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平成３０年１１月

「市立駐車場の指定管理者指定申請に関する質問票」

大阪市建設局

質問事項に対する回答



整理番号
募集要項等
の関連項目

質問に対する回答

質問内容



1 利用者の安全を確保できる場所においてシェアサイクルを導入することは可能でしょうか。

2
自主事業としてパークアンドサイクルライドやレンタサイクル等を提案することは可能でしょうか。ま
た、その際の自転車を保有するスペースの確保に定期契約料金を払うことにより、駐車スペースを利用す
ることは可能でしょうか、

上記各種提案をいただくことは可能です。様式４－７にご提案内容をご記載ください。
ただし、自動車駐車枠の転用を伴うような提案は認められません。

３（２）（ウ）

3
人員の配置について、有資格者や警備員の配置を必要とする施設があれば、必要とする資格や必要とする
配置時間をご教示ください。

4
大阪駅前地下駐車場に配置する警備員について、必要となる資格はありますでしょうか、ご教示くださ
い。

駐車場の係員について、業務に係り必要となる資格はございません。
また、電気主任技術者代行者についても、資格について特に要件はありませんが、電気・電気工作物に関
しての知識・経験を有する方を選任していただくのが望ましいと考えております。
なお、職員の配置等の詳細は、「募集要項３（４）職員の配置等」及び「別添資料４　仕様書　３職員の
配置」をご確認ください。

３（４）

5

「募集要項3（4）職員の配置等（Ｐ7）」に関して、西横堀駐車場の人員配置において、0～6号2名、7～9
号1名、10～13号1名は最低配置するよう記載がありますが、指定管理者の工夫により障がい者割引をはじ
め各種サービスが利用者に人員配置時と変わらず実施できる体制をとれるのであれば、時間帯によっては
記載以下の人員配置を行うことは可能でしょうか。

募集要項３（４）③に記載しております西横堀駐車場の人員配置については、利用者対応のサービスを低
下させないよう最低限の人員配置数を記載しております。そのため、今回公募時の提案においては、当該
人員の確保を遵守してください。
ただし、指定管理業務開始後の利用実績等のデータを基に、夜間一部時間帯等において、利用状況が極め
て乏しい等、上記人員配置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、人
員配置の変更について協議に応じます。なお、この場合においても、利用者サービスを低下させる提案は
認められません。

３（４）

6
自動車または自動二輪において、定期利用に待機者が出ている施設はありますでしょうか、ご教示くださ
い。

【自動車について】
扇町通地下駐車場、靱地下駐車場、上汐地下駐車場及び東長堀地下駐車場において、定期契約の空き状況
待ちが発生しております。

【自動二輪車について】
靱地下駐車場において、定期契約の空き状況待ちが発生しております。

３（５）（ウ）⑤

7
長堀バス及び東長堀バス駐車場で取扱いのあるバスカードの料金設定は、貴市にて指定されているのです
か。

バス回数券の料金については、条例または規則に反しない範囲で指定管理者が自由に提案できます。詳細
は、募集要項３（５）（ウ）③をご確認ください。

３（５）（ウ）③

8 納付金の支払は5年分を一括でしょうか、支払い方法を教え下さい。

納付金の本市への支払いは、５年分一括ではなく、毎年度四半期毎に行っていただきます。納付時期につ
いては、別途協議のうえ、協定書に定めますが、原則として、四半期終了後１カ月以内としております。
支払方法については、本市が納入通知書を指定管理者へ送付しますので、指定管理者は納入通知書により
お支払いください。

３（７）⑥

9
「募集要項3（9）急速充電設備を設置（Ｐ14）」に関して、急速充電設備を配置する提案には加点すると
ありますが、何点加点されるのでしょうか。

10
電気自動車充電設備の設置提案について、２台以上の充電設備を提案することは可能でしょうか。また、
複数台の設置が加点対象になるような事はありますでしょうか、ご教示ください。

募集要項１６（３）配点表に記載のとおり、EV用急速充電設備設置を含む「社会的責任・市の施策と整
合」について、上限10点で評価を行います。
また、急速充電設備を複数台設置する提案は可能です（１駐車場に２箇所設置、１区分において複数設置
の双方含む。）。かかる場合、更に加点致します。
なお、募集要項３（９）のとおり、Ａ～Ｄ区分に申請する事業者は、表記載の駐車場について、倍速充電
設備又は急速充電設備の設置を必ず提案いただきますが（設置義務）、倍速充電設備については、設置に
対して加点いたしません（倍速充電設備を複数設置いただいたとしても加点いたしません。）。

３（９）
１６（３）



11
「募集要項3（9）急速充電設備を設置（Ｐ14）」に関して、充電設備設置対象駐車場の中に「法円坂」
「十三」駐車場」がありますが各駐車場1ヶ所の設置という解釈で宜しいでしょうか。

ご質問にあります法円坂駐車場及び十三駐車場についてはブロックが２つに分かれていますが、両方のブ
ロックに充電設備を設置する必要はありません。ただし、充電設備1台の設置に限定するわけではなく、
申請者の提案により複数設置を行うことが可能です。

３（９）

12
充電装置の種別設置の可否の表
電源容量からの判定であり、受電設備の二次側からの工事を見込めばよろしいのでしょうか。あるいは別
途引込みが必要でしょうか。

見込みのとおり各駐車場の受電設備容量及び他設備の稼働率等から種別設置の可否を記載しています。
基本的には、受電設備の二次側からの工事で提案してください。
なお、充電装置の種別、容量及び台数によって、現有の受電設備容量等を超える場合は、
別途工事が発生することが想定されますのでご注意ください。

３（９）

13 貴市の管理する有料EV充電設備の利益実績を教えてください。

市立駐車場においては、ＥＶ用充電設備の有料での設置実績がございません。
なお、本市の他部署所管のＥＶ用充電設備の有料での設置状況及び利用実績については把握しておりませ
ん。

