(２) 契約期間 

６年から１０年までで，応募者が希望する期間 

なお，契約期間満了時，契約の更新を希望する場合は，優先交渉権があります。 

 

４ 愛称の条件 

(１) 愛称は，施設がスポーツ施設であることがわかるものとし，原則として愛称の

一部に「鈴鹿」を含めてください。なお，鈴鹿市広告掲載要綱（平成２０年鈴鹿

市告示第７７号。別添２）第３条第１項各号のいずれかに該当するものは，愛称

として使用できません。 

(２) 利用者の混乱を避けるため，契約期間内の愛称の変更はできないこととしま

す。 

(３) 愛称が定着するまでの間（概ね１年間），市が作成するパンフレット等の印刷

物やホームページ等において，条例に定める名称を併記する場合があります。ま

た，条例で定められた名称は，変更しないこととします。 

(４) 愛称については，商標権等の侵害とならないよう，事前に御確認ください。 

 

５ 名称変更に伴う費用の負担 

名称変更に伴う費用の負担は，次のとおりとします。 
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区 分 市 ネーミングライツ・パートナー  

① 
敷地内外の看板表示（案内看板や道路標識）の設

置及び変更 
 ○ 

② 契約期間終了後の敷地内外の看板表示の原状回復  ○ 

③ 
契約締結後に作成するパンフレット等の印刷物や

ホームページの表示変更 
○  

(１) 区分①については，道路管理者等と協議が必要です。また，その施工範囲，実

施時期，内容等についても，市や関係機関と協議の上，決定するものとします。

（注：三重県屋外広告物条例の定めるところにより，施設屋外における表示は，

施設名称のみに限られ，マーク，ロゴタイプ等の表示はできません。現在設置さ

れている名称表示の変更を原則とし，新規名称表示の設置については，設置の可

否を含めて協議します。） 

(２) 区分③のパンフレット等については，新規作成分を対象とします。 

(３) 区分①，②の費用については，ネーミングライツ料に含みません。 

 

６ 応募資格 

(１) 政治団体及び宗教団体並びに鈴鹿市広告掲載要綱第３条第２項に規定する基準

として定める鈴鹿市広告掲載基準（別添３）第３条に定める規制業種又は事業者

に該当しない法人 

(２) 応募時点において，本市における入札参加資格を制限されていない者 

(３) 前２号に定めるもののほか，市のネーミングライツ・パートナーとしてふさわ

しくないと市が認める者は，除きます。 

 

７ 応募方法 

(１) 提出書類 

申込みに当たっては，以下の書類を市に提出してください。なお，市が必要と

認める場合は，追加資料の提出を求めることがあります。 

① ネーミングライツ取得申込書（様式１） 

② ネーミングライツ取得申込み資格に係る申立書（様式２） 

③ 会社概要（企業紹介のパンフレット，ホームページのプリントアウトなどで

可） 

④ 申込みの日に属する事業年度の直近３事業年度における貸借対照表，収支決

算書，その他法人の財務状況を明らかにする書類 

⑤ 申込みの日に属する事業年度の直近３事業年度における事業報告書その他法

人の業務の内容を明らかにする書類 

⑥ 登記事項証明書（商業登記簿謄本） 

⑦ 納税証明書等 

ア 国税 法人税，消費税及び地方消費税 

イ 県税 法人県民税及び法人事業税。申請者の所在する都道府県が発行する
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もの 

ウ 市税 法人市民税，固定資産税及び軽自動車税。申請者の所在する市区町

村が発行するもの 

ただし，納税義務がない場合は，ネーミングライツ取得申込み資格に係る申

立書（様式２）の□欄にチェックを入れ，必要に応じてその理由を記入してく

ださい。 

⑧ 定款，寄附行為又は規約 

⑨ 施設の魅力向上につながる提案 

⑩ 申込みの日に属する事業年度の直近３事業年度の市内におけるスポーツに関

する地域貢献活動実績（該当する場合のみ） 

(２) 提出方法 直接持参又は郵送 

(３) 提出場所 鈴鹿市文化振興部スポーツ課 

（鈴鹿市神戸一丁目１８番１８号 鈴鹿市役所１１階） 

(４) 提出期間 平成２７年８月３日（月）から同月３１日（月）まで 

（郵送の場合は必着） 

(５) 受付時間 日曜日及び土曜日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

(６) その他 

① 申込みに要する経費等は，全て応募者の負担とします。 

② 提出された書類は，お返ししません。 

③ 提出された書類は，必要に応じ複写します。（使用は，本ネーミングライツ

募集にかかる選定事務等の範囲に限ります。） 

④ 情報公開請求があった場合には，鈴鹿市情報公開条例に基づき，提出された

書類を公開することがあります。 

 

