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１ 施設運営業務 

(1) 運営方針 

①  大阪市立有料自転車駐車場の供用日等 

ア 供用日及び供用時間 

大阪市立有料自転車駐車場条例（以下「条例」という。）第２条第１項の規定に基づ

き、大阪市立有料自転車駐車場（以下「有料駐輪場」という。）の供用日は１月１日か

ら 12 月 31 日までとし、供用時間は午前０時から午後 12 時までとします。なお、条例

第２条第３項に基づき、指定管理者は、設備の補修、点検又は整備、天災その他やむ

を得ない事由があるときは、あらかじめ市長の承認を得て有料駐輪場の全部又は一部

を休止することができます。また、地下式施設のように、施設の管理上、閉鎖する日

時が決まっている有料駐輪場がありますので、【２-(４)-①】をご確認ください。 

 

イ 受付日及び受付時間 

有料駐輪場の入庫及び出庫の受付日及び受付時間（以下「受付日等」という。）は、

有料駐輪場の指定管理者指定申請にあたり、指定管理者が提出した申請書（以下「提

案書」という。）の内容をもとに、大阪市が承認し公告したものとします。 

 

ウ 受付日等の変更 

指定管理者は、受付日等の変更をしようとするときは、大阪市に対し、合理的理由

を示したうえで提案しなければなりません。また、提案内容の実施に係る経費は、指

定管理者の負担とします。大阪市は、指定管理者の提案が適当と認めるときは、条例

第２条第４項の規定に基づき、速やかに必要な公告手続き等を行うものとします。 

 

エ 定期利用の申し込みの受付日及び受付時間 

有料駐輪場の定期利用の申し込みの受付日及び受付時間（以下「定期利用受付日等」

という。）は、提案書の内容をもとに大阪市が承認したものとなります。 

 

オ 定期利用受付日等の変更 

指定管理者は、定期利用受付日等を変更しようとするときは、大阪市に対し、合理

的理由を示したうえで提案しなければなりません。また、提案内容の実施に係る経費

は、指定管理者の負担とします。 

 

② 利用料金 

ア 利用料金 

地方自治法第 244 条の 2 第 8 項の規定に基づき、利用料金制度を採用しており、有

料駐輪場の利用料金は指定管理者の収入となりますが、利用料金の回収リスクも指定

管理者が負うことになります。有料駐輪場の利用料金の額は、条例の範囲内において
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提案された内容をもとに、大阪市が承認し、公告します。 

 

イ 利用料金の変更 

指定管理者は、条例第４条第３項の規定に基づき、利用料金の額を変更しようとす

るときは、大阪市に対し、合理的理由を示したうえで提案しなければなりません。ま

た、提案内容の実施に係る経費は、指定管理者の負担とします。指定管理者は、大阪

市が利用料金の変更の指示をした場合は、速やかに大阪市に対し、合理的な根拠を示

したうえで提案しなければなりません。なお、提案内容に係る経費は、大阪市と指定

管理者との協議のうえ、負担を決定するものとします。大阪市は、上記に係る指定管

理者からの提案が適当と認めるときは、条例第２条第４項の規定に基づき、速やかに

必要な公告手続き等を行うものとします。 

 

ウ 利用料金の減額 

指定管理者は、次表に該当する利用者から一時利用回数券及び定期利用の利用料金

の減額の申請があり、条例第４条第６項及び第７項に基づき減額する場合は、減額の

対象者であることを確認し、「減額定期利用申請書【様式任意】」「減額一時利用回数券

購入申請書【様式任意】」を記入してもらわなければいけません。なお、複数の減額項

目を重複して適用することは不可とします。 

 

【減額の適用を受ける者】 

対象者 減額率 確認事項 特記事項 

市 内在住で 

満６５歳以上 
１／２ 

大阪市内在住でかつ満６５歳

以上であると確認できる書類 
― 

身体障がい者等 １／２ 

身体障がい者手帳 保護者が身体障がい者手帳等

の交付を受けている場合にあ

っては、その本人が対象 療育手帳 

精神障がい者保健福祉手帳 ― 

生活保護世帯 １／２ 
各区役所の保健福祉センター等で発

行する、生活保護世帯又はひとり親

家庭世帯であると確認できる書類 

１世帯で１名に限る 

ひとり親家庭世帯 １／２ 

児童扶養手当 

受 給 世 帯 
１／２ 

各区役所の保健福祉センター等で発

行する、児童扶養手当を受給してい

る世帯であると確認できる書類 

遺族基礎年金 

受 給 世 帯 
１／２ 

各区役所の保険年金担当部署等で発

行する、遺族基礎年金を受給してい

る世帯であると確認できる書類 
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エ 利用料金の還付 

指定管理者は、利用者から利用料金の還付の申請があり、条例第４条第９項の規定

に基づき還付する場合は、あらかじめ利用者に「利用料金還付申請書【様式任意】」を

記入してもらわなければなりません。なお、一時利用回数券及び定期利用の一部未利

用分の還付の申請があった場合は、指定管理者にて還付の可否を判断してください。 

 

オ 利用料金以外の金銭の取り扱いについて 

利用者が利用料金に係るつり銭等を収受し忘れた場合、指定管理者は、それを遺失

物として取り扱い、利用料金として取り扱ってはなりません。 

 

カ 利用料金の徴収における特例 

以下に該当する者が有料駐輪場の利用を申し出た場合は、管理運営業務の影響のな

い範囲で、無料で便宜を図ってください。 

・利用者が満６歳（小学校入学前）以下の者 

・車イス利用者（車イス置場として利用したいと申し出た場合に限る） 

 

  ③ 現在の定期契約利用者の取り扱いについて 

   新たな指定管理者は、現在の定期利用者が令和 3 年 4 月 1 日以降も引き続き利用を希望

した場合、速やかに移行手続きを行ってください。 

 

(2) 職員の配置基準 

① 業務責任者及び業務従事者 

指定管理者は、当該業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業

務責任者（基本協定及び年度協定の履行に当たって個人情報及び特定個人情報を含む当

該業務に係るすべてのデータ（以下「個人情報等」という。）を取り扱う者を含む）を定

め、その氏名その他必要な事項を大阪市に「業務責任者通知書【仕様書－様式１】」で通

知していただきます。業務責任者を変更したときも、同様に大阪市に「業務責任者変更

通知書【仕様書－様式２】」で通知していただきます。また、業務責任者の下で作業を行

う業務従事者についても同様に通知していただきます。 

なお、業務責任者は、当該業務の履行に関し、管理及び統轄を行うほか、前述の通知、

条例第２条に定める供用日又は供用時間の変更、地方自治法第 244 条の２第７項に定め

る事業報告、同法同条第 10 項に定める報告、別途締結する協定書において定める大阪市

への報告、利用料金の決定並びにこの指定の辞退に係る権限を除き、基本協定及び年度

協定に基づく指定管理者の一切の権限を行使することができるものとします。 

 

② 職員の配置基準 

ア 労務管理並びに安全衛生管理等についての関係法令を遵守し、管理運営を効率的に
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行うための適正な人数の職員を配置してください。 

 

