
募集要項に関する訂正事項及び補足事項について 

第１．訂正事項について 

１．募集要項について 

（１）「３（12）（イ）③ 新大阪駅南第２駐車場拡幅に係る対応について」 

  新大阪駅南第２駐車場の供用面積拡幅が決定したため、当該項目の記載を以下の記

載に修正しました。 

 

【修正後】 

「③Ａ区分の申請者は、新大阪駅南第２駐車場の南側空きスペースを活用した供用面積

拡幅の提案を、様式４－16 によって必ず行ってください。提案に係る詳細は、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」をご確認く

ださい。 

申請者は、拡幅エリアにおける駐車枠について、自動車（四輪）15 台以上を確保す

るとともに、当該拡幅に基づく収入増加分及び整備に係る費用を、基本納付金に反映

しなければなりません。 

また、提案にあたっては、関係法令への適合を確認するとともに、上記資料「（Ａ区

分）新大阪駅南第２駐車場の供用面積拡幅について」の記載を遵守してください。 

様式４－16 の記載にあたり、レイアウトを作成する際は、上記資料の別紙平面図又は別

添資料３－２「新大阪駅南第２－平面図」をご利用いただいて構いませんが、当該図

面は精度を保証するものではありません。現地状況をご確認のうえ、レイアウトの提案

を行ってください。」 

 

（２）「１０ 提案を求める内容」（募集要項 P26） 

  新大阪駅南第２駐車場拡幅に係る申請様式４－16を追加したため、「１０ 提案を

求める内容」の表中の記載を追記修正しております。 

 

【修正後】追加箇所を網掛けしております。 

４－15 

充電設備の設置について、提案内容を記入してください（A～D 区分につい

ては必須）。 

１ 充電設備の種類、基数、費用（設置費用及び維持管理費用）、使用料金の

設定、管理運営方法等について記入してください。市立駐車場における現

在の設置内容（募集要項 ３(９)参照）を縮小する提案はできません。 

２ 充電設備使用料金の徴収方法（徴収時の不正防止策を含む。）及び徴収し

た使用料金を指定管理者の指定口座へ納入するまでのフローについて記入

してください。 



３ 充電設備の設置レイアウト（機器の設置含む）を記入してください。ま

た、駐車場内における充電設備利用者への営業内容周知及び場内案内の方

法について、記入してください（図柄などを用いても構いません）。 

４ 充電設備利用者への認知度向上策（看板の設置、ＩＴを活用した情報の

提供、PR 戦略等）について、提案内容を記入してください。（図柄などを

用いても構いません）。 

５ 利用者モニタリング、充電設備利用に関するトラブル・クレーム等への

対応方針について記入してください。 

４－16 

Ａ区分の申請者は、募集要項３（12）（イ）③に基づき、新大阪駅南第２駐

車場の南側空きスペースを活用した供用面積拡幅の提案を、必ず行ってく

ださい。提案にあたっては、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」をご確認ください。 

 

５－１ 

その① 

その② 

 

５－２ 

 

募集要項３(７)に基づき、駐車場の利用料金等収入見込額及びその考え方を

記入してください。なお、様式４－４～４－７において提案した内容に基づ

いて積算してください。 

 

※「その①」については、消費税及び地方消費税率を８％として作成してく

ださい。 

※「その②」については、消費税及び地方消費税が平成３１年１０月以降に

税率１０％になるとして作成してください。 

 

 

（３）「１２ 提出書類」 

提出書類一覧の表を修正しました。 

【修正前】 

 提出書類 注意事項 様式 

16 
施設の管理運営に 

関する事業計画書 

指定管理期間における事業計画について記入するこ

と。 

４-１ 

～  

４-15 

 

【修正後】 

 提出書類 注意事項 様式 

16 
施設の管理運営に 

関する事業計画書 

指定管理期間における事業計画について記入するこ

と。 

４-１ 

～  

４-16 

 

 



２．[別添資料２]「別紙補足事項Ⅰ」について 

  「１．収支予算書（１）の記載方法について」の表について、年度を修正しまし

た。 

 

【修正前】 

駐車場名 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

一時等

定期

計 0 0 0 0 0

一時等

定期

計 0 0 0 0 0

安土町地下駐車場
（527台で算定）

安土町地下駐車場
（500台で算定）

 

【修正後】 

駐車場名 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

一時等

定期

計 0 0 0 0 0

一時等

定期

計 0 0 0 0 0

安土町地下駐車場
（527台で算定）

安土町地下駐車場
（500台で算定）

 

 

３．[別添資料３－２]「市立駐車場の平面図・備品等の明細」について 

各駐車場の平面図について、管理対象エリアを斜線で示すよう追記修正しております。

本市 HPをご確認ください。 

 