８ 質問の受付 

(１) 質問期間 平成２７年８月４日（火）から同月１７日（月）まで 

(２) 質問方法 

質問票（様式３）に御記入の上，次のメールアドレス宛てに，電子メールでお

問い合わせください。 

supotsu@city.suzuka.lg.jp 

(３) 回答方法 

電子メールにより質問者様へ直接回答するとともに，質問内容の概要及び回答

については，その都度，市ホームページにおいて公表します。 

 

９ 選定方法 

(１) ネーミングライツ・パートナーの選定方法 

外部有識者等の意見聴取を行った上で，選定委員会を設置し，ネーミングライ

ツ・パートナー候補者を選定します。 

① 外部有識者等の意見聴取 
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外部有識者等の専門的な視点から，応募資格，経営状況，愛称案，応募金額

及び応募契約期間の適否に関する意見聴取をします。 

② 選定委員会による選定 

候補者の選定に係る選定基準は，下記のとおりとします。選定委員会は，選

定基準に基づき，愛称案，応募金額，応募契約期間等を総合的に審査します。

応募者が１者の場合については，資格要件への該当の有無を審査します。 

事項 選定基準等 配点等 

資

格

要

件 

Ａ 応募者の

事業内容 

掲載基準をクリアしていること。 適・否 

経営の健全性は保たれているか。 

Ｂ 愛称 掲載基準をクリアしていること。 

Ｃ 命名権料 希望価格を上回っていること。 

選

定

基

準 

Ｄ 愛称 親しみやすさ，呼びやすさ，施設のイメージに合

っているか。（５～１の５段階評価）×４点 

20 

５：優れている，４：やや優れている 

３：標準，２：やや劣る，１：劣る 

Ｅ 命名権料 評点＝40点×（応募金額／最高応募金額） 40 

Ｆ 契約期間 評点＝20点×（応募期間／最長応募期間） 20 

Ｇ 地域貢献

度 

市内におけるスポーツに関する地域貢献度 10 

10：高，５：中，１：低 

Ｈ 施設の魅

力向上の提

案 

施設の魅力向上につながる提案内容が優れている

か。 

10 

10：優れている，５：やや優れている，１：標準 

合計 100 

(２) 選定結果 

選定結果については，全ての応募者に文書で通知します。 

 

10 ネーミングライツ・パートナーの決定と基本合意書の締結 

市は，選定委員会において選定した候補者と愛称の導入時期等について協議を行

い，合意に至り次第，ネーミングライツ・パートナーと決定し，基本合意書を締結し

ます。 

また，基本合意書の締結に当たっては，ネーミングライツ・パートナーの名称，施

設の愛称，契約金額，期間等を公表します。 

なお，合意の可能性がないと市が判断した場合は，当該候補者との協議を打ち切

り，次順位の候補者と契約内容について協議を行うものとします。 

 

11 契約締結 

基本合意書締結後，愛称の導入時期までに，愛称の使用等に係る詳細について別途

契約を締結するものとします。 
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12 ネーミングライツ料の支払 

ネーミングライツ料は，契約期間内の各年度の４月末日までに当該年度分をお支払

いいただくものとします。ただし，初年度は別途定める期日までとし，年度分は一括

払いで，分割して支払うことはできません。 

 

13 留意事項 

(１) 契約期間内において，鈴鹿市立体育館は大規模改修工事，石垣池公園陸上競技

場は第３種公認更新に係る改修工事を行う計画があります。改修工事期間中は，

両施設とも利用が制限されることが予想されますので御留意ください。 

(２) ネーミングライツ・パートナーの決定後に，ネーミングライツ・パートナーが

「６ 応募資格」に掲げる要件を欠くこととなったとき又は社会的信用を著しく

損なうなどネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくないと認められると

きは，市はネーミングライツ・パートナーの決定の取消し，又は契約の解除をす

ることができるものとします。 

 

 

 

