
1
管理運営上の事情のため、現在の指定管理者の判断で使用を中止している駐車枠があるとのことですが、具体
的にはどのような事情によるものですか。

2

漏水・鳥の糞害等の落下物の発生により当該枠の駐車車両に損害が生じるおそれがあるためです。他には、車
枠近くに電柱等の支障物件があり衝突のおそれがあること、車枠が狭く車両同士の接触のおそれがあること、
天井が低く車両との接触のおそれがあること等により使用を中止している箇所もあります。

2 現在、使用を中止している駐車枠について、指定管理者交代時に使用を再開することは可能ですか。 2

現在、使用を中止している事情を十分に認識していただき、必要な措置（不具合箇所の修繕又は警告文の周知
等）を講じて、指定管理者として管理運営上の支障がないと判断されましたら、当該駐車枠の使用を再開する
ことは構いません。

3
「バス駐車場について、現在の指定管理者は、予約状況や利用状況に応じて、長堀通バス駐車場において最大
24台、東長堀バス駐車場で最大15台の運用を行っております。」とありますが、具体的にはどのような状況の
場合に運用しているのでしょうか。

2

バス駐車場は予約制度を採用しており、駐車車両の出庫予定時間の把握が可能なため、空きスペースの有効活
用については指定管理者の柔軟な対応を認めております。具体的には、同一の利用者が２台以上のバスを駐車
する場合や予約していないバスが入庫してきた場合等に空いているスペースを有効利用することがあります。

4
現在の受付日及び受付時間を縮小する提案はできないとありますが、現在の受付日及び受付時間を一度延長し
た後、延長する前の受付日及び受付時間に戻すことは認められますか。

3 (1) ウ

一度は延長した受付日及び受付時間を縮小するのは望ましくありませんが、公募時点における受付日及び受付
時間より縮小しない範囲に戻す場合については、利用実績等のデータに基づき、協議に応じます。

5
指定管理期間中に受付日及び受付時間を変更した場合、原則として６カ月間は継続して同一の設定とするとあ
りますが、６カ月以内に変更が認められることはありますか。

3 (1) ウ

原則として認められません。ただし、近隣の環境等に大きな変化があり、６カ月間継続して同一の設定をする
ことが経営面で困難な事情があると認められる場合は、６カ月以内の変更を認めることがあります。

6 現在の受付日及び受付時間を縮小することは例外なく認められませんか。 3 (1) ウ

本件募集について、現在の受付日及び受付時間を縮小する提案は例外なく認められません。しかしながら、指
定管理業務開始後の利用実績等のデータを基に、現在の受付日及び受付時間を維持することが、経済的合理性
の観点から課題があると判断できる場合は、指定管理期間中に受付日及び受付時間の縮小についての協議に応
じることは可能です。ただし、利用者サービスの低下が懸念される場合は認められません。
繰り返しになりますが、本件募集に対する事業計画書や収支予算書等の提出書類は現在の受付日及び受付時間
を縮小しない範囲で作成してください。

7
断りなく7 日以上駐車することはできないことについてその期間を縮小（例えば2 日）することは可能でしょ
うか。

3 (1) エ

市立駐車場において断りなく7 日以上駐車することができないことについては、大阪市立駐車場条例において
規定されているため、変更はできません。

8
駐車可能期間等の駐車制限を含む規約全般について、指定管理者において独自に定めることは可能でしょう
か。

3 (1) エ

駐車場利用規約については、大阪市立駐車場条例に規定されており、条例に反する規約を独自に定めることは
できません。条例に規定されていない事項については、協議対象とします。

9 現行の各駐車場の職員の配置ポスト数および配置時間をご教示下さい。 3 (4)

現指定管理者のシフト・人員数については、現指定管理者が独自に作成しているものですので、お答えできま
せん。募集要項に記載している基準を満たした上で、現行の管理方法にとらわれず効果的・効率的と思われる
人員配置をご提案ください。