イ 業務開始時には各有料駐輪場に責任者として業務従事者を１名置き、速やかに大阪

市へ「業務従事者通知書【仕様書－様式３】」を届け出てください。なお、責任者は当

該有料駐輪場の専任としなければなりません。また、責任者が異動した場合は、異動

後速やかに大阪市へ「業務従事者変更通知書【仕様書－様式４】」を届け出てください。 

 

ウ 有料駐輪場における職員の配置は、原則として午前 6 時 30 分から午後 8 時までと

します。ただし、有料駐輪場の利用状況に応じ、効果的な対応が図れる観点により、

指定管理者は大阪市に対して職員の配置変更に関する提案を行うことができます。 

 

エ 各有料駐輪場に配置する職員の氏名及び勤務時間を「管理日報【様式任意】」に記載  

してください。 

 

オ 職員の勤務体制については、有料駐輪場の運営に支障がなく、利用者の要望に応え

られる体制を構築するとともに、職員の欠員並びにその他の理由により業務遂行に支

障がある場合には、速やかに交代要員を確保する等の対策を講じてください。 

 

カ 職員の資質及び公の施設の管理運営に従事する自覚を高めるとともに、施設の管理

運営に必要な知識及び技術の習得に努めるための職員研修を実施してください。また、

利用者対応に常に親切・公平・迅速を心がけ、有料駐輪場の品位を傷つけるような行

為をせず、利用者が満足して有料駐輪場をご利用いただけるための接遇研修を実施し

てください。 

 

キ 管理事務所に「管理マニュアル」「接遇マニュアル」等のマニュアルを配備し、管理

員に対する指導を行い、施設の適正な維持管理に努めてください。配備した各マニュ

アルについては、大阪市にも提出してください。 

 

ク 職員には有料駐輪場が公の施設であることを十分に考慮した制服・制帽を着用させ、

胸部に名札を着用させてください。なお、制服・制帽の服装は実施前に大阪市へ報告

してください。 

 

ケ 有料駐輪場の管理運営上、業務の執行体制について改善する必要があると大阪市が

判断した場合、指定管理者は大阪市の指示に従い実施してください。 

 

(3) 業務の内容 

① 有料駐輪場の管理運営全般に関する業務 
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ア 経営管理に関すること 

有料駐輪場の管理運営方針及び組織運営方針の策定、モニタリングの実施等の経営

管理全般を行ってください。また、提案書の各事項についても、大阪市と協議を行っ

たのち、計画的に実施してください。 

 

イ 総務及び経理業務に関すること 

有料駐輪場の管理運営を行うにあたり必要な総務業務及び利用料金収入の管理等の

経理業務全般を行ってください。 

 

ウ 有料駐輪場の利用に伴う業務に関すること 

・利用者の案内及び誘導を行ってください。なお、障がい者等の利用に際しては、

丁寧に対応してください。また、施設の管理運営に支障の出ない可能な範囲で、

障がい者や高齢者等に配慮した優先枠を設けてください。また、優先枠を設置し

ている場所が、容易に認知できるよう、現地において看板等で周知を行ってくだ

さい。 

・駐車している自転車、原動付自転車及び自動二輪車（以下「自転車等」という。）

の整理を行ってください。 

     ・利用料金の取扱、利用料金の減免及び還付手続きを行ってください。 

     ・料金未払者への警告及び利用料金の徴収等を行ってください。 

     ・利用者及び市民からの苦情対応を行ってください。なお、利用者及び市民からの

問い合わせ等に対する連絡方法を確保し、速やかに問題解決の対処ができる体制

を確立してください。また、連絡体制については、業務開始前に「書面【様式任

意】」で大阪市に届け出てください。当月に各有料駐輪場及び指定管理者の事業所

で対応した苦情について、対応月ごとにすべて記録のうえ、翌月 15 日までにまと

めて大阪市に報告してください。 

・有料駐輪場の利用ＰＲや利用方法の説明に関することを行ってください。 

・有料駐輪場内及びその周辺の巡回点検を行ってください。 

・利用者等に自転車等盗難防止への注意喚起等を行ってください。 

 

エ 利用促進及びサービス向上の業務に関すること。 

・利用が低調である有料駐輪場の利用改善に関する取り組みを実施してください。 

・利用者へのサービス向上について、提案書の内容に基づき計画を策定し、実施し

てください。 

・有料駐輪場の周辺に放置している自転車等に対して、有料駐輪場の利用の呼びか

けを実施してください。また、自転車等の放置により有料駐輪場の利用が妨げら

れている場合、その自転車等の整理・移動を実施してください。 
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オ 防災及び防犯対策に関すること 

・自然災害、人為災害及び事件・事故等の不測の事態（以下「災害等」という。）に

対する体制を整備してください。なお、組織体制、平常時の準備・動員体制、防

災訓練や管理施設情報等を明記した対策マニュアルを策定し、業務開始前に「書

面【様式任意】」で大阪市に提出してください。 

・災害等が発生した場合は、利用者の避難誘導や傷病者の救護等、利用者の安全確

保を遅滞なく行ってください。また、速やかに大阪市及び関係機関に通報してく

ださい。なお、対応後、速やかに「業務報告書【仕様書－様式５】」に記録のうえ、

大阪市へ提出してください。 

・災害等が発生した場合の有料駐輪場の利用については、大阪市と協議してくださ

い。また、災害等に関する警報が発令された場合は、大阪市と協議のうえ、有料

駐輪場の維持管理にあたってください。 

・災害等を想定して策定したマニュアル等の処理手順を作成し、指定管理者の職員

に対して指導を行い、周知徹底を図ってください。また、定期的に防災訓練等を

実施し大阪市へ報告してください。 

・大阪市が有料駐輪場に設置している防犯カメラについて、【仕様書－別添資料１】

及び【仕様書－別添資料２】を遵守し、適正に運用管理してください。区分ごと

における設置数は【仕様書－別添資料３】の通りです。なお、大阪市及び捜査機

関等からの照会に基づく映像データの提供依頼があった場合、指定管理者におい

て依頼への対応を行い、その結果を大阪市に報告してください。 

 

   カ 備品の管理に関すること 

     本市より貸与する備品は、指定管理者にて備品台帳を作成し、適切に管理すること。

指定管理者が持ち込む備品については、備品に指定管理者の所有物であることを明示

し、備品台帳を作成して、適切に管理すること。 

 

キ 書類及び帳票類の作成、保管並びに提出等に関すること 

有料駐輪場の管理業務に必要な事業報告書、管理日報、管理月報、実施計画書、各

種台帳、帳票類等の作成及び提出をしてください。また、大阪市からこれらの提出を

求められた場合は、速やかに提出してください。 

 

ク 利用満足度の把握に関すること 

各有料駐輪場において、毎年度１回以上、利用満足度の把握並びに利用者からの意

見を、ご意見箱や対面アンケート調査等により実施してください。なお、実施に際し

ては、あらかじめ実施計画を策定して、大阪市の承認を得てください。また、調査等

で得られた業務改善にかかる意見については、あらかじめ大阪市と協議のうえ、改善

を図ってください。 
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また、毎年度ごとに有料駐輪場の「施設利用者の満足度」の目標設定を、提案書の