 
●問合せ先 

鈴鹿市文化振興部スポーツ課管理グループ 

担当：川出，徳利 

〒513-8701 

三重県鈴鹿市神戸一丁目 18 番 18 号 

TEL 059-382-9029 

FAX 059-382-9071 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ supotsu＠city.suzuka.lg.jp 



 別添１  

 

 

 

 

施設概要調書 
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１ 鈴鹿市立体育館 

施設の名称 鈴鹿市立体育館 

所在地 

鈴鹿市江島台一丁目１番１号 

 

竣工時期 昭和 48年３月 

施設内容 

(１) 正体育館（床面性 48ｍ×37ｍ＝1,776㎡） 

バスケットボール２面，バレーボール３面，テニスコート２面，卓球

30面，バドミントン 10面 

(２) 副体育館（床面性 34ｍ×20ｍ＝680㎡） 

バスケットボール１面，バレーボール１面，卓球 20面バドミントン

４面 

付帯設備 
トレーニング室，大会議室（100 人用），小会議室（20 人用），第２大会

議室（80人用），男女更衣室，シャワー室 等 

観覧施設 正体育館 ２階及び３階 2,582席，１階フロアー 1,460席 

駐車場台数 約 270台 

使用時間 午前９時から午後９時まで 

休業日 第２・第４月曜日及び年末年始（12月 28日から１月４日まで） 

年間利用者数 平成 25年度 117,808人，平成 26年度 120,379人 

主なイベント 

国民体育大会（平成 33 年開催予定），日本ハンドボールリーグ，高等学

校体育連盟東海大会及び県大会，中学校体育連盟県大会及び市民大会，各

種競技東海大会・県大会・市民大会 等 
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施設写真 
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２ 石垣池公園陸上競技場 

施設の名称 石垣池公園陸上競技場 

所在地 

鈴鹿市桜島町七丁目１番地の３ 

 

竣工時期 昭和 56年３月（平成８年３月，平成 20年 10月改修） 

施設内容 

(１) 第３種公認トラック全天候（１周 400ｍ×８コース） 

(２) フィールド天然芝 

走高跳・棒高跳・走幅跳・三段跳・槍投・円盤投・ハンマー投・

砲丸投，サッカー，ラグビー 等 

付帯設備 管理室，男女更衣室，シャワー室 等 

観覧施設 スタンド 約 1,450席 

駐車場台数 約 270台 

使用時間 午前９時から日没まで（10月から３月までは午後５時まで） 

休業日 年末年始（12月 28日から１月４日まで） 

年間利用者数 平成 25年度 48,126人，平成 26年度 53,661人 

主なイベント 
東海社会人サッカー１部リーグ，鈴亀地区中学生陸上競技大会（中学

校体育連盟），鈴鹿市内駅伝，各競技県大会・記録会 等 

施設写真 
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鈴鹿市広告掲載要綱（平成 20年３月 26日告示第 77号） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，市の財産等を広告媒体として活用し，民間企業等の広告

を掲載することについて必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(１) 広告媒体 以下に規定する市の財産等のうち広告掲載が可能なものを

いう。 

ア 市の広報印刷物 

イ 市のＷＥＢページ 

ウ その他広告媒体として活用できるもの 

(２) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをい

う。 

(３) 部長等 鈴鹿市行政組織条例（平成８年鈴鹿市条例第 25号）第２条

に定める部の長，その他の部局にあっては，教育長，議会事務局長，消

防長その他これに類する職にあるものをいう。 

 

（広告の基準） 

第３条 市長は，広告が次の各号のいずれかに該当するときは，広告媒体には

掲載しない。 

(１) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

(２) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

(３) 政治活動又は宗教活動等に係るものと認められるもの 

(４) 社会問題その他についての主義又は主張に当たるもの 

(５) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの 

(６) 個人の氏名を広告するもの 

(７) 美観風致を害するおそれがあるもの 

(８) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの 

(９) 前各号に掲げるもののほか，広告媒体に掲載できる広告として不適当

であると認められるもの 

２ 前項に定めるもののほか，広告掲載に関し必要な基準は，別に定める。 

 

（広告の募集等） 
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第４条 市長は，広告掲載を行おうとする場合は，あらかじめ次に掲げる事項