10 責任者は当該駐車場に常駐することが必要ですか。 3 (4) ①

責任者は任命された駐車場に常駐させてください。ただし、ローテーション・休暇の関係上配置できないとき
は、副責任者を配置するなどしてください。

11 責任者は、指定管理者の委託先職員でもよろしいですか。 3 (4) ①

責任者は、指定管理者の委託先職員でも構いません。

12
西横堀駐車場・法円坂駐車場・十三駐車場のようにブロックが分かれている駐車場については、各ブロックご
とに責任者を配置する必要がありますか。

3 (4) ①

必要ありません。責任者は各駐車場に１名配置すれば結構です。

13 受付時間中に配置する職員は、現場管理事務所に常駐することが必要ですか。 3 (4) ②

適切な利用者対応を行うため、巡回時や場内清掃時等の必要最小限の時間帯以外は、現場管理事務所に常駐す
る必要があります。

14
受付時間外に職員を配置しない場合にも必ず適切な警備を実施することとの記載があるが、業務受託に際し、
警備業に関連する資格が必要でしょうか。

3 (4) ⑦

実施にあたっては、警備業に関連する資格を有することが望ましいと考えますが、適切な警備実施が確保され
ていれば問題ありません。

15
料金設定について、周辺の民間駐車場と著しく均衡を失するような料金設定は不可とありますが、具体的には
どのような料金が著しく均衡を失する料金となるのでしょうか

3 (5) イ
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駐車場の料金設定については、周辺駐車場の料金だけではなく、供用台数、構造、利便性又は利用状況等も考
慮して、適正かどうかを判断するため、具体的な基準を示すことはできません。個別に判断していくこととな
ります。

16
指定管理期間中に利用料金を変更した場合、「原則として」３カ月間は継続して同一の設定とするとあります
が、３カ月以内に変更が認められることはありますか。

3 (5) イ

近隣の環境等に大きな変化があり、３カ月間継続して同一の設定をすることが経営面で困難な事情があると認
められる場合は、３カ月以内の変更を認めることがあります。しかしながら、収支見込の甘さなど、指定管理
者側の事情による場合は、３カ月以内の変更は認めません。

17
当該駐車場において過去に発行された普通回数券による支払いには応じなければならないとありますが、精算
機の更新を考えている場合又は普通回数券の発行を行わない場合は、どのように対応すれば良いですか。

3 (5)
ウ
②

現在使用可能な普通回数券と同一額面金額での交換や出庫時に現場職員が直接回数券を収受する等の対応をお
願いします。

18 共通回数券は販売時点で指定管理者の収入となりますか。 3 (5)
ウ
④

なりません。共通回数券は、大阪市が発行するものであり、各月ごとに販売代金を大阪市に納付していただき
ます。一方で、各駐車場で使用された分の10/11が１か月毎に指定管理者の請求により大阪市より支払われ、
指定管理者の収入となります。

19
各駐車場における共通回数券の利用実績に応じた金額を、各月ごとに大阪市から指定管理者へ支払うとありま
すが、「利用実績に応じた金額」とは何ですか。

3 (5)
ウ
④

共通回数券は、券面金額が販売金額の１割増となっているため、各駐車場で駐車料金の精算に使用された金額
の10/11を１か月毎に指定管理者の請求により大阪市が支払います。

20 共通回数券について、現在使用しているカードリーダーの機種を教えてください。 3 (5)
ウ
④

アマノ株式会社製の大阪市共通カードリーダー（型番なし）です。

21
普通回数券、バス回数券及び共通回数券の販売は必ず対面にて行わなければなりませんでしょうか。機械で販
売することは可能でしょうか。

3 (5)

ウ
②
③
④

普通回数券、バス回数券及び共通回数券の販売を機械で行っていただくことは可能です。なお、新大阪駅南駐
車場、宮原地下駐車場、扇町地下駐車場及び靱地下駐車場には、本市所有の共通回数券自動販売機が設置され
ています。