内容に基づき年度協定にて定めるので、これを達成できるよう留意してください。 

 

ケ 地域との連携に関すること 

地域住民が主体となって、有料駐輪場周辺で放置自転車対策事業を実施している箇

所において、積極的に関わり、貢献してください。 

 

② 有料駐輪場の利用方法及び利用料金の徴収方法（以下「利用方法等」という。） 

ア 利用方法等の掲示 

利用方法等及び利用料金の額については、有料駐輪場内において利用者に分かりや

すく見やすい看板等を設置して、十分に周知を行ってください。特に、一時利用ブロ

ックにおいて人員対応する場所と機械精算ラック施設等の機械式施設の両方で運営す

る際は、利用者に対して十分な周知及び分かりやすい説明を行ってください。 

 

イ 利用料金の徴収方法 

     利用料金の徴収に際しては、適正に利用料金を収受していることを利用者に理解し

ていただけるよう努めてください。 

 

ウ 領収証の発行 

利用者から利用料金を徴収した際、利用者から領収書の発行の申し出があった場合

には、「領収証【様式任意】」を発行してください。その場合、発行名義は「大阪市立○

○駅自転車駐車場指定管理者・法人名（乙）」としてください。ただし、領収証の様式

については、実施前に大阪市の承認を得てください。 

 

エ 定期利用の利用方法等 

・定期の利用期間は、月初めから月末までとし、利用開始が月の途中からであっ   

ても、有効期限は月末としてください。 

・新たに定期利用をされる場合の事務手続きについては、概ね次により取り扱って

ください。 

利用者に「定期利用申請書」の所定の欄に必要事項を記入してもらう 

                  ↓ 

所定の利用料金を徴収し、領収欄に領収印を押印する 

                  ↓ 

利用者に「定期利用券」と「駐車シール」を交付する 

※なお、「駐車シール」は、自転車等の後輪泥除けのテールランプの下部に貼付

するように、利用者に対して理解していただけるよう努めてください。 
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・継続して定期利用をされる場合の事務手続きについては、概ね次により取り扱っ

てください。 

利用者に「定期利用券」を提示していただき、所定の照合・確認を行う 

                  ↓ 

所定の利用料金を徴収し、領収欄に領収印を押印する 

                  ↓ 

「定期利用券」を返却し、新たな「駐車シール」を利用者に交付する 

・定期利用の継続手続き期間は、提案書の内容に基づくものとします。なお、それ

以外で手続き期間を設ける場合は、事前に大阪市へ報告してください。 

・定期利用の継続手続きが済んでいない自転車等については、概ね次により取り扱

ってください。 

定期利用の継続手続き期間中に、定期利用の継続手続きを行うよう勧める 

                  ↓ 

定期利用の継続手続き期間内に手続きを行わなかった場合は、期間経過後 5日

まで継続手続きの猶予期間として利用を認めること。ただし、その間に継続手

続きを促すとともに、継続しない場合は定期利用契約を解除する旨の勧告を行

う 

                  ↓ 

定期利用の継続手続きの猶予期間を過ぎた自転車等については、定期利用の契

約を解除し、無断利用車両として取り扱う 

・定期利用契約台数が満車である場合の利用手続きは、概ね次により取り扱ってく

ださい。 

利用希望者に「待機登録者名簿」の所定の欄に必要事項を記入してもらう 

                  ↓ 

駐車スペースに空きが発生したら、速やかに待機登録者に対して、その旨を伝

えるハガキを発送する。なお、定期利用の手続きの際には、本ハガキの持参が

必要であることを明記すること 

                  ↓ 

ハガキを出した待機登録者から所定期間内に定期利用の申し込みがなかった

場合は、その権利を放棄したものとみなし、次の待機登録者に定期利用が可能

であることを伝える 

※なお、待機登録者の人数については適正に把握し、待機登録者等からの問い
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合わせに対し適切に対応してください。  

 

オ 一時利用（回数利用も含む）の利用方法等 

     ・一時利用の利用方法等ついては、概ね次により取り扱ってください。 

一時利用の申し出があれば、利用者から所定の利用料金を徴収する 

                  ↓ 

一時利用券に領収印を押印し、利用者に交付する。交付した一時利用券は自転

車等のハンドルにしっかりと巻きつける 

※なお、一時利用券の巻きつけに際しては、再利用をすることができないよう

に行ってください。 

・一時利用回数券（以下「回数券」という。）の購入の申し出があれば、利用者から

所定の利用料金を徴収し、回数券の表紙に領収印を押印して利用者に交付してく

ださい。 

・回数利用の利用方法等ついては、概ね次により取り扱ってください。 

回数券の使用の申し出があった場合は、利用者から使用する回数券を切り離し

ていただき、自転車のハンドルにしっかりと巻きつけてもらう。なお、必要に

応じて指定管理者の職員にて回数券の巻きつけ作業を行う 

                  ↓ 

回数券の検札については、回数券に検札印を押印するとともに、使用記録を

取る 

     ・機械式駐輪器具の利用方法等については、業務開始前に大阪市と協議してくださ

い。 

・条例第４条第３項第１号及び２号に規定する「１日１回」の取り扱いは、次のと

おりとする。 

ⅰ 人的対応で、午前６時 30 分から午後０時までに入庫された場合は、翌午後０

時までを「１日１回」の範囲とする。 

ⅱ 人的対応で、午後０時から午後８時までに入庫された場合は、翌午後８時ま

でを「１日１回」の範囲とする。 

ⅲ 人的対応で、午後８時から翌午前６時 30 分までに入庫された場合は、翌々午

前６時 30 分までを「１日１回」の範囲とする。 

      ⅳ 機械式駐輪場の場合は、機能上 24 時間を「１日１回」とする。 

 

カ 利用料金が未払いの自転車等の取り扱い 

・料金を未払いのまま有料駐輪場を利用している自転車等（以下、「料金未納自転車

等」という。）については、発見次第、出庫時に利用料金を支払うよう促す紙類を
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当該自転車等に貼り付けてください。また、指定管理者にて記録簿を作成し、そ

の記録を取ってください。 

・料金未納自転車等が複数回の通知後、７日以上継続して駐車している場合、指定

管理者は当該自転車等を適当な駐車スペースに移動することができます。また、

料金未納自転車等が定期利用ブロックに駐車し、それにより本来の利用を妨げて

いる場合、指定管理者は当該自転車等を直ちに一時利用ブロック等、適当な駐車

スペースに移動することができます。なお、以上の取り扱いをあらかじめ利用者

に周知するとともに、料金未納自転車等を移動した際は、当該行為を行ったこと

を周知してください。 

 

キ 利用違反の自転車等の取り扱い 

・有料駐輪場の利用方法に違反している自転車等（以下、「利用違反自転車等」とい

う。）については、発見次第、当該利用が違反であることを記した警告票を当該自

転車等に貼り付けてください。また、指定管理者にて記録簿を作成し、その記録

を取ってください。 

・指定管理者による再三の警告を受入れない悪質な利用違反自転車等については、

条例第 3 条の 2 に基づき事前に大阪市と協議のうえ、当該自転車等を管理事務所

等、適当な駐車スペースに移動すること、入庫を断ること又は出庫を命ずること

ができます。なお、以上の取り扱いをあらかじめ利用者に周知するとともに、利

用違反自転車等を移動した際は、当該行為を行ったことを周知してください。 

 