を定め，広告を募集するものとする。 

(１) 広告媒体 

(２) 広告の規格，掲載位置及び掲載期間 

(３) 広告の募集方法及び選定方法 

(４) 広告掲載料 

(５) 前各号に掲げるもののほか，広告の募集及び契約を行うに当たり必要

と認める事項 

２ 広告媒体を所管する部長等は，広告掲載，広告募集等に係る事務を処理す

るものとする。 

 

（広告掲載の申込） 

第５条 広告掲載を希望するものは，鈴鹿市広告掲載申込書（第１号様式）に

必要な書類を添えて，市長に提出するものとする。 

 

（広告掲載の決定） 

第６条 市長は，前条の申込書の提出があったときは，その内容を審査し，広

告掲載の可否を決定し，鈴鹿市広告掲載決定通知書（第２号様式）により申

込者に通知するものとする。 

 

（審査機関） 

第７条 市長は，広告媒体に掲載する広告内容等を審査するため，鈴鹿市広告

審査委員会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会の委員長は企画財務部長を，委員は財政課長，企画課長，秘書広報

課長，市政情報課長及び人権政策課長をもって充てる。 

３ 委員長は，前項に定める委員のほか，広告媒体及び審査する内容に関連す

る所管の課長を臨時の委員として加えることができる。 

４ 委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，あらかじめ委員長

の指名する委員が，その職務を代行する。 

 

（会議の招集） 

第８条 審査会の会議は，次の各号のいずれかに該当する場合に，委員長が招

集する。 

(１) 審議事項に係る案件を有する部長等から，会議の開催依頼があったと

き。 

(２) 広告内容等に疑義が生じた場合において委員長が必要と認めたとき。 
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（会議） 

第９条 審査会の会議は，委員長がその議長となる。 

２ 審査会の会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審査会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のとき

は，委員長の決するところによる。 

４ 委員長は，必要があると認めたときは，審査会の会議に関係者の出席を求

め，その意見又は説明を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第 10条 審査会の庶務は，企画財務部財政課において処理する。 

 

（広告主の責務） 

第 11条 広告掲載等の決定を受けたもの（以下「広告主」という。）は，掲

載された広告に関する一切の責任を負うものとする。 

２ 広告主は，広告の掲載により，第三者に損害を与えた場合は，広告主の責

任及び負担において解決するものとする。 

 

（広告掲載物品の受入れ） 

第 12条 市長は，広告掲載された物品の提供の申出があったときは，この要

綱の規定に準じて，取り扱うものとする。 

 

（委任） 

第 13条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の施行に関し必要な事項

は，別に定める。 

 

附 則 

この告示は，平成 20年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 23年６月 30日告示第 177号抄） 

（施行期日） 

１ この告示は，公表の日から施行する。 



 

 別添３  

1 

 

鈴鹿市広告掲載基準 

 

（趣旨） 

第１条 この基準は，鈴鹿市広告掲載要綱（平成 20年鈴鹿市告示第 77号）第

３条第２項に規定する基準として定めるものであり，広告媒体への広告掲載

の可否は，この基準に基づき判断を行うものとする。 

 

（広告全般に関する基本的な考え方） 

第２条 鈴鹿市の広告媒体に掲載する広告は，社会的に信用度の高い情報でな

ければならないため，広告内容及び表現は，それにふさわしい信用性と信頼

性を持てるものでなければならない。 

 

（規制業種又は事業者） 

第３条 次に掲げる業種又は事業者の広告は掲載しない。 

(１) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律

第 122号）で，風俗営業と規定される業種 

(２) 風俗営業類似の業種 

(３) 消費者金融の業種 

(４) たばこ製造又は販売の業種 

(５) ギャンブルに係るもの 

(６) 利殖を目的とした投資・投機のあっせん，勧誘，募集を専ら行うもの 

(７) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設 

(８) 占い，運勢判断に関するもの 

(９) 興信所，探偵事務所等 

(10) 暴力団関係団体 

(11) 政党，政治団体等 

(12) 宗教団体等 

(13) 債権取立て，示談引受けなどをうたったもの 

(14) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの 

例：廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）に

基づく市長の許可を取得せず，違法に廃棄物の処理を行うもの（不用

品を買い取る又は無料で引き取るとしている場合において，別途輸送

費・作業代などを要求し，実質的に処理料金を徴収するものも該当す

る。）等 

(15) 民事再生法（平成 11年法律第 225号）及び会社更生法（平成 14年法

律第 154号）による再生・更生手続中の事業者 
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(16) 各種法令に違反しているもの 