22 定期券の販売は必ず対面にて行わなければなりませんでしょうか。機械で販売することは可能でしょうか。 3 (5)
ウ
⑤

定期駐車券については、購入希望者に対し、満車時には入庫ができない等の確認事項を了解していただいた上
で販売する必要があるため、原則として対面販売が必要と考えております。しかしながら、必要な確認事項の
了解を得ることが可能であり、現行サービス水準の確保・不正利用の防止が守られるならば、協議により定期
駐車券を機械で販売することは可能です。

23 現在発行している定期券は、そのまま継続しなくてはいけませんでしょうか。 3 (5)
ウ
⑤

通用期間が平成31年４月１日を超える定期駐車券については、同日以後も使用できるようものとして取り扱っ
ていただきます。それ以降に定期駐車券の取扱い等を中止する場合は、本市と十分に協議のうえ、利用者に対
して混乱を招くことの無いように対応する必要があります。

24
定期契約台数は、明確な上限設定はありませんとありますが、指定管理者が駐車場の収支状況を勘案しながら
任意に定期契約台数を決定することができますか。

3 (5)
ウ
⑤

定期契約台数は、駐車場の利用状況に照らし、一時利用者による利用が不当に制限されず、また、満車状態が
多く定期駐車券購入者が満足に利用できない事態にならない範囲内であれば、指定管理者が任意に決定するこ
とができます。
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25
1年以内の通用期間を設定することも可能です。とありますが、例えば1か月定期を販売時に、1年間の有効期
限の定期券をお渡しして入金は毎月してもらう方法も可能ですか？

3 (5)
ウ
⑤

大阪市立駐車場条例においては、定期駐車券の発行の際に定められた料金を支払うよう規定されております。
ご質問のような支払い方法は認められません。

26
「駐車場の特定箇所に限定して利用可能な定期駐車券」も発行可能とありますが、具体的にはどのようなもの
でしょうか。

3 (5)
ウ
⑤

例えば地下２層以上の地下駐車場における下層階や入出庫口から離れた駐車枠等、一般的に利用者が不便と感
じられる箇所の利用に限定した定期駐車券について、当該駐車場の一般的な定期駐車券より安い価格設定で販
売することです。

27 現金以外による利用料金の支払方法としてPitapaやICOCA等の電子マネーを導入することは可能でしょうか。 3 (5) エ

現金以外による利用料金の支払方法として、PitapaやICOCAの電子マネー機能を導入することは可能です。

28 クレジットカードによる決済が可能とありますが、料金精算機にはその機能がついていますか。 3 (5) エ

現在本市設置の料金精算機にはクレジットでの決済機能はついておりません。ただし、本市の了承を得た上
で、本市設置の料金精算機にクレジット決済機能を追加していただくことは可能です。また、指定管理者は、
本市の了承を得た上で、指定管理者負担において料金精算機を設置できますが、当該精算機にクレジット決済
機能をつけることは可能です。

29 指定管理期間中に料金改定を行った場合、「基本納付金」の金額は協議して変更されることになりますか。 3 (7) ア

料金改定による「基本納付金」の変更は認めません。

30 管理経費見込よりも利用料金見込が下回る駐車場については、納付金不可能の提案でも構わないでしょうか。 3 (7) ア

基本納付金は駐車場単位ではなく募集区分ごとに提案してください。募集区分全体について、利用料金収入が
管理経費を下回ると見込まれる場合は、基本納付金を提案しないことも可能です。

31
指定管理業務に係る会計を指定管理者の他の事業等に係るものと区別して行い、収入及び支出を明確にし、大
阪市へ報告を行うことができれば、専用口座等での管理は必要ないと考えてよろしいですか。

3 (7) ②

指定管理業務に係る会計を他の事業等に係るものと区別して行い、駐車場毎の収入および支出を明確にできる
のであれば、必ずしも専用口座で管理していただく必要はありません。ただし本市からの収支に係る問い合わ
せについては、説明できるようにしてください。また本市から確認資料の提出または閲覧を求める場合があり
ますので、対応していただく必要があります。