ク 長期間駐車している料金未納自転車等並びに利用違反自転車等の取り扱い 

・料金未納自転車等並びに利用違反自転車等が複数回の警告後、７日以上継続して

駐車している場合は、指定管理者により撤去および保管をしてください。 

 

③ 増設する自転車駐車場の開業準備 

ア 増設駐輪場の事前ＰＲ 

指定管理者は、増設駐輪場の開業する前月より、大阪市と協力してＰＲを実施する

必要があります。なお、大阪市よりＰＲに必要な物品等の提供の依頼があった場合は、

それに応えてください。 

 

イ 定期利用者の募集 

・指定管理者は、増設駐輪場の定期利用の希望者を募集する必要があります。なお、

募集の実施方法については、事前に大阪市と協議してください。また、定期利用

希望者の募集実施に際しては、市民に十分な周知を行ってください。 

・募集定数を超える応募のあったブロックについては、抽選にて希望者を決めてく

ださい。なお、抽選は、公正で透明性をもって実施してください。 
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・抽選結果の発表については、有料駐輪場の管理事務所付近等、市民に分かりやす

いところに掲示してください。 

 

ウ 開業時に必要な準備 

・有料駐輪場の開業時に必要な備品、駐輪器具並びに案内看板等の設置は、指定管

理者が開業前までに行ってください。なお、これらにかかる費用は指定管理者が

負担してください。 

 

エ 開業当日 

・開業当日の開業時間については、事前に大阪市と協議して決めてください。 

 

④ 一時利用券、回数券並びに定期利用券（以下「利用券」という。） 

ア 利用券の様式 

・利用券の様式については、次に掲げる内容に留意して、業務開始前に大阪市へ  

提案し、承認を得たものを使用してください。また、様式の変更若しくは追加す

るときも同様とします。 

     ・利用券は種別ごとに色分けをするなど、容易に利用種別が分かるようにしてくだ

さい。 

・利用券は容易に偽造されないものにしてください。 

     ・回数券の有効期限は令和 8 年 3 月 31 日までとし、回数券に有効期限を明記して

ください。） 

・発行する回数券は、共通利用ができるようにしてください。 

 

イ 利用者への説明 

利用券を交付する際は、利用規約等を用いて管理事務所への掲示や利用者へ配布す

るなど、利用方法を十分に説明のうえ、適正に実施してください。特に回数券につい

ては、利用可能な有料駐輪場並びに有効期限の説明を十分に行い、交付してください。 

 

ウ 令和 3 年 3 月 31 日までに利用者が購入した回数券及び定期利用券の取扱い 

・一時利用回数券 

使用については、令和 3 年 3 月 31 日まで使用できるものとして取扱いしてい

ただきます。還付（未使用のみ）についても、令和 3 年 3 月 31 日で終了となり、

それ以降に利用者に対して清算する必要はありませんが、指定管理者は利用者に

対して還付に応じないことを周知徹底してください。なお、還付にかかる費用は

現在の指定管理者が負担します。 

・定期利用券 

使用について、令和 3 年 4 月 1 日以降も通用期間が残っていれば、引き続き使
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用できるものとして取扱いしていただきます。なお、それに関する定期利用料金

は、現在の指定管理者より引き継がれます。引継方法については、指定管理者と

して指定された後、本市並びに現在の指定管理者との協議事項となります。 

 

⑤ 業務提案 

    指定管理者が有料駐輪場の利用促進策や管理運営業務の提案及び変更等を実施したい

場合は、「業務提案書【仕様書‐様式６】」により大阪市へ提案し、大阪市の承認を受け

たうえで実施してください。なお、業務提案のうち、指定管理者が新たに設置した駐輪

器具等の所有権は、指定管理者に帰属します。 

 

⑥ 各種業務報告 

ア 自転車駐車場利用状況表【仕様書‐様式７】 

     ・指定管理者は、各有料駐輪場の毎月５日時点における定期利用ブロックの契約状

況を、当月 15 日までに大阪市へ報告してください。 

・指定管理者は、各有料駐輪場の毎月月末時点における一時利用（回数券利用を含

む）件数を、翌月 15 日までに大阪市へ報告してください。 

・指定管理者は、定期及び一時の利用状況を随時、把握し、大阪市からその報告の

求めがあった場合は、速やかに報告してください。 

 

イ 利用料金集計総括表【仕様書‐様式８】 

指定管理者は、毎月の利用料金集計を、翌月 15 日までに大阪市へ報告してくださ 

い。 

 

⑦ その他 

指定管理者は、大阪市の他の有料駐輪場指定管理者及び関係する民間駐輪場等事業者

との連絡調整を適切に行ってください。 

 

２ 施設管理業務 

(1) 有料駐輪場及び付帯施設（設備機器を含む。以下「有料駐輪場施設」という。）の維持

保全に関する業務 

① 有料駐輪場施設の維持管理に関すること 

ア 有料駐輪場施設の維持管理を行い、安全かつ衛生な環境を保ってください。なお、

維持管理をするうえで、法令等の資格を有する者が必要となる場合は、関係法令を遵

守してください。 

イ 有料駐輪場施設の維持管理は、「設備維持保全に関する業務内容【仕様書－別添資料

４】」に基づき実施してください。ただし、対象設備がない有料駐輪場は実施対象外と

します。また、「設備維持保全に関する業務内容」以外の有料駐輪場施設がある場合は、
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適切に維持管理を行ってください。 

 

ウ 地下式施設等、合築施設における供用部分の維持管理については、指定管理者が、

現在本市が合築施設の施設管理者と締結している管理協定における本市の役割を実施

するものとします。 

 

エ 年度途中において、本市が新たに有料駐輪場の増設を行った場合においては、増設

部分も当該有料駐輪場を管理する指定管理者が維持管理するものとします。 

 

オ 有料駐輪場施設の維持管理についての実施計画を策定のうえ、業務開始前に「書面

【様式任意】」により大阪市へ提出し、大阪市の承認を受けてください。 

 

② 有料駐輪場施設の保安業務並びに保守点検に関すること 

ア 有料駐輪場施設の運転監視及び保安業務を行ってください。 

 

イ 有料駐輪場施設の保守点検（法定点検・定期点検・日常保守点検）については、保

守点検の実施計画を策定のうえ、業務開始前に「書面【様式任意】」により大阪市へ提

出し、大阪市の承認を受けてください。また、日常及び定期保守点検については、「点

検記録簿【様式任意】」を作成並びに記録するとともに、法定点検については、その点

検結果を、法令等に基づく様式に従って関係機関に届け出を行ってください。なお、

別紙に基づく点検のうち防犯設備は「設備点検チェックリスト【仕様書‐様式９】」の

項目について大阪市の指定する形式（ＣＳＶ）にて作成し、状況写真については別途

提出してください。これと同様に、土木施設は「駐輪場点検帳票【仕様書‐様式 10】」

にて作成し、大阪市へ提出してください。 

 