(17) 市税等を滞納しているもの 

(18) 行政機関からの行政指導を受け，改善がなされていないもの 

(19) 前各号に掲げるもののほか，この基準による規制の対象外の業種又は

事業者であって，現に社会問題を起こしているもの 

 

（掲載基準） 

第４条 次に定めるものは，広告媒体に掲載しない。 

(１) 次のいずれかに該当するもの 

ア 人権侵害，差別，名誉毀損のおそれがあるもの 

イ 他をひぼう，中傷又は排斥するもの 

ウ 性差別，性別による固定的な役割分担または暴力的な行為を助長する

表現及び著しく性的感情を刺激する表現のもの 

エ 法律で禁止されている商品，無認可商品及び粗悪品などの不適切な商

品又はサービスを提供するもの 

オ 非科学的又は迷信に類するもので，利用者を惑わせたり，不安を与え

るおそれのあるもの 

カ 社会的に不適切なもの 

キ 国内世論が大きく分かれているもの 

ク 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの 

ケ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの 

(２) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとし

て，次のいずれかに該当するもの 

ア 誇大な表現及び根拠のない表示や誤認を招くような表現 

例：「世界一」「一番安い」等（掲載に際しては，根拠となる資料を要

する。） 

イ 射幸心を著しくあおる表現 

例：「今が最後のチャンス（今購入しないと次はないという意味）」等 

ウ 人材募集広告については労働基準法等関係法令を遵守していないもの 

エ 虚偽の内容を表示するもの 

オ 法令等で認められていない業種・商法・商品 

カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等 

キ 責任の所在が明確でないもの 

ク 広告の内容が明確でないもの 

ケ 国，地方公共団体，その他公共の機関が，広告主又はその商品やサー

ビスなどを推奨，保証，指定等をしているかのような誤解を招く表現の
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もの 

(３) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして，次のいず

れかに該当するもの 

ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただ

し，出品作品の一例または広告内容に関連する等，表示する必然性があ

る場合は，その都度適否を検討するものとする。 

イ 残酷な描写など，善良な風俗に反するようなもの 

ウ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの 

エ 暴力や犯罪を肯定し，又は助長するようなもの 

オ ギャンブル等を肯定するもの 

カ 青少年の人体，精神，教育に有害なもの 

 

（ＷＥＢページに関する基準） 

第５条 ＷＥＢページへの広告に関しては，ＷＥＢページに掲載する広告だけ

でなく，当該広告がリンクしているＷＥＢページの内容についてもこの基準

を適用する。 

 

（個別の表示基準） 

第６条 掲載する広告の表示内容については，次に掲げる各事項に留意するも

のとする。 

(１) 人材募集広告 

ア 人材募集に見せかけて，売春等の勧誘やあっ旋の疑いのあるものは掲

載しない。 

イ 人材募集に見せかけて，商品・材料及び機材の売りつけや資金集めを

目的としているものは掲載しない。 

(２) 語学教室等 

安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない。 

例：一か月で確実にマスターできる 等 

(３) 学習塾・予備校等（専門学校を含む。） 

ア 合格率など実績を載せる場合は，実績年も併せて表示する。 

イ 通信教育，講習会，塾又は学校類似の名称を用いたもので，その実

態，内容，施設，が不明確なものは掲載しない。 

(４) 外国大学の日本校 

学校教育法（昭和 22年法律第 26号）に定める大学ではない旨の表示

が明確になされていること。 

(５) 資格講座 
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ア 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け，それ