32
平成31年３月以前に販売され、４月以降に使用された普通回数券・共通回数券について、駐車料金分を前指定
管理者に請求することはできますか。

3 (7) ④

できません。ただし、あまりにも不自然な販売が行われている場合は、本市より前指定管理者に対し調査、指
導を行うことがあります。

33
駐車場の上を通る高架道路等の工事や駐車場内における改修工事等により、やむを得ず駐車場の一部が使用不
能となり、指定管理者の利用料金収入に明らかな影響が生じたと認められる場合は、納付金の減額を認めるこ
とがあるとありますが、具体的にはどのような場合ですか。

3 (7) ⑦

工事等前後の期間における当該駐車場の利用状況と、工事等により使用不能になった範囲等のデータを考慮し
て協議を行います。ただし、日常的に全体台数の半分も利用されない駐車場において、全体の２割が使用不能
となる工事が行われた場合、利用料金収入への大きな影響があったとは認めがたく、そのような場合は納付金
の減額を行わないことがあります。使用不能となった台数分に応じて機械的に納付金の減額を計算するもので
はありません。

34
指定管理期間中に、現状の管理運営形態の簡素化を行う提案を本市が承諾する場合、経費節減見込額の一部を
納付金の増額として求めることがあると記載されておりますが、具体的にはどのような事例でしょうか。

3 (7) ⑧

受付日及び受付時間の縮小（現在本市は認めておりません。）、一部時間帯の無人化等については、既述のと
おり、相応の事情があれば、指定管理期間中にそれらを認める可能性を排除しておりません。仮に、これを認
めることで、指定管理者の管理経費が節減される場合、それは指定管理者の経営努力による節減というより、
市立駐車場の経営方針に係る本市の判断の結果と認められることから、指定管理者の経費節減額の一部を本市
への納付金の増額分として求めるものです。

35 現在、自動二輪車の受け入れを行っている駐車場について、料金収受の方法を教えて下さい。 3 (8)

靭地下駐車場、長堀通地下駐車場及び東長堀地下駐車場の地下部分においては、自動二輪車用の機器を設置し
ていないため、有人対応により料金を収受しております。西横堀駐車場、東長堀地下駐車場の地上部分及び新
大阪駅南駐車場については、現在の指定管理者が自動二輪車用の機器を設置しており、機械管理で料金を収受
しております。自動二輪車について、機械管理を行っている車枠については、現在の指定管理者が交代した際
に、設置されている機器も撤去されることになりますので、ご注意ください。

36
四輪自動車の枠を転用して自動二輪車駐車場を設置することはできないとありますが、四輪自動車の駐車需要
に対し自動二輪車の駐車需要が高いと見込まれる駐車場についても、自動二輪車枠として転用することは認め
られませんか。

3 (8)

四輪自動車枠を転用して自動二輪車を受け入れる提案は認められません。ただし、軽自動車駐車枠のように軽
自動車以外の四輪自動車の駐車が困難な駐車枠については転用を認めます。なお、指定管理業務開始後の当該
車枠の利用実績等のデータを基に、四輪自動車用の駐車枠として不要と判断できるのであれば、自動二輪車へ
の転用について協議に応じます。
繰り返しになりますが、指定管理業務開始時は、軽自動車枠を除く現在の四輪自動車枠の数を維持し、運営し
てください。
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37
市立駐車場においては51ｃｃ以上の自動二輪車の受け入れを行うとありますが、50cc未満の車両が駐車されて
いる場合どのような対応をする必要がありますか。

3 (8)

本市では、50cc未満の車両は自転車駐車場での受け入れを行っており、大阪市立駐車場条例においては51ｃｃ
以上の自動二輪車について市立駐車場で駐車可能としております。50cc未満の車両の入庫に関しては、注意喚
起を行うなど排除に努めてください。