ウ 付帯施設（設備機器を含む）の保守点検業者等による点検結果については、点検結

果表の写しを結果が判明した月の月報提出時に合わせて大阪市に提出してください。

ただし、点検の結果、直ちに対応する必要がある場合には、速やかに報告してくださ

い。 

 

エ 設備機器（機械式駐輪器具、オートゲートシステム、自動搬送装置、自動券売機、

消防設備等）について、保守点検を行うとともに、故障を発見し、又は事故等が発生

した場合は、速やかに応急修繕等の対応を行い、大阪市へ「業務報告書【仕様書‐様

式５】」にて報告してください。 

オ 「設備点検記録簿【仕様書‐様式 11】」に掲げてある項目のうち、該当するものにつ

いて毎月点検し、翌月 15 日までに大阪市に提出してください。ただし、点検の結果、

直ちに対応する必要がある場合には、速やかに大阪市へ報告してください。 
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③ 基本協定書第 32 条に定める有料駐輪場及び付帯施設（設備機器を含む）の補修等に関

すること 

ア 有料駐輪場及び付帯施設（設備機器を含む）において補修及び更新（以下「補修等」

という。）の必要が生じた場合は、速やかに大阪市へ報告し、了承を得たのち、指定管

理者は補修等を実施してください。実施にかかる経費はすべて指定管理者の負担としま

す。指定管理者は、補修等の実施終了後、状況写真（実施後）及び関係図面等を添付の

うえ、翌月 15 日までに「補修等報告書【仕様書‐様式 12】」を大阪市へ提出してくだ

さい。なお、大阪市は補修等について、必要に応じて検査を行うことがあります。 

 

 イ 防犯カメラについては、ＳＤカード録画型の防犯カメラの修繕・更新及び集中モニタ

ー監視型の防犯カメラの修繕については、指定管理者にて行ってください。集中モニタ

ー監視型の防犯カメラの更新について、モニターやレコーダー本体の損傷等により使用

が困難になった場合は、本市においてＳＤカード録画型の防犯カメラへ更新を行います。 

 

ウ 有料駐輪場及び付帯施設の構造に影響を与える等の大規模な補修等（指定管理者の責

めに帰する事由により必要となった補修等を除く。）は、大阪市と指定管理者が協議の

うえ、実施するものとします。なお、協議により大阪市が実施する場合、指定管理者は

利用者への周知や自転車の移動等について協力してください。 

 

エ 道路上へ機械式駐輪器具を設置し、架空配線により電気を引き込んだ場合でも、将来、

電線類地中化事業が行われた際は指定管理者の負担により地中埋設としてください。 

 

オ 有料駐輪場内にある蛍光灯を除く道路用照明灯については、原則、大阪市が実施、負

担するものとします。また、１件の補修等が 100 万円（税込み）以上のものへの対応に

ついては、大阪市と指定管理者が協議することとなりますが、別途他者へ見積もりを行

った結果、100 万円（税込み）未満の見積りの提示があった場合は、指定管理者が修繕

経費を負担し修繕を実施するものとします。 

 

④ 清掃並びに植栽の維持管理等に関すること 

ア 有料駐輪場及び付帯施設の清掃及び整理整頓を適宜実施し、利用者の安全及び快適

な利用環境を確保してください。なお、日常清掃及び定期清掃は、方法や頻度につい

て実施計画を策定のうえ、業務開始前に「書面【様式任意】」で大阪市に報告してくだ

さい。 

 

イ 有料駐輪場及び付帯施設内の植栽を維持するとともに、状況に応じた除草及び剪定

を行ってください。なお、実施にかかる経費はすべて指定管理者が負担します。 
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⑤ 業務の第三者への委託に関すること 

ア 当該業務の全部を一括して第三者に委託してはなりません。また、募集要項４（2）

において指定する主たる業務については、これを第三者に委託してはなりません。当

該業務の一部を他に委託する場合は、「委託承諾申請書【仕様書‐様式 13】」にて申請

後、大阪市の承諾が必要となります。承諾後、第三者へ委託した場合は「委託業者通

知書【仕様書‐様式 14】」にて業者名等を大阪市に報告してください。なお、第三者に

委託する場合は、委託の相手先、委託の内容、委託の金額等について公表を行います

ので「確認書【仕様書‐様式 15】」を提出してください。 

 

イ 第三者に委託する場合は、書面により委託の相手方との契約関係を明確にしておく

とともに、委託の相手方に対する適切な指導、管理を行ったうえで業務を実施しなけ

ればなりません。なお、大阪市暴力団排除条例（平成 23 年大阪市条例第 10 号）第２

条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当する

相手方と委託の契約を締結してはなりません。また、委託の相手方は、大阪市競争入

札参加停止措置要綱に基づく参加停止期間中の者、または大阪市契約関係暴力団排除

措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはなりません。 

 

⑥ 施設の改造 

有料駐輪場の管理の効率化や利用者サービスの向上を図ることを目的として、場内の

整理整頓、利用受付及び無断利用への対応等の場内の秩序維持に加え、利用に関する苦

情対応、緊急時及び災害時の対応等についても迅速にできる体制を確保することに関し

て、あらかじめ本市の承認を条件に、指定管理者の負担により、自転車駐車場管理シス

テム（機械精算ラックや自動券売機、オートゲート等）の設備機器（設置後の利用券等

の消耗品を含む。）を設置することができます。設置を計画する場合には、「業務提案書

【仕様書‐様式６】」において有料駐輪場ごとに詳細に提案してください。この場合、設

置した設備機器の所有権は、指定管理者に帰属します。また、有料駐輪場内での犯罪抑

止に配慮した環境整備を本市と協議のうえ、行っていただく場合があります。（防犯カメ

ラ、照明設備、犯罪防止掲示板の設置など）指定期間が満了したとき及び、何らかの事

由により指定管理者の指定が取り消された場合には、本市が認める場合を除き、指定管

理者は設備機器を撤去し、有料駐輪場施設を原状に復旧しなければなりません。なお、

原状復旧方法については、本市と協議し、実施するものとします。ただし、本市が有料

駐輪場の円滑な運営の継続のため必要と判断したときは、指定管理者に対し、本市又は

本市が指定する者と設備機器の引継等に関する協議を申し入れることがありますので、

その協議には必ず応じてください。 

指定管理者は、大阪市の承認を得ずに有料駐輪場及び付属施設を改造することはでき

ません。 
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⑦ その他 

ア その他、有料駐輪場の維持管理上、大阪市が必要と認める業務について、指定管理

者は大阪市の指示に従い実施してください。 

 

イ 有料駐輪場の維持保全に係る主な費用負担については、協定書に記載のリスク分担

表を基本として対応してください。 

 

(2) 有料駐輪場の管理業務にかかる自己点検に関する業務 

指定管理者は、各有料駐輪場の管理業務について、提案書及び本仕様書に沿って適正に

遂行されているかどうか、自ら日常的に点検を行い、毎月の点検状況を「業務チェックシ

ート（自己点検）【仕様書‐様式 16】」に記入してください。点検項目については、指定管

理者指定後に本市と協議のうえ決定します。なお、点検した当月の「業務チェックシート

（自己点検）【仕様書‐様式 16】」は、翌月の 15 日までに大阪市に提出してください。 

 