があたかも国家資格であり，各企業は労務管理士を置かなければならな

いという誤解を招くような表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示

すること。 

「この資格は国家資格ではありません。」 

イ 「行政書士講座」などの講座には，その講座だけで国家資格が取れる

というような紛らわしい表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示す

ること。 

「資格取得には，別に国家試験を受ける必要があります。」 

ウ 資格講座の募集に見せかけて，商品及び材料の売りつけや資金集めを

目的としているものは掲載しない。 

エ 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される表示は

しない。 

(６) 病院，診療所，助産所 

ア 医療法（昭和 23年法律第 205号）第６条の５，第６条の６又は第６

条の７の規定により広告できる事項以外は，表示できない。 

イ 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨を表示

してはならない。 

ウ 提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な表示を行ってはならな

い。 

エ 広告する治療方法について，疾病等が完全に治癒される旨等その効果

を推測的に表示してはならない。 

オ 写真については，病院の全景や当該医療機関が保有している医療設

備，機器の写真等，医療に密接に関わるものは表示できない。 

カ マークを用いる場合は，そのマークが示す内容を文字等により併せて

表記しなければならない。赤十字のマークや名称は自由に表示すること

ができない。 

(７) 歯科技工士 

歯科技工士法（昭和 30年法律第 168号）第 26条の規定により広告で

きる事項以外は，表示できない。 

(８) 獣医師 

獣医療法（平成４年法律第 46号）第 17条の規定により広告できる事

項以外は，表示できない。 

(９) 施術所（あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復） 

ア あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゅう師等に関する法律（昭和 22

年法律第 217号）第７条又は柔道整復師法（昭和 45年法律第 19号）第
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24条の規定により広告できる事項以外は，表示できない。 

イ 施術者の技能，施術方法又は経歴に関する事項は表示できない。 

ウ 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設（整体院，カイロプラク

ティック，エステティック等）の広告は掲載できないため，業務内容の

確認は必ず行う。 

(10) 薬局，薬店，医薬品，医薬部外品，化粧品，医療用具（健康器具，コ

ンタクトレンズ等） 

広告を掲載する事業者が，業者所在地を所管する地方自治体の薬務担

当課で広告内容についての了解を得ること。 

(11) いわゆる健康食品，保健機能食品，特別用途食品 

広告を掲載する事業者が，業者所在地を所管する地方自治体の薬務担

当課及び食品担当課並びに公正取引委員会で広告内容についての了解を

得ること。 

(12) 介護保険法（平成９年法律第 123号）に規定するサービス・その他高

齢者福祉サービス等 

ア サービス全般（老人保健施設を除く。） 

(ア) 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを

明確に区別し，誤解を招く表現を用いないこと。 

(イ) 広告掲載主体に関する表示は，法人名，代表者名，所在地，連絡

先，担当者名等に限る。 

(ウ) その他，サービスを利用するに当たって，有利であると誤解を招

くような表示はできない。 

例：鈴鹿市事業受託事業者 等 

イ 有料老人ホーム 

(１)に規定するもののほか， 

(ア) 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針（平成 14年

７月 18日付け厚生労働省老健局長通知）」に規定する事項を遵守

し，同指針別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の

表示事項はすべて表示すること。 

(イ) 所管都道府県の指導に基づいたものであること。 

(ウ) 公正取引委員会の「有料老人ホーム等に関する不当な表示（平成

16年度公正取引委員会告示第３号）」に抵触しないこと。 

ウ 有料老人ホーム等の紹介業 

(ア) 広告掲載主体に関する表示は，法人名，代表者名，所在地，連絡

先，担当者名等に限る。 

(イ) その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はでき
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ない。 