３（９）

14
車庫証明付定期駐車券とはどのような取扱いの定期券ですか。また証明書なしとの運用上の違いは何です
か。

車庫証明付き定期駐車券の利用者は、駐車場への入庫待ちをすることなく24時間入庫可能です。一方、車
庫証明の発行を行わない定期券はいわゆる月極契約と異なり、駐車スペースを特定するものではありませ
ん。当該定期券の利用者は駐車場が満車の場合、一時利用者と同様に、空きが出るまで待っていただきま
す。詳細については、募集要項３（10）及び３（５）（ウ）⑤をご確認ください。

３（10）
３（５）（ウ）⑤

15
補修修繕等実績
補修修繕等実績に要補修金額が100万円以上の工事が記載されていますが、大阪市様が支払われたと理解
してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 ３（11）

16
補修修繕等実績について、費用負担は全て指定管理者が行ったものですか。貴市による費用負担分があれ
ば区別して開示をお願いします。

「別添資料3-6　補修修繕実績」記載の修繕実績は、100万円以上の修繕を除き、指定管理者が費用負担を
行ったものになります。100万円以上の修繕は本市が負担しております。
補修修繕等の費用負担については、募集要項３（11）をご参照ください。

３（11）
別添資料３－６

17 トイレ等施設の故障個所について，現管理者で修繕された状態での引渡しとなるのですか。

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。

３（11）

18
漏水による閉鎖車室数は開示されていますが、それ以外で今後大規模な閉鎖はありますで
しょうか。

募集要項３（12）（ア）⑩に記載のとおり、①駐車場の上空を通る高架道路等の工事、②本市が行う駐車
場の改修工事等に伴い、駐車場の車枠を一部閉鎖する場合がございます。
①に関しては、平成31年度、西横堀駐車場において上空を通る阪神高速西船場ジャンクション工事による
駐車場の車枠閉鎖を予定しております（別添資料2　別紙補足事項Ⅱ参照）。
②に関しては、現段階においては、大規模な閉鎖を伴う工事の情報は把握しておりません。

なお、上記いずれの工事も指定管理者の責によらない事由に基づくことから、工事に伴い、指定管理者の
利用料金等収入に明らかな影響が生じたと認められる場合は、本市は指定管理者と協議を行い、納付金の
減額を認めることがございます（募集要項３（12）（ア）⑩）。
納付金の減額の算定については、「別添資料6　募集要項に関する質問及び回答（FAQ）整理番号33」をご
確認ください。

３　（12）（ア）⑩

19
扇町通地下駐車場について、扇町通に駐車場の満空表示がありましたが、設置者は貴市もしくは指定管理
者のどちらになりますでしょうか。また、次期指定管理予定者が引き継ぐことは可能でしょうか、ご教示
ください。

【前段】
本市の設置になります。

【後段】
本市が設置しております設備機器等は、無償で使用していただくことができます。

３（12）（ア）⑪



20
現在の指定管理者が配置している設備機器類については、市としては現状回復を求めており撤去すること
が原則と考えているが、継続して利用することについて差支えありませんともあります。この場合、現管
理者が継続した場合も同様に設備機器類を継続して利用することに問題はないでしょうか。

問題はありません。
ただし、募集要項３（12）（ア）⑪に記載のとおり、指定管理者としての業務終了時には、原則として現
状復旧していただきますので、一度撤去した後、再度設置いただくことになります。

３（12）（ア）⑪

21 現管理者で設置された機器の撤去後、どのような状態での引渡しとなるのですか。

募集要項３（12）（ア）⑪の記載をご確認ください。現指定管理者が設置した設備機器については、指定
管理期間開始時には撤去されているため、新指定管理者が新たに設置する必要があります。

３（12）（ア）⑪

22
大阪駅前地下駐車場の供用部分に当該駐車場に関する掲示物等を掲示することは可能でしょうか。また、
その際に必要な手続きおよび制限等があれば、ご教示ください。

共用部分への掲示も可能です。
指定期間開始時から掲示予定の掲示物については、様式４－６①にご記載のうえご提案ください。
指定期間開始後、新たに掲示物の掲示をご提案される場合、業務提案書（別添資料４　駐車場の管理に関
する仕様書　様式18）にてご提案ください。
掲示物は、掲示を行う駐車場の業務に関する内容に限定され、当該業務に関係の無い掲示は認められませ
ん。その他掲示物の制限については、申請者の提案内容をもとに、指定期間開始前に本市と個別に協議い
たします。

３（12）（ア）⑫

23
電力自由化について
導入している施設についてご教授ください。

平成30年４月から、指定管理者の提案により、十三駐車場、新大阪駅南駐車場、宮原地下駐車場、豊崎地
下駐車場、扇町通地下駐車場及び靭地下駐車場において、電力供給会社を変更しております。

３（12）（ア）⑭

24

料金精算機
募集要項１８ページ（イ）個別の駐車場に関する事項①に、「十三駐車場他７駐車場の料金精算機は大阪
市で設置しているもので、指定管理者は無償で使用することができます」と記載されています。記載以外
の駐車場は指定管理者が自己負担で機器を持ち込み指定期間終了時に現状復旧する理解でよろしいでしょ
うか。稼働していると料金装置の数量一覧を指定管理者持ち込み機器、又は、大阪市資産と別途保管中の
大阪市資産有りと明確にしていただけないでしょうか。

【前段について】
お見込みのとおりです。

【後段について】
指定管理者持ち込み機器については、別添資料３－３のとおりです。ご確認ください。
また、保管中の本市所有機器（駐車管制設備の精算機等）については点検を実施していないため、機器の
状態を把握しておりませんので、復旧時に当該機器が正常に動作するかは保証いたしかねます。
本市としましては、正常に動作するか不明の設備機器を本市資産として公表することは、利用可能機器に
ついて申請者に混乱を生じさせるおそれがあると考えますので、当該機器の公表は差し控えたいと思いま
す。ご了承ください。