38 自動二輪の受け入れは、定期利用のみとすることは可能でしょうか。 3 (8) ②

一時・定期の割合については、状況により協議を行いますが、一時利用は必ず受け入れてください。ただし、
東長堀地下駐車場においては、地上と地下の双方で自動二輪車を受け入れており、地上か地下のいずれかにつ
いて一時利用の受け入れを行うのであれば、他方について定期利用のみとすることは可能です。

39 現在の自動二輪車駐車場のレイアウトを変更することは可能でしょうか 3 (8) ⑤

現在の自動二輪車駐車場のレイアウトについては、現指定管理者が提案し、整備しているものです。現行のレ
イアウトを変更することは可能です。ただし、現在の指定管理者が供用している台数を大きく下回らないよう
留意してください。

40
現在、修繕が必要な箇所については、指定期間開始時には修繕完了の上、引き受けることができるのでしょう
か。

3 (11)

修繕必要箇所については、随時現行の指定管理者に対応していただいております。基本的には、指定期間開始
前までに修繕が行われるのが望ましいと考えますが、要修繕箇所は随時発生するものであり、修繕の必要性に
ついても優先順位があることから、指定管理開始時に施設の全てに修繕が行われているかについては未定で
す。ご了承ください。

41
施設や機器の維持管理について大阪市が負担する範囲はどこですか。経年劣化等による補修及び更新どちらの
負担となりますか。

3 (11)

本市が実施するのは、基幹的な施設及び機器についての長期更新計画等に基づく計画的な改修工事です。突発
的な故障や破損は指定管理者に対応していただきます。また経年劣化等による補修及び更新につきましても、
基幹的な施設及び機器以外のものあるいは本市の長期更新計画に該当しないものは、指定管理者に対応してい
ただきます。

42 地下駐車場における漏水対策の予定と実施主体をご教示ください。 3 (12)
ア
⑮

漏水個所に対する補修修繕、あるいは応急的・突発的な対応は指定管理者に行っていただくことになりますの
で御了解ください。漏水等の状況によっては、本市において漏水対策工事を実施することがあります。現在、
土佐堀地下駐車場において漏水対策工事を検討しています。

43 大阪市の公募により設置されている清涼飲料水自動販売機の電気代及び清掃費は誰の負担になりますか。 3 (12)
ア
⑤

電気代は使用実績（定格消費電力等に基づく算定等）に基づき、指定管理者が算定を行い、指定管理者から設
置業者に対して請求してください。設置によって発生する缶・ペットボトル等のゴミについては、自動販売機
設置業者に撤去していただきます。

44 清涼飲料水自動販売機の収入の帰属は誰になりますか。 3 (12)
ア
⑤

駐車場内の清涼飲料水自動販売機は、大阪市が公募を行い設置しているものであるため、設置場所に係る使用
料は大阪市に納入されます。なお、清涼飲料水の売上金は設置業者の収入となります。

45
施設の設置目的にそぐわない収益事業を行うことは禁止しますとありますが、駐車場内にカーシェアリング用
の車両を設置することは認められますか。

3 (12)
ア
⑥

路上駐車を解消し都市活動の維持・向上を図るという市立駐車場の設置目的に適うものであれば、協議により
カーシェアリング用の車両を設置することは認められます。
現行の指定管理においても、新大阪駅南駐車場、豊崎地下駐車場、扇町通地下駐車場、大阪駅前地下駐車場、
法円坂駐車場、安土町地下駐車場、西横堀駐車場、長堀通地下駐車場及び東長堀地下駐車場において、カー
シェアリングを実施しています。
ただし、当該車両に係る駐車料金は適正に徴収し、当該駐車場の収入として計上してください。

46 現在の指定管理者が設置している精算機等の機器・備品を引き続き利用することは可能ですか。 3 (12)
ア
⑪

現在の指定管理者が設置している備品・設備機器については、指定管理期間終了時に撤去することが原則と考
えますので、次の指定管理者は引き続き使用することはできません。ただし、現在の指定管理者との協議が整
えば、引き続き利用することについて、本市としては差し支えありません。
なお、現在、本市で設置している機器・備品等は、無償で使用していただくことができます。

