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番号 質 問 事 項 回       答 

１ 

大阪市立有料自転車駐車場指定管理者指定申請に

かかる様式集【様式５－２】②「応募する区分の各

有料駐輪場の台数配分について」の表には、自動二

輪の台数を記載する欄がありませんが、自動二輪の

台数は記入の必要はありませんか。 

自動二輪車の設置施設については、欄を設けて記載してください。 

２ 

「Ａ４番両面 1 枚程度まで」などの記載が無い様

式は、片面印刷での提出ですか。様式 1 からすべて

両面印刷で提出してよろしいですか。 

様式ごとの両面印刷は可とします。 

３ 

大阪市立有料自転車駐車場指定管理者指定申請に

かかる様式集【様式６－２】「２収支計画明細」「①

指定管理期間（5 か年）全体に係る収支計画表」は 5

年間の総額を記載するものですか。 

５年間の総額を記載してください。 

４ 

大阪市立有料自転車駐車場指定管理者指定申請に

かかる様式集【様式５－１】②「※各有料自転車駐

車場には原則として 6：30 から 20：00 までは最低１

人の職員を配置してください」とあり、また一方で

は、「大阪市立有料自転車駐車場の指定管理者業務に

関する仕様書」5 ページに「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に関する提案を行うこ

とができます」とありますが、利用者が極端に少な

い駐輪場について、お客様にご不便をおかけしない

必要な措置を講じる中で、最寄り駅の駐輪場からの

巡回管理とすることは可能ですか。 

各自転車駐車場には、原則として午前６時 30 分から午後８時まで

最低１人の職員を配置してください（新森古市駅、住吉東駅及び難

波・千日前の各自転車駐車場を除きます）。 

なお、指定期間中に仕様書「１(2)職員の配置基準」の「ウ」に記

載のとおり職員配置変更に関する提案を行うことは可能です。 



 

５ 

今年度(令和2年度)の4月～6月の収入実績につい

て各区分でご教授いただけますでしょうか。 

別添資料７の追加資料として、令和元年度及び令和２年度４月～

８月分の収入実績について、別紙１のとおり開示します。 

※新型コロナウイルスの影響による利用料金還付等の手続きを現在

も実施しているため、今後収入に差異が生じてきます。還付等の手

続きの詳細については（URL: 

https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000504242.html）

をご確認ください。 

なお、管理経費実績については、現在の指定管理者から提出のあ

ったものであくまで参考数値のため、公開中の別添資料８の H28 か

ら H30 を参考にしてください。 

６ 

様式 6-1、6-2(収支計画書)に関しまして、現状は

ワード形式になっておりますが、エクセル形式に変

更してもよろしいでしょうか。 

可とします。 

７ 

様式 6-1、6-2(収支計画書)に関しまして、基本納

付金、収支については税込で試算すればよろしいで

しょうか。 

 

 

お見込のとおりです。 

８ 

様式 5 の事業計画書に関しまして、「A4 判両面 1

枚程度」との記述がございますが、この場合は 2 枚

以上でもよろしいのでしょうか。 

 

「A4 判両面１枚程度」で提案してください。 

９ 

様式 5、6 の中に※印で補足説明の記載がある箇所

がありますが、削除してもよろしいでしょうか。 

削除しないでください。 



 

10 

様式 6-2③※８で 3 月 31 日をもって現在の指定管

理者が設置している設備機器を撤去するとの認識で

すが、利用者サービスの観点から撤去が 4 月 1 日を

超える場合、撤去までの期間、次期指定管理者に有

償レンタルをする事が可能であるとの認識でよろし

いでしょうか。 

 

 本市並びに新たな指定管理者との協議となります。 

11 

自主事業を提案する事は可能でしょうか。可能な

場合は納付金算出の際に収支に含む必要はあります

でしょうか。 

本募集において自主事業については、まず本来の事業目的である

①自転車駐車場の利用促進並びにサービス向上に関する業務、②啓

発等による駅周辺の放置自転車の解消に寄与する業務に努めていた

だき、アンケート調査を実施のうえ、成果目標の達成状況・市民ニ

ーズ等を踏まえた提案を求めます。したがいまして、業務開始当初

より自主事業についての承認は予定しておりません。 

なお、自主事業承認後の納付金増額等は、リスク分担表に記載の

とおり協議事項であり、協定書の変更協議を実施します。 

また、基本協定書「第３条」(４)に記載のとおり自主事業の収支

については事業報告書を提出していただきます。 

12 

現在、針中野駅保管所で 10 時～18 時に管理員が 1

名常駐しておりますが、駐輪場の業務とは別に専任

で引き続き常駐する必要はございますでしょうか。

なお撤去日は 14 時～18 時に 1 名追加されておりま

す。 

針中野保管所の管理運営は、本募集の対象外となります。 

13 

募集要項「４指定管理者が行う業務(2)指定管理者

が行う業務の範囲ウ」において 

サービス向上策の一環として、駐輪場の利用率が

低迷しているなど、駐輪スペースに余裕がある場合

には、自主事業で行うシェアサイクルに必要なポー

トを空いているスペースに設置し、既に実施してい

るシェアサイクル事業との連携・相互利用の提案を

考えていますが可能かを教えてください。また、可

能である場合、実施にあたっての条件等はあります

でしょうか。 

№11 の回答のとおり。 

 