３（12）（イ）①

25
駐車機器が現管理者設置の駐車場において、市設置の駐車機器が保管されていると思いますが、その機器
について、機器メーカー及び製造年数を教えてください。また、貴市が所有している精算機器等は共通回
数券が利用出来る仕様となっているのですか。

保管中の本市所有機器（駐車管制設備の精算機等）については点検を実施していないため、機器の状態は
把握しておりませんので、復旧時に当該機器が正常に動作するかは保証いたしかねます。
なお、募集要項３（12）（イ）①記載のとおり、指定管理者が料金精算機の設置及び更新を行う場合は、
本市の料金システム（共通回数券等）に対応できるようにしてください。

３（12）（イ）①

26
「募集要項3（12）(イ)個別の駐車場に関する事項③（Ｐ19）」に関して、新大阪駅南第二駐車場の拡幅
エリアを定期専用とすることは可能でしょうか？また、一括契約により、車室以上の台数を駐車すること
は可能でしょうか。

【前段について】
新大阪駅南第２駐車場の拡幅エリアを定期専用とすることは可能です。
なお、拡幅エリアを含めた同駐車場において、定期利用が一時利用の妨げとならないよう、定期と一時の
バランスには十分に配慮してください。

【後段について】
設置いただいた車枠以外のスペースに駐車いただくことは認められません。駐車場法等関係法令をご遵守
いただいたうえで、適切なレイアウトをご提案いただき、当該駐車枠数の範囲内での定期契約としてくだ
さい。

３（12）（イ）③



27 新大阪駅南第2駐車場の拡幅工事は、4月1日以前から行うことは可能ですか。

市長が指定管理者として指定した後であれば、拡幅工事を指定期間開始前より行っていただくことは可能
です。
ただし、同駐車場が供用中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。現供用エリアの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開始前には行えないものと考えてください。

３（12）（イ）③

28
新大阪南第２駐車場について、今回拡幅する部分の照明については、夜間時に点灯していませんが、
現在どのような状態となっているかご教示ください。

拡幅部の照明用電源は、同駐車場管理事務所にあります。過去に照明用配線工事を行っており、同管理事
務所から拡幅部にかけて照明用の配線がとおっております。
現在の運用としましては、拡幅部分の照明については、灯球を取り外す等し、点灯しないよう調整してお
ります。
指定管理者が拡幅工事を実施する際には、照明が正常に点灯するよう事前調査・現地確認を行ってくださ
い。
なお、同駐車場の照明は、自動点滅器とタイマー制御により運用しております。

３（12）（イ）③

29

「募集要項3（12）(イ)個別の駐車場に関する事項⑥（Ｐ19）」に関して、記載されている異常とは、具
体的には火災、地震の時でよろしいでしょうか。またメーカー同行なければ立ち入りが許可されない場所
が火災警報発報場所となった場合、防災センターから確認指示があっても、二次被害が発生する為メー
カー並びにメンテナンス業者が現着するまでは現場確認ができませんので、取り急ぎガス感知器の反応が
あるかで火災かどうかで判断することとなると思われますが、それでよろしいでしょうか。

異常とは、具体的に、火災及び地震の時とお考えください。
メーカーの同行がなければ立ち入りが許可されない場所はありませんが、二次被害を防止するためにも、
立ち入る手順は事前にメーカー（駐車機械装置メーカー、防災設備メーカー等）に確認して下さい。
また、火災警報発報場所の確認方法に関しても、メーカー及びメンテナンス業者等に確認を行い、安全に
配慮した方法で確認をお願いします。

３（12）（イ）⑥

30
洗車場区画を設けている施設について、現在設置されているスペースを区切るための仕切り等は撤去され
るのでしょうか、ご教示ください。

洗車場周辺の囲い、カーテンレール等は本市が設置しておりますが、撤去の予定はありません。 ３（12）（イ）⑩

31
長堀バス駐車場
長堀バス駐車場において、高速乗り合いバスの停留所として利用をされていますが、バス利用のお客様や
バスの誘導などに警備員などを配置する必要があるのでしょうか。また、誰が配置するのでしょうか。

高速乗合バスの停留所としての利用への対応は、指定管理者に行っていただきますが、対応内容としまし
ては、他の一時利用への対応等と同様のものになります。
現状の運用としましては、高速乗合バスの事業者様が誘導員等を配置しているため、指定管理者は当該バ
スの利用に関して別途警備員を配置する必要はございません。
なお、指定管理者決定後、新指定管理者には、当該停留所利用に対する現指定管理者の対応等について引
き継ぎを行う予定です。

３（12）（イ）⑫

32
「募集要項3（12）(イ)個別の駐車場に関する事項⑮（Ｐ20）」に関して、土佐堀の漏水対策工事は、天
井もしくは壁面コンクリートからの漏水に備える対策で、駐車機械並びに駐車車両を保護する効果をもた
らすものであるという認識でよろしいでしょうか。

土佐堀地下駐車場の漏水対策工事は、電気・機械設備、駐車車両等の保護及び現在供用を停止している車
室の復旧に向けたものです。

３（12）（イ）⑮

33
指定管理の期間中に事業者の都合により中途解約することは可能でしょうか。また、その場合のペナル
ティ等はあるのでしょうか。

指定期間の途中で、指定管理者による管理を継続することが妥当でないと認められる場合、指定取り消し
を行うことがあります。そして、指定管理者側の事由により指定の取消を行った場合、取り消しに伴う本
市の損害について、指定管理者に損害賠償請求を行うことがあります。