４．[別添資料３－３]「設備・機器等の設置状況」について 

「法円坂－設置状況」の PDF 資料が同駐車場の第 1 号ブロックの記載が含まれてい

なかったため、追記修正しました。本市 HPをご確認ください。 

 



５．[別添資料３－４]「設備・機器等の保守点検に関する要求水準」について 

「設備等維持保全に関する業務内容」の PDF資料を修正しました。 

 

【修正前】 

※１ 大阪市都市整備局公共建築部が作成した「市設建築物 定期点検マニュアル」の様式

による。点検結果報告書を建設局へ提出すること。 

 

【修正後】 

※１ 大阪市都市整備局公共建築部が作成した「市設建築物 定期点検マニュアル」の様式

による。点検結果報告書を建設局へ提出すること。 

 

６．[別添資料３－５]「利用状況及び管理運営実績」について 

（１）靱地下駐車場 自動二輪利用状況の追記修正について 

 靱地下駐車場の自動二輪利用状況について、追記修正しました。本市HPをご確認くだ

さい。 

 

（２）管理経費実績 大阪駅前地下駐車場における光熱水費の修正について 

大阪駅前地下駐車場の光熱水費につきましては、大阪市道路公社解散に伴い、請求を

早期に行ったこと等の影響により、光熱水費の請求対象期間と実際の支払時期とに相違

が生じております。請求対象期間に応じた各年度の光熱水費は次のとおりです。 

                                                           

設備 点検種別 業務内容 

建築物及び建

築設備 
法定点検 

建築基準法に基づく、建築物（１回／３年）、建築設備（１

回／年）の点検の実施 

また、同法に基づく打診調査を実施（1 回／10 年に 1 回を

超え、建築物点検に合わせて実施）※１ 

設備 点検種別 業務内容 

建築物及び建

築設備 
法定点検 

建築基準法に基づく、建築物（１回／３年）、建築設備（１

回／年）及び防火設備（１回／年）の点検の実施  

また、同法に基づく打診調査を実施（1 回／10 年に 1 回を

超え、建築物点検に合わせて実施）※１ 

大阪駅前地下駐車場 光熱水費 修正前 修正後 

平成 26 年度 84,029 8,340,576 

平成 27 年度 8,376,422 8,163,661 

平成 28 年度 8,238,515 7,776,776 

平成 29 年度 7,776,777 7,483,398 

（単位：円） 



第２．補足事項について 

 

１．新大阪駅南第２駐車場供用面積拡幅に係る対応について 

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」を追加

いたしましたのでご確認ください。 

 

２.建築基準法第 12条に基づく点検の実施時期について 

 各駐車場の点検実施時期について、下記のとおり補足しますので、ご確認ください。 

 

（１）建築物点検について（3年に 1回） 

点検が必要となる駐車場について、点検実施時期を記載しております。 

申請区分 駐車場名 

建築物点検(3年に 1回) 

次回点検年度 

A 区分 宮原地下 平成 31 年度 

B 区分 

扇町通地下 平成 31 年度 

豊崎地下 平成 31 年度 

靱地下 平成 31 年度 

C 区分 

安土町地下 平成 33 年度 

谷町筋地下 平成 33 年度 

法円坂 平成 33 年度 

上汐地下 平成 33 年度 

D 区分 

西横堀 平成 33 年度 

本町地下 平成 33 年度 

土佐堀地下 平成 33 年度 

E 区分 

長堀通地下 平成 33 年度 

東長堀地下 平成 33 年度 

塩草地下 平成 33 年度 

 

 



（２）外壁の全面打診調査について 

 今回公募対象の指定期間において外壁に対する打診調査が必要な駐車場について 

 

 

３．[別添資料３－５]「利用状況」の追加資料について 

 各募集区分の利用状況について、平成30年度8月分実績を追加しました。本市HPをご

確認ください。 

 

４． [別添資料３－６]「補修状況」の追加資料について 

 平成30年度補修状況（9月末時点）について、資料を追加しました。本市HPをご確認

ください。 

 

５．[別添資料４]「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 参考１」の追加資料について 

靱地下駐車場以外の駐車場について、調査範囲を示した資料を追加しました。本市HP

をご確認ください。 

 

６．[別添資料６]「募集要項に関する想定される質問及び回答について（FAQ）」

の追加資料について 

 資料を追加しました。内容をご確認ください。 

 

７．金額の単位について 

 本募集要項等において、特に断りのない場合、金額の単位については「円」となって

おります。 

申請区分 駐車場名 
外壁の全面打診調査（10年を超えて 3年に 1回） 

次回点検年度 

A 区分 宮原地下 平成 34 年度 

B 区分 豊崎地下 平成 34 年度 

C 区分 上汐地下 平成 33 年度 

D 区分 土佐堀地下 平成 33 年度 

Ｅ区分 塩草地下 平成 33 年度 