(3) 有料駐輪場の警備業務等 

① 機械精算ラック施設（指定管理者が持ち込む施設を含む。以下、「機械式駐輪器具等」

という。）の緊急対応業務 

指定管理者は、職員配置時間外において利用者から機械式駐輪器具等の故障等に関す

る連絡があった場合に緊急対応業務が行える体制を確保し、事前に大阪市へ「書面【様

式任意】」で届け出てください。なお、機械式駐輪器具等の緊急対応業務を行った際は、

その内容を「機械式駐輪器具等緊急対応業務報告書【様式任意】」に記録のうえ、翌月 15

日までにまとめて大阪市に報告してください。 

 

② 機械警備業務 

指定管理者は、指定管理者が実施する各有料駐輪場の機械警備業務に関して、委託会

社との緊密な連絡関係を含む警備体制を確保し、事前に大阪市へ「書面【様式任意】」で

届け出てください。なお、事件等の発生により委託会社から指定管理者へ通報等があっ

た場合は即時に対応し、対応した内容を「業務報告書【仕様書‐様式５】」に記録のうえ、

速やかに大阪市に報告してください。 

 

③ その他 

ア 各有料駐輪場で必要な防犯対策及び防災対策を適切に講じてください。 

イ 各有料駐輪場における始業時及び終業時の施設の点検を適切に行ってください。 

 

(4) 各区分ごとに発生する業務に関すること 

① 駅若しくは有料駐輪場施設の出入口の開門・閉門業務 

有料駐輪場のうち、地下式若しくは階層式有料駐輪場については、合築施設の施設管
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理者との協議に基づき、駅若しくは有料駐輪場施設の出入口の開門・閉門業務が必要と

なります。各有料駐輪場の開門・閉門時刻は、概ね次のとおりとなっています。ただし、

始発時刻や終発時刻の変更協議により、時刻が変更する場合があります。 

指定管理者は、始発前及び終発後の開閉門業務を実施する体制を確保し、事前に大阪

市へ「書面【様式任意】」で届け出てください。なお、業務実施時間については、大阪市

と合築施設の施設管理者との協議により変更する場合には、大阪市から指定管理者に指

示するものとします。また、毎月の業務の実施状況を「開閉門業務報告書【様式任意】」

に記録のうえ、翌月の 15 日までに大阪市に報告してください。 

 

区分 有料駐輪場名 開門時刻 閉門時刻 

Ａ 

大阪城北詰駅・京橋駅自転車駐車場の地下式施設 始発の２０分前 終発の１５分後 

地下鉄今里駅自転車駐車場の地下式施設 始発の２０分前 終発の１０分後 

緑橋駅自転車駐車場の地下式施設 始発の２０分前 終発の１０分後 

清水駅自転車駐車場 始発の２０分前 終発の１０分後 

新森古市駅自転車駐車場 始発の２０分前 終発の１０分後 

蒲生四丁目駅自転車駐車場の地下式施設 始発の２０分前 終発の１０分後 

鴫野駅自転車駐車場 始発の２０分前 終発の１０分後 

関目駅・関目成育駅自転車駐車場の地下式施設 始発の２０分前 終発の１０分後 

放出駅自転車駐車場の階層式施設（※１） 始発の３０分前 終発の３０分後 

横堤駅(北側)自転車駐車場の地下式施設 始発の２０分前 終発の２０分後 

横堤駅(南側)自転車駐車場の地下式施設 始発の２０分前 終発の１５分後 

地下鉄玉造駅自転車駐車場 始発の３５分前 終発の１０分後 

Ｂ 
ドーム前千代崎駅自転車駐車場の地下式施設 始発の５０分前 終発の１０分後 

大正駅地下自転車駐車場（※２） 始発の２０分前 終発の１５分後 

Ｃ 

阿倍野駅自転車駐車場の地下式施設 ５：００ 翌日０：２０ 

寺田町駅自転車駐車場の階層式施設（※３） ７：００ ２２：００ 

天王寺駅自転車駐車場の地下式施設 ４：４５ 翌日０：３５ 

岸里駅自転車駐車場の地下式施設 始発の２０分前 終発の２５分後 

花園町駅自転車駐車場の地下式施設 始発の４０分前 終発の１０分後 

Ｄ 

御幣島駅自転車駐車場の地下式施設 始発の３０分前 終発の１５分後 

加島駅自転車駐車場の地下式施設 始発の３０分前 終発の１５分後 

井高野駅自転車駐車場 始発の２０分前 終発の１０分後 

瑞光四丁目駅自転車駐車場 始発の２０分前 終発の１０分後 

だいどう豊里駅自転車駐車場の地下式施設 始発の２０分前 終発の１０分後 

Ｅ 地下鉄長居駅自転車駐車場の地下式施設 始発の３０分前 終発の１５分後 

 (※１)開門・閉門業務が必要となる門は、駅北側にある階層式施設（４階建て。Ａ・Ｂ・Ｃブ

ロック及び一時利用のある施設）の３階部分とＪＲ放出駅を結ぶ連絡通路の門を指しま
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す。 

 (※２)閉門業務のみの対応となります。開門業務を指定管理者が実施する必要はありませんが、

開門時間以降、警備及び防火・防犯等の観点を踏まえた管理運営体制を確保してくださ

い。 

(※３)地域との協議により、日曜・祝日は駐輪場を閉鎖するため、開門・閉門業務は不要です。 

 

② 有料駐輪場内の消防用設備等の点検整備 

次の有料駐輪場については、地下鉄長堀鶴見緑地線及び今里筋線の有料駐輪場内の消防

用設備等の点検整備を実施にあたり、関係機関と締結された「自転車駐車場内の消防用設

備等の点検整備に関する取り扱いについての確認書」を遵守する必要があるため、取り扱

いについては本市より別途指示します。 

 

区分 有料駐輪場名 号線 

Ａ 

大阪城北詰駅・京橋駅自転車駐車場 

長堀鶴見緑地線 横堤駅自転車駐車場 

地下鉄玉造駅自転車駐車場 

清水駅自転車駐車場 

今里筋線 

新森古市駅自転車駐車場 

関目駅・関目成育駅自転車駐車場 

蒲生四丁目駅自転車駐車場 

鴫野駅自転車駐車場 

緑橋駅自転車駐車場 

地下鉄今里駅自転車駐車場 

Ｂ 
ドーム前千代崎駅自転車駐車場 

長堀鶴見緑地線 
大正駅地下自転車駐車場 

Ｄ 

井高野駅自転車駐車場 

今里筋線 瑞光四丁目駅自転車駐車場 

だいどう豊里駅自転車駐車場 

 