47 自家用看板の大きさの制限である7 ㎡は、看板の総合計か、個別かどちらでしょうか？ 3 (12)
ア
⑫

個別となります。

48 豊崎地下駐車場の料金精算機は、指定管理者自ら更新することはできませんか。 3 (12)
イ
⑧

豊崎地下駐車場は隣接するアプローズ駐車場と地下で連結しており、出入口を相互利用していることから、そ
れぞれの駐車場における駐車料金を適正に徴収する必要があるため、料金精算について共通のシステムを導入
しております。
指定管理者は、現在の相互利用の状態を維持することを前提に、アプローズ駐車場と協議を行い、本市の承認
を得た上で、同駐車場の料金精算機を設置又は更新することが可能です。
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49
業務引き継ぎの際、現在の指定管理者が設置している配線、配管などは残して頂けるのでしょうか。また、設
備機器入替の際に、営業を停止することは可能でしょうか。

7 (9)

現在の指定管理者が設置している設備機器類については、本市としては原状回復を求めており、撤去すること
が原則と考えております。ただし、現在の指定管理者との協議が整えば、引き継ぎを受け、継続して利用する
ことについて、本市としては差し支えありません。しかしながら、本市より現指定管理者の意向を確認した
り、働きかけを行う予定はありません。
なお、設備機器入替の際に、営業を停止することは原則として認められません。設備機器交換を行うため、設
備機器を用いての料金徴収が行えないのであれば、人的対応等により料金徴収を行ってください。

50
事業計画書・収支予算書の様式について、各設問項目とも１ページ以内に収めなければならないのでしょう
か。

10

複数ページとなることは構いませんが、できる限りコンパクトかつ簡潔に記載し、容量を抑えるよう努めてく
ださい。

51 提出の際、枚数も多く環境への配慮から両面印刷してもよろしいでしょうか。 11 （7）

印刷については、募集要項に定めるとおり片面印刷としてください。

52 現在、火災保険は市で加入していますか。 13

火災保険については、現在、市で加入しております。

53 火災保険の他、市で加入している保険はありますか。 13

現在、市で漏水等による事故に備えるため、道路賠償責任保険及び「全国市長会」市民総合賠償補償保険に加
入しております。しかしながら、施設管理運営上の瑕疵による損害に対する賠償は指定管理者が負担すること
から、指定管理者は別途施設管理運営に係る保険に加入する必要があります。
また、本市が加入する施設所有者賠償責任保険についても、指定管理者は保険会社への報告書の作成や事故被
害者との調整を行っていただく必要があります。

54
施設の維持管理、運営において第三者に損害を与えた場合は指定管理者の負担となっていますが、経年劣化を
起因とする場合も管理者側の負担となるのでしょうか。

13

指定管理者は本市施設や機器・設備等の維持管理を行っていただくことになります。本市施設や機器・設備等
の経年劣化による異常についても、適切な点検を行うことで早期に発見し、必要な対処を行っていただきます
ので、事前に予測することが困難なものでない限り、経年劣化を原因とする損害についても原則として指定管
理者に負担していただくこととなります。指定管理者が持ち込んだ機器の不備による事故は当然に指定管理者
の責任となります。

55 現地見学会以外でも、各駐車場を見学に行っても構いませんか。 15 (3)

提案にあたり駐車場を見学していただくことは可能ですが、現在も供用されている駐車場であることを認識し
ていただき、必要最小限の人数で、現場の管理運営に支障のないよう行ってください。なお現地見学会以外で
駐車場を見学する場合は、事前に現在の指定管理者に連絡を行ってください。

56 指定管理業務を始めるにあたり、必要な工事は指定期間開始前より入れるのでしょうか。 18 （ア）

市長が指定管理者として指定した後、市が必要と認めた工事に関しては指定期間開始前より行っていただくこ
とは可能ですが、供用が行われている駐車場であることを認識していただき、現在の指定管理者の了解を得た
うえで、管理運営上の支障とならないように実施してください。工事期間についても、現行の指定管理者も交
えて協議を行ってください。
駐車枠を占用するような工事や入出庫の妨げとなるような工事は、原則として指定管理期間前には行えないも
のと考えてください。