４

34
「募集要項17（2）年度協定（Ｐ41）」の箇所に違約金の記載がありますが、何についての違約金になり
ますか。

「募集要項　４　指定期間」において、「指定を取り消した場合、違約金を徴収する」と記載しておりま
すが、当該違約金は、指定期間の途中で、指定管理者側の事由により指定取り消しを行った場合に生ずる
本市損害について、指定管理者が本市に支払いを行う旨あらかじめ約するものになります。

４
１７（２）

35
「募集要項7 (10)災害・事故への対応（Ｐ24）」に関して、マニュアルの有効性を確認すること、係員へ
の研修などを行えば、毎年度 大掛かりな防災訓練(例えば避難を伴うような)を実施することは必須でな
いという理解でよろしいでしょうか。

消防法など関係法令に基づいた実施をお願いします。 ７　（10）



36
「募集要項 7 (10)災害・事故への対応（Ｐ24）」に関して、マニュアルの有効性を確認したことはどの
ように報告したらよろしいでしょうか。

マニュアルに基づき実施した訓練の結果を報告書にまとめ、本市へご提出ください。 ７　（10）

37
様式 1-1及び 1-2、1-3、2-1及び 2-2、3-5の押印について印鑑証明書の提出があることから、使用する
印鑑はすべて実印でしょうか。

お見込みのとおりです。 １２

38

「別添資料1　様式集①　様式3-1、3-2②、3-4、3-5　ページ下段　提案事業者名の記載は正本のみと
し、副本には記載しないとともに、他に事業者名表示があれば黒塗りするなどし、提案事業者が推定でき
る記載は行わないでください。」と記載されておりますが、副本12部のうちの2部も同様に事業者名は記
載しないのでしょうか。募集要項P.31　12 提出書類　（1）には、「正本1部、副本2部についてはファイ
ル表面及び背表紙に申請区分と申請者名を明記したうえで提出」とあります。副本2部については、ファ
イルには申請者名は明記するが提出書類には記載しない、という認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおり、副本2部については、ファイルには申請者名を明記し、提出書類には申請者名を記載
しないでください。

１２（１）
様式集１

39
「募集要項12 （4）-2　連合体協定書（Ｐ31）」に関して、連合体協定書は連合体にて原本の保管が必要
なため、複写を提出してもよろしいでしょうか。

原本を提出してください。連合体の各構成員保管用とは別に、本市提出用を作成ください。
１２（４）
様式１－３

40

「募集要項12 （4）-6　法人の登記事項証明書（Ｐ31）」に関して、申請書類提出期限時に登記の手続き
中の場合、直前の証明書を一旦提出し、登記完了次第あらためてご提出する、ということでもよろしいで
しょうか。また、直前の証明書で提出した場合、様式3-4 役員名簿、役員の履歴書も登記事項証明書にな
らった方がよろしいでしょうか。

【前段】
ご指摘の提出方法で結構です。
【後段】
様式３－４については、ご提出いただく登記事項証明書に合わせた記載でご提出ください。
なお、登記事項証明書は、登記完了後すみやかに最新のものをご提出ください。当該書類を差し替えてい
ただく際、様式３－４についても当該書類の記載内容に修正し、併せてご提出ください。

１２（４）
様式３－４

41
日常巡視点検時の修繕措置・軽微な作業等に関する部品・資材については指定管理費用に含むとの理解で
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 １３表※２

42
委託予定の相手企業側の書類について、指定を受ける前であり、特に設備保守に係る業者への設備説明及
び見積り徴収は困難であり、業者決定が出来ない状況でも今回の提案時に提出が必要ですか。

ご指摘の書類は、様式２－２かと思いますが、第三者委託先の決定前に、委託予定先を名義人とした書面
を提出することは困難かと思いますので、契約締結後に提出していただいて構いません。ただし、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。
また、様式５－３等の委託料については、仮に申請時に第三者委託先が決定していなかったとしても算出
いただき、金額をご記載ください。

様式２－２
様式５－３

43
新大阪南第2駐車場のエリア拡張に伴い、消防設備の増設分も含めるにあたり、数量が無い場合金額がだ
せませんので、情報を開示願います。開示できない場合は金額を出す手段を指示ねがいます。想定でお考
え下さい等の回答はせずに明確な指示を願います。

説明会配布資料「②-1 別紙補足事項Ⅲ「（A区分）新大阪駅南第2駐車場の供用面積拡幅について」を参
照して下さい。

別添資料２

44
各駐車場の「設備・機器の設置状況」に記載の「防犯設備」「中央監視設備」において、警報盤の記載が
駐車場ごとに異なります、警報盤は中央監視設備と考え、中央監視設備の仕様に基づき点検と考えて宜し
いでしょうか。

お見込みのとおりです。 別添資料３－３



45
大阪駅前地下駐車場の精算機のうち、共用部分となる西側ＥＶホール内に設置されている精算機は指定管
理者が設置したものでよろしいでしょうか。また、指定管理予定者が新たに精算機を設置する際に同様の
場所に設置することは可能でしょうか、ご教示ください。

現在の指定管理者が設置したものです。
また、指定管理者は、現在の精算機設置箇所と同一箇所に設置することが可能です。
なお、募集要項３（12）（イ）①記載のとおり、指定管理者が料金精算機の設置及び更新を行う場合は、
本市の料金システム（共通回数券等）に対応できるようにしてください。

別添資料３－３

46
十三駐車場の概要においてEV充電設備の数量が3に対し、現地や図面では数量が2であるが、どちらが正し
いのですか。

２台と把握しています。
「別添資料３-３　設備・機器の設置状況　十三駐車場」においても、ＥＶ充電設備は２台設置と記載し
ております。

別添資料３－３

47
別添3-4　指定管理者が行う点検業務（参考）について、法円坂には出入口シャッターが対象になってい
ますが、別添3-3の法円坂設置状況には記載ありません。対象シャッターがある場合には、サイズ、数
量、設置メーカー名をご教示ください。