③ 地下式施設における警備業務及び浸水対応業務 

指定管理者は、地下式施設が閉鎖空間であることを考慮して、以下の表に挙げられた有

料駐輪場について、防火・防犯の観点を踏まえた警備体制を確保し、事前に大阪市へ「書

面【様式任意】」で届け出てください。なお、毎月の警備業務の実施状況を「警備業務報告

書【様式任意】」に記録のうえ、翌月の 15 日までに大阪市に報告してください。ただし、

警備業務報告書には、駅別に業務報告を分け、業務報告する上での責任者の検収印を必ず

押印するとともに、当月の日ごとに、警備員の印鑑の押印等による日報等の作成により業

務履行が分かるようにしてください。また、地下式以外の施設において警備を実施する場
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合においても、同様とします。 

地下式施設のうち一部においては、浸水対策として止水板等にて対応する箇所がありま

す。基本的には交通事業者等にて対応を行いますが、一部指定管理者にて対応が必要な施

設がありますので適切に対応してください。なお、次表に現状の警備状況、浸水対策対応

状況については【仕様書－別添資料５】をご参照ください。 

 

区

分 
有料駐輪場名 警備員配置時間 

Ａ 

大阪城北詰駅・京橋駅自転車駐車

場 

19:00～翌 7:00 

（12/29～1/3 のみ） 

横堤駅自転車駐車場 22:00～翌 6:00 

地下鉄玉造駅自転車駐車場 22:00～翌 6:00 

Ｂ 
ドーム前千代崎駅自転車駐車場 20:00～翌 6:30 

大正駅地下自転車駐車場 22:00～翌 6:30 

Ｃ 

阿倍野駅自転車駐車場 
(平日)21:00～翌 0:30 

(土日祝)20:00～翌 0:30 

天王寺駅自転車駐車場 
(平日)21:00～翌 1:00 

(土日祝)20:00～翌 1:00 

岸里駅自転車駐車場 22:00～翌 6:00 

花園町駅自転車駐車場 22:00～翌 6:00 

Ｄ 
御幣島駅自転車駐車場 20:00～翌 6:30 

加島駅自転車駐車場 20:00～翌 6:30 

Ｅ 
地下鉄長居駅自転車駐車場の地下

式施設 
22:00～翌 6:00 

 

 ④ その他施設にかかる業務 

ア 岸里駅自転車駐車場（Ｃ区分）の地下施設内上部の配管清掃について、作業頻度につ

いては、庁舎管理上支障の出ないように適切な清掃回数を設定し、確実に行ってくだ

さい。 

 

イ 御幣島駅自転車駐車場（Ｄ区分）の地下通路・階段部及びＩＴＶ・エレベーターの点

検・清掃等に関すること 

・エレベーター設備の点検、整備及び報告等については、建築基準法に準拠してくだ

さい。ただし、特定行政庁への定期検査（法定点検）結果の報告については、道路

施設であるため不用とします。 

・清掃範囲は、地下通路、階段部及びエレベーターとし、作業頻度については、利用者

の快適性を確保するよう適切な清掃回数を設定し、確実に行ってください。 
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ウ 神崎川駅自転車駐車場（Ｄ区分）の維持管理等に関すること 

・神崎川駅自転車駐車場の維持管理等について、関係機関と締結された「神崎川駅自

転車駐車場の維持管理等に関する協定書」を遵守する必要があるため、取り扱いに

ついては本市より別途指示します。 

 

３ 事業報告書の作成・提出等 

(1) 地方自治法第 244 条の２第７項、大阪市立有料自転車駐車場の管理運営業務に関する基

本協定書第 38 条第 1 項の規定に基づき、指定管理者は、一事業年度が終了するごとに、

当該業務について、当該年度の事業内容と収支を報告する書類「事業報告書【仕様書‐様

式 17】」を大阪市に提出する必要があります。 

 

(2) 「事業報告書【仕様書‐様式 17】」の提出期限は、条例施行規則第６条第２項により、

年度終了後、２か月以内となります。 

 

(3) 報告内容としては、当該業務の実施状況、施設の利用状況、事業の実施状況、管理運営・

事業に要した経費等の収支状況等の事項を想定していますが、具体的には別途指示します。 

なお、大阪市は提出された事業報告と日常的な点検状況等を総合的に勘案し、年度毎の

当該業務に関する評価を実施いたします。 

 

(4) 上記報告内容以外に、当該事業に付随する許可等（公物法に基づく許可等を含む。）が

ある場合、それらに基づく事業の実施状況及び収支等についての報告書を（2）の期限ま

でに大阪市に提出する必要があります。 

 

(5) 施設管理の適正を期するため、指定管理者に対して、上記「事業報告」のほか当該業務

又は経理の状況に関し、関係資料の作成及び報告を求め、実地について調査し、又は必要

な指示をすることがあります。 

 

(6) 指定管理者は、上記報告の請求若しくは調査及び法令等に基づく検査等があったときは

これに協力し、又は指示があったときはこれに従っていただきます。 

 

(7) 指定管理者は、大阪市が地方自治法に基づき、当該公の施設の監査を実施する場合に

は、これに協力していただきます。 

 

４ 施設・備品等の取扱い 

当該業務を実施するために必要な施設等を無償で利用できるものとします。管理等につい

ては、大阪市の指示に基づき適正に行ってください。なお、当該施設等の現状を変更しよう

とするときは、あらかじめ大阪市の承認を得てください。 
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また、当該業務の実施に当たり必要となる備品等の補修更新を実施し、その費用について

は指定管理者に負担していただきます。この備品等は、指定期間満了又は指定の取消し後、

すべて大阪市が所有するもとなります。ただし、大阪市と指定管理者が協議の上、指定管理

者の所有とすることも可能です。 

なお、施設に存在する備品等の適正な維持管理のため、備品一覧等を適宜更新し、当該一

覧表等に基づく定期的な現物確認を実施するとともに、その結果を大阪市に報告してくださ

い。 

指定管理者は、事故等により、大阪市の財産を滅失又は損失させたときは、直ちに大阪市

に報告するとともに、その指示に従っていただきます。 

 

５ 指定管理者として果たすべき責任 

(1) 個人情報保護の取扱い 

当該業務の履行に際して入手した個人情報及びデータの管理に当たっては、大阪市個人

情報保護条例及び大阪市情報公開条例の趣旨を踏まえ、適切な管理を行っていただきます。 

なお、当該業務において特定個人情報を取り扱う場合、行政手続きにおける特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）及び大阪市特定個

人情報保護条例（平成 27 年市条例第 89 号）を遵守してください。 

 

(2) 情報セキュリティの管理 

業務の履行に際して必要となる情報資産に関する情報セキュリティについては、大阪市

情報セキュリティ管理規程及び大阪市情報セキュリティ対策基準に基づき、適切な管理を

行ってください。 

 

(3) 情報公開への対応等 

① 情報公開への対応 

指定管理者は、大阪市情報公開条例の趣旨を踏まえ、施設管理に関する情報を公開す

るために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。 

なお、当該業務に関わって作成され、大阪市に提出された文書は、大阪市が保有する

公文書として情報公開請求の対象となります。また、当該業務に関わって作成されたも

のの、大阪市が保有していない文書については、大阪市は、指定管理者に当該文書を提

出するよう求めることができ、指定管理者は、これに応じなければなりません。 

また、指定管理者は、当該業務に関わって作成した文書等を適正に管理することとし、

指定期間の満了又は指定の取消しと同時に、大阪市の指示に従って保管文書等及びその

写しを大阪市又は新たな指定管理者に引き渡し、又は廃棄することとなります。 

 