57
施設の良好な維持管理のために、現指定管理者が第三者委託しているメンテナンス業者に再委託することも検
討したいのですが、指定管理予定者となった際には、業者名等をご教示いただけますか。

18 （ア）

現在の現指定管理者の第三者委託先名は、大阪市のＨＰで公開しておりますので、ご確認ください。
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000279022.html

58
現在の指定管理者（第三者委託先を含む。）からの引継ぎとして、現場でのレクチャーやマニュアルの引渡し
は行われると考えてよろしいですか。また、適切に引き継ぐため、貴市に立ち会っていただけますか。

18 （ア）

現在の指定管理者からは、当該駐車場の管理にあたって必要な事項は引き継いでいただきますが、現在の指定
管理者が行っている方法を必ずしも踏襲する必要はありませんので、現場でのレクチャーまで行っていただく
ことは想定しておりません。また、マニュアルについても現在の指定管理者のノウハウが含まれるものを本市
として提供させることも想定しておりません。
また、引継ぎに関しては基本的には新旧指定管理者間で円滑に行ってください。疑義が生じた場合は、本市に
お問合せください。

59
様式２－２（第三者委託相手方用）暴力団排除条例に基づく誓約書の記入方法について、右上の押印者名、契
約の相手方名の記載方法についてお教えください。

右上の「押印者名称等」は第三者委託相手方のものとします。１の「契約の相手方」は指定管理者となり、
「業務の名称」は指定管理者と第三者委託相手方との第三者委託業務の名称となります。

別添資料１
様式2-2
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60
別添資料１（様式２－２）の第三者委託相手方用誓約書について、指定管理者の指定を受けた後に委託契約を
行う場合であっても、誓約書の提出は必要ですか。

第三者委託相手方用誓約書については、契約締結前であっても提出していただくのが望ましいですが、契約締
結前の提出が困難である場合は、契約締結後に提出していただいて構いません。しかしながら、当該誓約書の
提出がない限りは、指定管理業務の一部を委託させることは認められません。ご了承ください。

61 別添資料１（様式４－２）の人員配置計画は、指定期間内に変更してもよろしいですか。

募集要項の基準内で、関係法令を遵守しておれば変更は可能です。ただし、事前に本市と協議を行っていただ
く必要があります。

62
別添資料１（様式４－２）の人員配置計画において、委託先の記入は必須ですか。また、指定管理予定者と
なってから、変更してもよろしいですか。

委託先名は、予定で結構ですので記入をお願いします。指定管理予定者として選定されて以降の変更について
は、特別の事情がある場合は認められますので、協議に応じます。

63
別添資料１（様式５－１）の収支予算書（１）における一時等の収入内訳は①・②・③・④とありますが、④
は当該駐車場において共通回数券を使用して駐車料金を支払った分の金額と解釈してよろしいでしょうか。

共通回数券による収入については、駐車場で支払われた分の10/11として見込んでください。

64
別添資料１（様式５－７）において「利用料金収入見込額－管理経費＝基本納付金」と定義されていますが、
見込みどおりの場合、指定管理者の利益は無いということですか。

指定管理者の利益について、管理経費の諸経費（一般管理費等）により見込んでいただくことは可能です。

65
電気主任技術者代行者に資格等（電検３種資格者等）の要件はありますか。また、当該駐車場に常駐すること
が必要ですか。

特に資格についての要件はありませんが、当該駐車場の専任としてください。ローテーション・休暇等により
配置できないときを除き、原則として当該駐車場に常駐してください。

66 各駐車場の電気主任技術者は、大阪市において選任されるとの解釈でよろしいでしょうか。

各駐車場の電気主任技術者は、本市職員が務めております。

67 別添資料3　管理経費実績について、その他管理費の内訳や詳細金額をお教え願えますか。

法人情報にあたると考えられるため、開示は行いません。なお、再委託業者との委託契約金額については大阪
市ＨＰで公表を行っております。
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000279022.html