48
出入口用シャッター
指定管理者が行う点検業務（参考）の法円坂の⑫　出入口用シャッターが◎　と表示されていますが、設
備機器リストの⑬　出入口設備に記載がありません。どちらが正しいのでしょうか。

法円坂の出入口用シャッターは、第１号ブロックに設置しています。
「別添資料３-３　設備・機器の設置状況 法円坂-設置状況」に第１号ブロックの記載が含まれておりま
せんでしたが、追記修正を行っておりますので、再度、確認をお願いします。

別添資料３－３

49 別添3-3の16長堀地下駐車場について、ITVのメーカー名、設置会社名、点検会社名をご教示ください。

複合施設管理者の設置した「防犯カメラシステム」の一部設備であるため、本市では詳細を把握しており
ません。
点検会社は、現指定管理者の第三者委託先のため、
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000279022.htmlをご確認ください。

別添資料３－３

50
別添3-3の16長堀地下駐車場について、洗車機の点検は対象外でしょうか。対象となる場合、点検仕様、
点検会社名等をご教示ください。

点検を行っていただく必要はありませんが、日常巡視点検において動作確認程度の実施をお願いします。 別添資料３－３

51 共通回数券が使用できる駐車場機器メーカーをお教えください。

「共通回数券が使用できる駐車場機器」とは、「別添資料３－３　設備・機器の設置状況」では、プリペ
イドカードリーダーと記載しています。当該プリペイドカードリーダーはアマノ株式会社製です。
なお、本市が当該リーダーを購入し精算機へ取り付けておりますが、指定管理者がアマノ製の料金精算機
（プリペイドカードリーダー内蔵）の持ち込みを提案することは可能です。

別添資料３－３

52
LED化
今年度までに照明器具をLEDに交換された駐車場を教えてください。

本市にて、照明器具のＬＥＤ化を実施（電気室・倉庫等は対象外）した箇所は、次のとおりです。
・長堀地下駐車場
・東長堀地下駐車場
・靱地下駐車場

別添資料３－３

53 中央監視装置の監視点数をご教示ください。

駐車場の中央監視装置の監視点数等は、以下のとおりです。
なお、複合施設である駐車場については、詳細を把握しておりません。
・宮原地下駐車場の中央監視ポイント数は、102
・豊崎地下駐車場の監視・警報・指令信号の合計数は、177
・扇町通地下駐車場の監視・警報・指令信号の合計数は、254
・本町地下の監視表示数は、13
・土佐堀地下駐車場のシステム管理点数は、146
・安土町地下駐車場の端末ポイント数、137
・靱地下駐車場の端末機ポイント数は、90
・谷町筋地下の端末ポイント数は、136
・東長堀地下駐車場のシステム管理点数は、103
・塩草地下の端末ポイント数は、154
・上汐地下の端末ポイント数は、110

別添資料３－３

54
別添3-4　指定管理者が行う点検業務（参考）について、⑮防犯設備は全駐車場対象となっていますが、
別添3-3では、記載のない駐車場があります。どちらが正でしょうか。

別添3-4の⑮防犯設備は、別添3-3における防犯設備、トイレ呼出し設備及びＥＶインターホン設備を想定
し、全駐車場としています。なお、対象駐車場に設備・機能のない事項は適用不要です。

別添資料３－３
別添資料３－４



55
別添3-3の16　長堀地下駐車場について、受変電設備は高圧受電の記載がありますが、別添3-4では低圧受
電と記載があります。高圧の場合キュービクル容量をご教示ください。

ご指摘の内容から、長堀通地下駐車場ではなく、東長堀駐車場のことと存じますので、以下では東長堀駐
車場を前提に記載致します。
別添資料３－３の表記は、以下の事項を記載しています（別添３－４では、低圧受電の記載はありませ
ん）。
東長堀地下駐車場の受電箇所は、特別高圧受電の複合施設電気室26から低圧で受電しています。このため
高圧・低圧等の記載が混在しています。
なお、当該駐車場の指定管理者による点検はありません。（複合施設の管理者が実施）

別添資料３－３
別添資料３－４

56

プリペイドカード販売機
扇町通地下駐車場、靭地下駐車場の設備機器リストにはプリペイドカード販売機は大阪市所有とされてい
ますが、募集要項に関する質問及び回答の整理番号２１では「現在の指定管理者が設置」と記載されてい
ます。大阪市or指定管理者のどちらの所有でしょうか。

扇町通地下駐車場及び靱地下駐車場設置のプリペイドカード販売機は、本市所有になります。「別添資料
６－１　募集要項に関する質問及び回答　整理番号21」については内容を修正いたしましたので、ご確認
ください。

別添資料３－３
別添資料６－１

57 各駐車場での設備等維持保全でメーカー点検をしている業務はどの業務かご教示ください。

ご質問事項については、現指定管理者の法人情報にあたると考えられるため、本回答においては開示を行
いません。
なお、「別添資料３－４　設備・機器等の保守点検に関する要求水準」において設備機器の点検について
は、専門業者による点検としています。専門業者とは、メーカー（機器の製作業者）が基本とはなります
が、特に限定していません。
施設運営に支障をきたさないように設備機器等の機能維持を目的に保守点検を提案してください。

別添資料３－４

58 各点検における施設側の指定時間等はありますでしょうか。

点検の実施時間は施設管理を含め、指定管理者の管理範囲となります。
ご利用者への影響が小さくなる配慮をお願いします。
なお、複合施設の場合は、他の施設管理者と調整のうえ決定してください。

別添資料３－４

59
「設備等維持保全に関する業務内容」の「注」記載の最新の法令に基づいて点検を実施することと記載が
ございますが、大幅な法改正や新しい法定点検に関しても金額を見込むものとなるのでしょうか。数年後
にどのような法定点検が発生するかめどが立たない為、協議とすることも可能でしょうか。