② 文書等の保存 

指定管理者は、当該業務に関わって作成した文書等を適正に管理することとし、次表
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のとおり保存する必要があります。また、指定期間の満了又は指定の取消しと同時に、

大阪市の指示に従って保管文書等及びその写しを大阪市又は新たな指定管理者に引き継

ぐなど適正に管理すること。引き継ぎの完了時には「対象文書等引渡し完了報告書【仕

様書‐様式 18】」を大阪市に提出してください。 

  

文書名 保存期間 

日報 ５年 

個々のジャーナル １年 

無断駐車料金回収票 １年 

集計ジャーナル ５年 

駐車シール受払簿 常用 

定期利用券・駐車シール再発行申請書 １年 

一時利用券受払簿 ５年 

一時利用回数券受払簿 ５年 

減額一時利用回数券受払簿 ５年 

減額一時利用回数券購入申請書 ５年 

定期利用申請書 常用 

契約者台帳 常用 

利用料金還付申請書 ５年 

納付書の領収証書 ５年 

領収書の控え ５年 

施設に関する日常点検記録簿 １年 

ア 上表において、保存期間が「常用」のものは、常に有料駐輪場に設置し管理してくだ

さい。 

イ 上表において、保存期間が「１年」のものは、作成年度の翌年度末まで保存してくだ

さい。 

    ウ 保存期間が「５年」のものは、作成年度の５年後の年度末まで保存してください。 

 

(4) 法令等の遵守 

有料自転車駐車場を管理運営するに当たっては、次の法令等を遵守してください。 

○自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 

○道路法、道路法施行令ほか道路関連法令 

○地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法令 

○労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法ほか労働関連法令 

○大阪市立有料自転車駐車場条例、大阪市立有料自転車駐車場条例施行規則、大阪市

自転車等の駐車の適正化に関する条例、大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条

例施行規則 
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○行政手続法、大阪市行政手続条例、大阪市個人情報保護条例、大阪市財産条例、大

阪市情報公開条例 

○有料駐輪場の施設維持・設備保守点検に関する法令 

○その他関連法令等 

 

(5) 公正採用への対応 

大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱及び大阪労働局公正採用選考人権啓発推

進員設置要綱に基づき、一定規模の事業所においては、公正採用選考人権啓発推進員を設

置する必要があります。 

 

(6) 研修の実施 

指定管理者は、当該業務を業務従事者が適切に遂行できるよう、人権研修等必要な研修

を行っていただきます。 

また、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、当該業務における業務

責任者及び業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な教育及び研修

を業務責任者及び業務従事者その他関係人に対し実施するよう努めていただきます。 

 

(7) 事故等への対応 

指定管理者は、大阪市と協議の上、事故（個人情報等の漏えい、滅失、き損等を含む。

以下同じ。）、災害等（以下「事故等」という。）に対応するための体制を整備していただ

くことになります。 

また、事故等が発生した場合に備え、大阪市その他の関係者との連絡、証拠保全、被害

拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時発生対応計

画を定め大阪市に提出していただきます。当該業務の実施中に事故が発生した場合、指定

管理者は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに事故拡大の防止策を講じると

ともに、速やかに大阪市にその旨を報告し、その指示に従っていただきます。 

上記事故が発生した場合、指定管理者は、当該事故の詳細について遅滞なく「事業報告

書【仕様書‐様式５】」により大阪市に報告するとともに、その後の具体的な再発防止策に

ついて大阪市の指示に従っていただきます。 

 

(8) 障がい者法定雇用率達成への取組み 

障がい者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対し、法定雇用率を達成する義

務を課しています。応募段階で法定雇用率を達成できていない場合は、障がい者雇入れ

計画に基づき、当該管理施設における雇用を誠実に履行してください。 

また、指定期間中に法定雇用率を下回った場合は、大阪市に「障がい者雇い入れ計画

書【仕様書‐様式 19】」を提出し、計画に基づき職員を雇用し、法定雇用率を達成してく

ださい。 
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６ その他 

(1) 指定管理者は、本募集要項及び協定書・仕様書並びに大阪市の指示を遵守しなければな

りません。 

 

(2) 本仕様書の内容については、指定期間中においても、大阪市と指定管理者が協議のうえ、

変更することができるものとします。 

 

(3) 指定管理者は、大阪市が実施する施策及び事業には積極的に協力しなければなりません。

その際、各有料駐輪場において、公共工事等に伴う供用停止等に対応しなければなりませ

ん。 

 

(4) 指定管理者は、環境保護について十分配慮して業務を遂行しなければなりません。 

 

(5) 指定管理者は、当該業務を実施するに当たっての事故等に対応するため、リスクに応じ

た必要な保険に入っていただき、それを証明する書類を大阪市に提出してください。 

 

(6) 指定管理者は、有料駐輪場の事務所を他の業務を行うための事務所とすることはできま

せん。 

また、有料駐輪場内に指定管理者による飲料等の自動販売機を設置することもできませ

ん。 

 

(7) 施設の管理・運営にあたっては、既存の設備を使用することを原則とするが、管理の効

率化を図るために、あらかじめ大阪市の承認を条件として、指定管理者は有料駐輪場の設

備機器の設置又は更新の提案をすることができます。ただし、提案内容が必ずしも承認さ

れるとは限りません。なお、設置にかかる費用は指定管理者が負担してください。 

また、設置した設備機器の所有権は、大阪市と指定管理者との協議のうえ、決定するも

のとします。 

 

(8) 本市は指定管理者に対して運営・維持管理等の状況の監視及び実地調査並びに報告書の

確認を行い、必要があれば改善を命じます。なお、再度の命令にも関わらず改善がみられ

ない場合においては、違約金等の徴収を行う場合があります。 

 

(9) 今回の募集により、指定管理者が代わった場合、新たな指定管理者は、前指定管理者か

らの引き継ぎを誠実に行い、指定期間の開始とともに、円滑に当該業務を遂行してくださ

い。なお、引き継ぎによって発生する費用については、新たな指定管理者に関する部分は

新たな指定管理者の負担となります。 
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(10) 指定管理者は、指定期間が満了したとき及び何らかの事由により指定管理者の指定が

取り消された場合には本市が認める場合を除き、設備機器を撤去し、管理運営を行ってき

た有料駐輪場施設を原状に復旧しなければなりません。この場合、原状復旧に要する経費

は、業務を解約される帰責性が本市にある場合を除き、指定管理者の負担とします。ただ

し、本市が有料駐輪場の円滑な運営の継続のため必要と判断したときは、本市は指定管理

者に対し、期間を定めて本市が指定する者に優先的に指定管理者が設置した有料駐輪場施

設を譲渡等する旨の協議を申し入れることができるものとし、指定管理者はその協議に誠

実に応じなければなりません。 

また、管理運営終了後においても、指定管理者は有料駐輪場施設の円滑な管理運営のた

めに必要な協力を行わなければなりません。 