68

上汐地下駐車場のエレベータについては、以前にそれぞれのメーカーとのフルメンテナンス契約が解約されて
おり、現状は独立系メンテナンス業者とのメンテナンス契約となっている。
メーカーとのフルメンテナンス契約に戻すことが不可能な場合は、独立系メンテナンス業者とのフルメンテナ
ンス契約でもよいか。

基本的にエレベータ設備に関しては、メーカー系フルメンテナンス契約と考えています。
しかしながら、上汐地下駐車場については、独立系メンテナンス業者とのフルメンテナンス契約に移行した経
過があることから、メーカー系フルメンテナンス契約に戻すことが困難である場合は、独立系メンテナンス業
者とのフルメンテナンス契約を行うことは認められます。
ただし、エレベータメーカーとはフルメンテナンス契約の可否について協議を行ってください。また、本市に
おいて、上汐地下駐車場のエレベーターについて更新工事を実施し、メーカー系のフルメンテナンス契約に移
行可能となった場合は、当該契約を締結してください。

69 駐車場内に長期放置車両はありますか。

市立駐車場において長期放置車両の定義を行っておりませんが、長期間同じ場所に駐車したまま移動していな
い車両は複数あります。

70 長期放置車両への対応はどこが行うものですか。

長期放置車両への対応は、指定管理者が行ってください。
指定管理者は、大阪市立駐車場条例第５条第２項に規定する期間又は同条第３項により指定管理者が承認した
期間を超えて市立駐車場に駐車している車両を発見した場合は、速やかに本市に報告してください。
また、指定管理者は、当該車両の所有者若しくは利用者に対し、当該車両の引取りを請求し、当該請求に応じ
ない場合には、当該車両を駐車場内から移設するよう対応してください。
なお、指定管理者は、上記車両の引取請求及び移設対応について、指定管理者の負担で行ってください。ま
た、指定管理者は、上記請求等を行うにあたり、必要な限度において当該車両を調査することができます。

71 現在の長期放置車両は指定管理者交代までに撤去していただけますか。

長期放置車両への対応については、現在の指定管理者と協議を行いながら進めてまいりますが、指定管理者交
代時までに撤去できるかについては未定です。

別添資料
３－④

別添資料
３－④

別添資料１
様式2-2

別添資料
３－④

別添資料１
様式4-2①

別添資料１
様式4-2①

別添資料１
様式5-1

別添資料１
様式5-7

別添資料
３－⑤
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72 駐車場の利用に対してポイントがつくシステムは導入可能でしょうか。

住民の平等な利用の確保が損なわれないものであれば、導入可能とします。内容については、協議に応じま
す。ただし、市立駐車場として収入減に繋がるようなものは認められません。

73 駐車場内のデッドスペース等を活用して駐車枠を増設することは可能ですか。

安全面で問題がなければ可能と考えますが、内容について協議対象とします。

74 現在、大阪市で計画をされている各駐車場毎の長期更新計画をお教え願います。

市立駐車場における改修工事計画について、予算状況及び修繕、適切な維持管理による機器等の延命を考慮し
て随時計画の見直しを行っているため開示しません。
今年度実施予定分については大阪市ＨＰで公表されておりますが、これらについても本市の都合により、施行
を見送ることがありますので、ご了承ください。

75
長堀通地下駐車場内にサービスセンターがありましたが、勤務者は指定管理者が配置しなければならないで
しょうか。

長堀通地下駐車場のサービスセンターでは現在、定期券及び共通回数券の販売等の利用者サービスを行ってお
り、現在の指定管理者が勤務者を配置しています。サービス向上の面から、サービスセンターの継続は望まし
いと考えますが、中止する場合は、本市と協議のうえ、利用者に対して混乱を招くことの無いように対応する
必要があります。
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