(13) 墓地等 

許可年月日，許可番号及び経営者名を表示すること。 

(14) 不動産事業 

ア 不動産事業者の広告の場合は，名称，所在地，電話番号，認可免許証

番号等を表示すること。 

イ 不動産売買や賃貸の広告の場合は，取引様態，物件所在地，面積，建

築月日，価格，賃料，取引条件の有効期限を表示すること。 

ウ 「不動産の表示に関する公正競争規約（昭和 63年公正取引委員会告

示第３号）」による表示規制に従うこと。 

エ 契約を急がせる表示は掲載しない。 

例：早い者勝ち，残り戸数あとわずか 等 

(15) 弁護士・税理士・公認会計士等 

掲載内容は，名称，所在地及び一般的な事業案内等に限定すること。 

(16) 旅行業 

ア 登録番号，所在地，補償の内容を表示すること。 

イ 不当表示は掲載できない。 

例：白夜でない時期の「白夜旅行」，行程にない場所の写真 等 

(17) 通信販売業 

返品等に関する規定が表示されていること。 

(18) 雑誌・週刊誌等 

ア 適正な品位を保った広告であること。 

イ 見出しや写真の性的表現などは，青少年保護等の点で適正なものであ

ること，及び不快感を与えないものであること。 

ウ 性犯罪を誘発・助長するような表現（文言，写真）がないものである

こと。 

エ 犯罪被害者（特に性犯罪や殺人事件の被害者）の人権・プライバシー

を不当に侵害するような表現がないものであること。 

オ タレントなど有名人の個人的行動に関しても，プライバシーを尊重し

節度を持った配慮のある表示であること。 

カ 犯罪事実の報道の見出しについて，残虐な言葉やセンセーショナルな

言い回しを避け，不快の念を与えないものであること。 

キ 未成年，心神喪失者などの犯罪に関連した広告では，氏名及び写真は

原則として表示しない。 

ク 公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。 

(19) 映画・興業等 
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ア 暴力，とばく，麻薬及び売春などの行為を容認するような内容のもの

は掲載しない。 

イ 性に関する表現で，扇情的，露骨及びわいせつなものは掲載しない。 

ウ いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。 

エ 内容を極端にゆがめたり，一部分のみを誇張した表現等は使用しな

い。 

オ ショッキングなデザインは使用しない。 

カ その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。 

キ 年齢制限等，一部規制を受けるものはその内容を表示する。 

(20) 古物商・リサイクルショップ等 

ア 営業形態に応じて，必要な法令等に基づく許可等を受けていること。 

イ 一般廃棄物処理業に係る市長の許可を取得していない場合は，廃棄物

を処理できる旨の表示はできない。 

例：回収，引取り，処理，処分，撤去，廃棄等 

(21) 結婚相談所・交際紹介業 

ア 結婚情報サービス協議会に加盟していること（加盟証明が必要）を表

示すること。 

イ 掲載内容は，名称，所在地及び一般的な事業案内等に限定すること。 

(22) 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織 

ア 掲載内容は，名称，所在地及び一般的な事業案内等に限定する。 

イ 出版物の広告は，主張の展開及び他の団体に対して批判，中傷するも

のは掲載しない。 

(23) 募金等 

ア 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。 

イ 下記の主旨を明確に表示すること。 

「○○募金は，○○知事の許可を受けた募金活動です。」 

(24) 質屋・チケット等再販売業 

ア 個々の相場，金額等の表示はしないこと。 

例：○○○のバッグ 50,000円，航空券 東京～福岡 15,000円等   

イ 有利さを誤認させるような表示はしないこと。 

(25) トランクルーム及び貸し収納業者 

ア 「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者（有料トラ

ンクルーム）であること。 

イ 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用し

ない。また，下記の主旨を明確に表示すること。 

例：「当社の○○は，倉庫業法に基づく"トランクルーム"ではありませ
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ん。」等   

(26) ダイヤルサービス 

ダイヤルＱ２ほか各種のダイヤルサービスは内容を確認のうえ判断す

ること。 

(27) ウイークリーマンション等 

営業形態に応じて，必要な法令等に基づく許可等を受けていること。 

(28) 規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告 

本基準第３条で定める規制業種に該当する企業による，規制業種に関

連するもの以外の内容の広告は，本基準に定められた規制の範囲内でそ

の掲載を認める。 

(29) その他，表示について注意を要すること 

ア 割引価格の表示 

割引価格を表示する場合，対象となる元の価格の根拠を表示するこ

と。 

例：「メーカー希望小売価格の 30％引き」等 

イ 比較広告（根拠となる資料が必要） 

主張する内容が客観的に実証されていること。 

ウ 無料で参加・体験できるもの 

費用がかかる場合には，その旨を表示すること。 

例：「昼食代は実費負担」，「入会金が別途必要です。」等 

エ 責任の所在，内容及び目的が不明確な広告 

広告主の法人名を表示すること。また，広告主の所在地，連絡先の両

方を表示すること。連絡先については固定電話とし，携帯電話，PHSの

みは認めないこと。また，法人格を有しない団体の場合には，責任の所

在を明らかにするために，代表者名を表示すること。 

オ 肖像権・著作権 

無断使用がないか確認をすること。 

カ 宝石の販売 

虚偽の表現に注意すること。（公正取引委員会に確認の必要あり。） 

例：「メーカー希望価格の 50％引き」(宝石には通常，メーカー希望価

格はない)等 

キ 個人輸入代行業等の個人営業広告 

ク アルコール飲料 

(ア) 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること 

例：「お酒は 20歳を過ぎてから」等 

(イ) 飲酒を誘発するような表現は認めないこと。 



9 

 