「別添資料３－４　設備等維持保全に関する業務内容」に記載のとおり、設備等の維持管理業務につい
て、指定管理者は最新の法令に基づく各種点検の実施を行ってください。
そのため、ご指摘のとおり、設備点検等に影響する法改正にもご対応いただき、申請時点で法令改正が予
定されている場合には、当該改正により追加される点検業務費等を見込んだうえでご提案ください。
一方で、申請時点で法令改正が予定されていない場合には、当該法令改正が施行された際に必要となる追
加経費について、本市と指定管理者が協議の上その負担割合等を決定します。

別添資料３－４

60
「設備等維持保全に関する業務内容」の「自動ドア」におきまして、メーカー系メンテナンス仕様の「レ
ギュラーメンテナンス仕様」での点検と考えて宜しいでしょうか。

「別添資料３－４ 設備・機器等の保守点検に関する要求水準 ⑯自動ドア」の内容を満たしていれば、
メーカー系メンテナンス仕様の「レギュラーメンテナンス仕様」で問題ありません。

別添資料３－４

61
点検業務
指定管理者が行う点検業務（参考）の表で、建築物及び建築設備の欄に新大阪駅南などの高架下駐車場や
長堀バスなどの屋外平面式に「◎」が記入されていますが、建築設備があるのでしょうか。

「換気設備」及び「給水及び排水設備」があります。 別添資料３－４

62
別添3-4　設備等維持保全に関する業務内容　防災設備について、非常用発電機の予防的保全は仕様書に
記載がないので、対象外でしょうか。

⑤防災設備１－ヌ）に記載のとおり、「自家発電装置」の項を適用して予防的保全を実施してください。 別添資料３－４

63
別添3-4　設備等維持保全に関する業務内容　フロン排出抑制法定期点検について、次回実施年をご教示
ください。

平成31年度及び平成34年度に実施して下さい。 別添資料３－４



64
別添3-4　設備等維持保全に関する業務内容　建築物及び建築設備の3年に1階の点検について、次回実施
年をご教示ください。

説明会配布資料「①募集要項に関する訂正事項及び補足事項　第２.２.(1)建築物点検について」をご確
認ください。

別添資料３－４
説明会配布資料

①募集要項に関する訂
正事項及び補足事項

65
建築物点検、外壁打診調査等は3年毎に実施となっており平成33年度に実施予定ですが、平成36年度実施
分は今回の指定管理者が実施するのでしょうか。

ご指摘いただいております、平成36年度点検予定分につきましては、今回公募の対象期間外ですので、今
回公募において選定される指定管理者が実施する必要はございません。

別添資料３－４
説明会配布資料

①募集要項に関する訂
正事項及び補足事項

66
別添資料3-5　利用状況及び管理運営実績について、貴市HPで長堀バス及び東長堀バスはアップしていた
だけないのですか。また、東長堀バスの定期（金額及び契約台数）について教えてください。

ご指摘のとおり、長堀バス駐車場及び東長堀バス駐車場について、資料の記載漏れがございました。別添
資料３－５を修正しましたのでご確認ください。東長堀バス駐車場の定期駐車券料金については、別添資
料３－１をご確認ください。

別添資料３－１
別添資料３－５

67
光熱水費について、26年度と29年度を比較すると、扇町地下・谷町筋地下・東長堀地下駐車場で約140万
円、靭地下駐車場で約170万円、安土町地下駐車場で約450万円、長堀通地下駐車場で1,400万円の大幅な
減額となっておりますが、その要因を教えてください。

省エネルギー運転（照明・送風機・ポンプ等）の設定状況による他、照明設備のＬＥＤ化、蛍光灯の取り
外し、電力供給会社の電気使用料金単価の低下等が考えられますが、指定管理者の維持管理の範囲なので
詳細は把握しておりません。

別添資料３－５

68 日常巡視点検の実施回数は一日どれぐらいの頻度で実施しておりますか？

現在の指定管理者により実施されている日常巡視点検の実施回数は、法人情報にあたると考えられるた
め、開示は行いません。
「別添資料４　駐車場の管理に関する仕様書」をご確認いただいたうえで、申請様式４－10等に「日常巡
視点検の頻度」の提案をご記載ください。
なお、提案にあたっては、大阪市都市整備局公共建築部が作成した「市設建築物日常点検ハンドブック」
等を参照資料としてご利用ください。

別添資料４

69

漏水対策
管理運営に関する仕様書　案　１０ページに「漏水を発見した場合は、ビニールシート等による応急処置
を行い、影響を最小限に・・・。なお、漏水の止水等の工事は大阪市が実施する」と記載されています。
一方、募集要項に関する質問及び回答　整理番号４２には、「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」と記載されています。指定管理者は応急措置及び簡易的な維持管
理を行い、漏水受樋設置等の工事は大阪市様が実施されると理解してよろしいでしょうか。

漏水対策について、指定管理者には、応急処置及び簡易な修繕工事を実施いただくため、漏水受樋設置等
工事も修繕対応として行っていただきます。これに対して、大規模改修や抜本的な対策は本市が実施しま
す。

別添資料４

70
大阪駅前地下駐車場の現場説明会時に現管理者職員とは別の誘導員（黒の制服）が配置されていました
が、現管理者の配置員ですか。「大阪駅前ダイヤモンド地区地下交通ネットワーク駐車場車路管理運営協
議会」共有ガードマンなのでしょうか。また，管理事務所は共有事務所となっているのですか。

現指定管理者が配置した誘導員になります。
なお、公共車路の誘導を行っておりますので、当該誘導員の配置に係る費用については、「大阪駅前ダイ
ヤモンド地区地下交通ネットワーク駐車場車路管理運営協議会」において、按分対象となります。
管理事務所については共有部分ですが、大阪駅前地下駐車場の管理事務室として使用しています。