例：お酒を飲んでいるまたは飲もうとしている姿等 

 

（広告媒体ごとの基準） 

第７条 この基準に規定するもののほか，広告媒体の性質に応じて必要な場合

には，広告内容及びデザイン等に関する個別の基準を設ける。 

 

附 則 

この基準は，平成 20年４月１日から施行する。 



（様式１） 

平成  年  月  日 

 

（宛先）鈴鹿市長 

 

所在地                    

（申 請 者） 法人名                    

代表者氏名               印  

 

 

ネーミングライツ取得申込書 

鈴鹿市スポーツ施設ネーミングライツ・パートナー募集要項の規定に基づき，下記のとおり申込

みます。 

１ 申込施設 

（右欄の該当する

番号に○印を付し

てください。） 

１ 鈴鹿市立体育館のネーミングライツの取得を申込む 

２ 石垣池公園陸上競技場のネーミングライツの取得を申込む 

３ 
鈴鹿市立体育館及び石垣池公園陸上競技場のネーミングライツの取得

をまとめて申込む 

２ 応募金額 

鈴鹿市立体育館 年額           円 

石垣池公園陸上競技場 年額           円 

３ 応募契約期間 

鈴鹿市立体育館             年間 

石垣池公園陸上競技場             年間 

４ 愛称案 

鈴鹿市立体育館  

石垣池公園陸上競技場  

５ 業種  

６ 業務内容  

７ 担当連絡先 

担当部署名  

担当者氏名  

電話番号  

電子メール  

※ 添付書類は，裏面参照



 

 

 

【添付資料】 

１ ネーミングライツ取得申込み資格に係る申立書（様式２） 

２ 会社概要 

３ 申込みの日に属する事業年度の直近３事業年度における貸借対照表，収支決算書，その他法

人の財務状況を明らかにする書類 

４ 申込みの日に属する事業年度の直近３事業年度における事業報告書その他法人の業務の内容

を明らかにする書類 

５ 登記事項証明書（商業登記簿謄本） 

６ 納税証明書等（申込書提出日において，発行の日から３か月以内のものに限る。） 

７ 定款，寄附行為又は規約 

８ 施設の魅力向上につながる提案 

９ 申込みの日に属する事業年度の直近３事業年度の市内におけるスポーツに関する地域貢献活

動実績（該当の場合のみ） 

 

備考 １の「ネーミングライツ取得申込み資格に係る申立書（様式２）」は，所定の様式でお願

いします。 



（様式２） 

 

（裏面へ続く） 

平成  年  月  日 

 

（宛先）鈴鹿市長 

 

所在地                    

（申 請 者） 法人名                    

代表者氏名               印  

 

ネーミングライツ取得申込み資格に係る申立書 

ネーミングライツ取得申込み資格に係る申込み資格について，下記のとおり申立てします。 

 

□ 次の各号のいずれにも該当しない。 

(１) 政治団体及び宗教団体並びに鈴鹿市広告掲載要綱第３条第２項に規定する基準として定

める鈴鹿市広告掲載基準第３条に定める規制業種又は事業者に該当する者 

(２) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定により，本市における一

般競争入札等の参加資格を制限されている者 

(３) 法人の役員又は経営に事実上参加している者が，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号に掲げる暴力団関係者又は暴力団関係者と

密接な関係がある者 

 

□ 法人の役員又は経営に事実上参加している者は、次の各号のいずれにも該当しない。 

(１) 暴力団（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号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(２) 暴力団員等（同法第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年

を経過しない者をいう。以下同じ。） 

(３) 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又

は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者 

(４) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極

的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

(５) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

□ 国税の納税義務がない。 

  （理由） 

 

 

 



 

 

□ 県税の納税義務がない。 

  （理由） 

 

□ 市税の納税義務がない。 

  （理由） 

 

 

※ 該当する項目の□にレ点を記入してください。 



（様式３） 

平成  年  月  日 

 

 

（宛先）鈴鹿市文化振興部スポーツ課 

（メールアドレス：supotsu@city.suzuka.lg.jp） 

 

 

質 問 票 

質問対象施設名称  

質問内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連 

絡 

先 

法 人 名  

担当部署名  

担当者氏名  

電話番号  

電子メール  

※ 質問受付期間 平成２７年８月４日（火）から同月１７日（月）まで 
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