別添資料４

71
「別添資料４仕様書　別表2　必要集計項目」に関して、「30,000円以上の有価証券等を販売した際に領
収書に貼付する印紙の在庫数」と記載があるが、30,000円ではなく、50,000円でよろしいでしょうか。

ご指摘のとおりです。「別添資料４仕様書　別表２　必要集計項目」を修正しましたのでご確認ください。
別添資料４

別表２必要集計項目

72
「別添資料４仕様書　別紙補足事項　市立駐車場における周辺駐車状況調査について」に関して、報告に
使用する地図においては、指定の書式、メーカーはございますでしょうか。

周辺状況の調査結果に添付いただく地図については、指定の書式等ございません。
「別添資料４仕様書　別紙補足事項　市立駐車場における周辺駐車状況調査について」の記載内容を遵守
いただければ結構です。

別添資料４
別紙補足事項



73
エレベータの更新を予定している上汐駐車場におきまして、メーカー及び仕様、時期を開示願います。開
示できない場合は保守金額を算出することができませんので、対応方法について指示ねがいます。想定で
お考え下さい等の回答はせずに明確な指示を願います。

来年度、競争入札を実施し、業者決定を行い更新を行うため、メーカー、時期は未定です。
主な仕様変更として、「油圧式」から「ロープ式（機械室なし）」へ変更します。その以外の仕様は、既
存エレベーターと同様とお考えください。

別添資料６

74 現在貴市が把握しておられる漏水が発生している施設をご教示ください。

「別添資料６－２　募集要項に関する質問及び回答（FAQ追加分）整理番号８９」をご確認ください。 別添資料６－２

75 グループ会社が別々に（競合として）申請しても宜しいのでしょうか。

可能です。
系列関係会社等の申請については補足事項がございますので、「別添資料６－３　補足資料１　系列関係
会社等の同一区分への複数申請時の取り扱いについて」をご確認ください。

別添資料６－３
補足資料１

76
「設備等維持保全に関する業務内容」に記載の「建築物及び建築設備」において、防火設備定期検査の記
載はございませんが、実施はしないものと考えて宜しいのでしょうか。実施が必要な場合は防火設備の数
量(指定管理者が実施する必要があるもの)を開示願います。

説明会での訂正事項でお知らせしましたように「別添資料3-4　設備・機器等の保守点検に関する要求水
準」の「設備維持管理に関する業務内容」を修正しています。ご参照ください。
防火設備の数量は、「別添資料６－３　補足資料２　防火設備点検対象数量表」のとおりです。

別添資料６－３
補足資料２

説明会配布資料
①募集要項に関する訂
正事項及び補足事項

77 長堀バス・東長堀バスの予約の利用実績を教えてください。

「別添資料６－３　補足資料３」に、バス駐車場の予約実績を記載しておりますので、ご確認ください。
別添資料６－３

補足資料３

78 西横堀駐車場について、工事影響前の1,189台時の利用実績を教えてください。

「別添資料６－３　補足資料４」をご確認ください。
別添資料６－３

補足資料４

79 平成29年度の駐車場ごとの委託経費内訳を教えてください。

平成29年度の各駐車場の委託料合計額については、「別添資料６－３　補足資料５」をご参照ください。
第三者委託先の内訳については、http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000279022.htmlをご参
照ください。

別添資料６－３
補足資料５

80 各駐車場での設備等維持保全に関する作業報告書（設備）をください。

81
現行の駐車管制設備の点検は未実施とメーカーより回答がありました。十三駐車場等の現行点検報告書を
開示願います。

82
豊崎、扇町通駐車場において、中央監視盤の点検をメーカー系会社で未実施の為、見積できないと回答が
ありました。現行の報告書を開示願います。

指定管理者により提出されている作業報告書は、法人情報にあたると考えられるため、本回答においては
開示を行いません。
なお、本市では、報告書の書式は定めておりません。

83
「建築物及び建築設備」「エレベータ設備」については個別の仕様書がございません。
業務の内訳が不明の為、開示願います。

「建築物及び建築設備」の点検項目、点検事項及び点検基準等は、該当する国土交通省告示を参照して下
さい。
建築物：建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基
準並びに調査結果表を定める件（平成20年３月10日国土交通省告示第282号）
建築設備：建築設備等（昇降機及び遊戯施設を除く ）の定期検査報告における検査及び定期点検におけ
る点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件（平成20年３月10日国土交
通省告示第285号）
「エレベーター設備」は、指定する仕様書はありません。各エレベーターメーカーが定める「フルメンテ
ナンス契約」に基づく仕様により保守点検を実施して下さい。



84
現指定期間において、イベントや祭りなどにより、交通規制等が実施されて駐車場の利用が減少する、も
しくは、利用者が大幅に増えるようなことはありましたでしょうか。もし、ございましたら、施設および
日時をご教示いただけますか。（マラソンや歩行者天国の開催など）

現指定管理者から、以下の時期については、利用者が増加すると伺っております。

・十三駐車場
→「なにわ淀川花火大会」開催時

・靭地下駐車場
→テニス大会開催時。(ex.)「全日本ジュニアテニス選手権」「デビスカップ」「大阪市長杯スーパー
ジュニアテニス選手権」「車イステニストーナメント」等の大会が開催時
（開催時期　８月から10月）

・安土町地下駐車場
→地下駐車場の上部にあるヴィアーレ大阪や、周辺ビルにおけるイベント時（時期は不定期）。

・谷町筋地下駐車場
→大阪城関係施設におけるイベント実施時（不定期）、造幣局の桜の通り抜け開催時、天神祭り等
　
・法円坂駐車場
→大阪城関係施設におけるイベント実施時（不定期）

・上汐地下駐車場
→生國魂人神社（いくたま夏祭り、彦八まつり）実施の祭り開催時

・土佐堀地下駐車場
→フェスティバルホール等周辺施設におけるイベント開催時（不定期）

・長堀通地下駐車場
→東急ハンズ等周辺商業施設におけるセール開催時

85 現在、ＡＥＤを設置されている施設をご教示ください。

指定管理者の提案により、現在ＡＥＤを設置している駐車場は、十三駐車場、新大阪駅南駐車場、新大阪
駅南第２駐車場、宮原地下駐車場、豊崎地下駐車場、扇町通地下駐車場及び靱地下駐車場になります。

86
バス駐車場について
バス駐車場においてトラックや荷捌き車両の利用が見られますが、こちらは継続して利用の促進を図って
よろしいでしょうか。

長堀バス駐車場及び東長堀バス駐車場については、観光バスの一時利用対策を主目的として設置しており
ますが、現在の指定管理者の判断で、空き状況等を考慮したうえで、当該施設に駐車可能なトラック等の
受け入れを随時行っております。
次期指定管理者におきましても、現在の運用と同様、観光バスの一時駐車利用が妨げられない範囲内で、
駐車可能なトラック等の受け入れを行っていただくことは可能です。

87
西横堀駐車場　第７号について
消防設備の点検費用は隣接駐車場分について隣接駐車場へ請求しているのでしょうか。又、隣接駐車場分
の責任所在をご教授ください。

【前段】
お見込みのとおりです。
本市は、隣接駐車場と共用している消防設備に係る点検費及び修繕費について、隣接駐車場の管理者負担
分を計算し、指定管理者にお支払するよう調整いたします。
※指定管理者と隣接駐車場の管理者は直接の契約関係にはないため、本市が費用分担の手続きを行いま
す。

【後段】
信濃橋駐車場（隣接駐車場）の管理者は、阪神高速サービス株式会社様になります。

88
豊崎地下駐車場において、アプローズ駐車場と売上の清算を行っていると説明がありましたが、どのよう
に行っていますでしょうか。また、清算方法の変更は可能でしょうか。

【前段】
売上ジャーナル（帳票）に基づきアプローズ駐車場と清算を行います。現指定管理者は、毎朝営業開始時
に精算を行っています。

【後段】
精算方法の変更については、アプローズ側と十分に協議を行ったうえ、アプローズ側の合意が得られた場
合には、変更いただけます。なお、当該変更に伴い生ずる費用については、指定管理者に負担していただ
きます。



89
靭駐車場において、場外出入口に1名交通誘導員が立っておりました。交通誘導員を配置しているのはど
ういった理由からでしょうか。

人員配置の手法については、法人情報にあたると考えられるため、回答いたしません。

90
豊崎地下駐車場において、アプローズ駐車場側で障がい者割引対応は行ってないとありますが、その事に
よるトラブルはありませんか？またトラブルがある場合、月どれぐらいの件数がありますか？

アプローズ駐車場側は所管外のため、トラブルの有無について把握しておりません。

91 豊崎地下駐車場において、各駐車場の廃券を具体的にどのようなやり方で仕分けしているのでしょうか。

駐車券に駐車場名が印刷されているので、駐車場毎に仕分けしております。
なお、毎朝営業開始時に両駐車場担当者による精算を行っておりますが、その際、相互に使用済み駐車券
を引き渡しております。

92 西横堀駐車場9号ブロックに大型車両が数台駐車されていましたが、どのような取扱いとなりますか。

現指定管理者からは、定期契約車両の取扱いと伺っております。

93
新大阪駅南駐車場の月極スペースにおいて、駐車区画を超えるリムジンが駐車されていましたが、2台分
の駐車料金等の特別な取扱いをされているのですか。また、特別な追加料金を徴収することができます
か。

【前段】
現指定管理者からは、１台分の定期駐車券料金で定期契約を行っている旨伺っております。

【後段】
特別な追加料金の徴収はできません。
指定管理者が発行予定の定期駐車券料金を徴収してください。

94
豊崎駐車場の現地説明会で、看板をLED仕様に工事を行うという話が出ていましたが、　駐車場内の照明
設備は既存のままですか。

照明設備のＬＥＤ化は、長期計画では予定していますが、時期は未定となっております。

95
現在要項と駐車場名が異なる駐車場があるが、指定管理者になった際に　駐車場名を変更することは可能
ですか。（例：募集要項「谷町筋地下駐車場」，現地「谷町駐車場」）

ご指摘のとおり、募集要項記載の駐車場名（大阪市立駐車場条例記載の駐車場名称）と現指定管理者が使
用している駐車場名は一部異なっております。
指定管理者が名称の変更について提案がある場合、当該提案を行うことは認めますが、同条例記載の名称
と大きく乖離する名称は、利用者に混乱を生じさせるため、承認いたしかねます。
また、名称変更に伴う費用、利用者対応、その他一切の負担は指定管理者が負うものとします。

96
平成30年度台風等の影響により、特別な対策を行った駐車場を教えてください。また、対策内容も教えて
ください。

全ての駐車場について、各種警報発令時等の通常対応として、仕様書５（１）①ケにおいて整備した体制
に従い、指定管理者から本市あてに随時状況報告を行いました。また、現指定管理者から、安土町地下駐
車場について、閉場後、止水板及び土嚢を設置していたことを伺っております。

97
現地説明会時に法円坂駐車場（2号ブロック）で自転車が駐輪されていましたが、特殊な取扱いがあるの
ですか。

駐車場の巡回用に、駐車場の職員が自転車を駐輪することはあります。
なお、現指定管理期間においては、全ての駐車場において自転車に係る自主事業等を導入しておりません
ので、利用者等に対して駐輪を認めておりません。