 

14 

自転車駐車場内で物販を行うことは可能でしょう

か。 

また、可能であれば物販に関する制限等はありま

すでしょうか。 

№11 の回答のとおり。 

15 

レンタサイクルの設置を検討しておりますが、設

置に際し条件等はありますでしょうか。 

また、設置した際の料金設定は事業者の裁量で行

うことは可能でしょうか。 

№11 の回答のとおり。 

16 

自転車駐車場内に宅配ボックスの設置を検討して

おりますが、設置に際し条件等はありますでしょう

か。 

№11 の回答のとおり。 

17 

募集要項「８指定管理予定者の選定(4)選定結果」

について 

選定の結果通知の時期はいつ頃になるかをお教え

頂けますでしょうか。 

募集要項「９協定の締結」に記載のとおり、令和２年 12 月中旬ご

ろに仮協定の締結を予定しているため、選定結果は令和２年 12 月上

旬を予定していますが、選定会議の状況により延期する場合があり

ます。 

18 

仕様書「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ウ」について 

減額の適正を受ける者において確認事項で必要と

される書類については原本のみでの対応となります

でしょうか。また、特記事項においても１世帯１名

に限ると記載がありますが実際に契約者が１世帯１

名であることの判別はどのようにされておりますで

しょうか。 

※質問、仕様書では「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ウ」となっていますが、内容と異なってい

るため、仕様書「１(1)②利用料金」の「ウ利用料金の減額」につ

いて回答します。 

 

 現在の指定管理者は原本で対応しています。 

 また、１世帯１名の判別については、申し込み時に利用者へ確認

することで判別しています。 



 

19 

仕様書「1 施設運営業務（1）運営方針②利用料金

ウ利用料金の減額」について 

減免対応において、無人管理を行う自転車駐車場

で一時利用回数券の販売を行わず、他所自転車駐車

場で販売及び利用者が使用することは可能でしょう

か。 

また、減額適用を受ける者に関してですが、公共

交通機関では障碍者の介護人も減免になりますが、

駐輪場では介護人も対応になりますでしょうか。 

 №4 の回答のとおり 

（追記） 

新森古市駅、住吉東駅及び難波・千日前の各自転車駐車場につい

ては、近隣の自転車駐車場で一時利用回数券を販売し、該当の自転

車駐車場で使用することは可能です。 

 また、介護人については、減額の適用外となります。 

20 

仕様書「1 施設運営業務（2）職員の配置基準②職

員の配置基準ウ」について 

職員の配置変更に関する提案を行う事ができると

記載がありますが、機械式駐輪場の導入による無人

での運営もできるという認識でよろしいでしょう

か。 

また、料金収受が機械で対応できるのであれば原

則無人での巡回管理を行うことは可能でしょうか。 

 №4 の回答のとおり。 

21 

仕様書「1 施設運営業務（2）職員の配置基準②職

員の配置基準ク」について 

当該車両を指定管理者により撤去及び保管すると

の記載がありますが、移動撤去を行う場合は事業者

によって行うとの認識でよろしいでしょうか。また、

返還を行った場合の返還料の取り扱いはどのような

ものになるでしょうか。 

※質問では、仕様書「1 施設運営業務（2）職員の配置基準②職員の

配置基準ク」となっていますが、内容と異なっているため、仕様書

「１(3)②有料駐輪場の利用方法及び利用料金の徴収方法」の「カ・

キ・ク共通」について回答します。 

 

 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に

ついては指定管理者において、撤去・移動及び保管をしてください。 

 なお、返還料についての規定はなく、利用料金としての徴収を想

定しています。 

22 

仕様書「１施設運営（3）業務の内容④ア」につい

て 

「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」とありますが、回数券の共通利用範囲は

区分ごと、駅ごと、事業者ごと等、具体的にお教え

て頂けますでしょうか。 

区分ごとの共通利用です。 



 

23 

仕様書「２施設管理業務(1)④イ」について 

自転車駐車場内の植栽を状況に応じた剪定を行う

との記載がありますが、具体的な剪定頻度はありま

すでしょうか。また、場内における小型プランター

の維持は必要でしょうか。 

剪定に関して頻度の指定はありませんが、利用者の安全及び快適

な利用環境の確保を考慮し、各自転車駐車場の状況に応じて実施し

てください。 

 

24 

仕様書「２施設管理業務(1)⑤ア」について 

鉄道事業施設に付帯している自転車駐車場がありま

すが、日中の自転車駐車場の運営管理の一部を鉄道

事業者に委託することは可能でしょうか？ 

現時点において、第三者への委託の可否を判断することはできま

せんが、仕様書「２施設管理業務(1)」の「⑤業務の第三者への委託

に関すること」に記載のとおり、主たる業務以外の業務について、

全部又はその一部を第三者へ委託することは可能です。 

25 

募集要項４(2)ア～キで指定されている業務は、原

則、第三者に委託することはできない事となってお

りますが、事前に貴市に承諾を得る事を前提として、

次の主たる業務外である業務の再委託は可能でしょ

うか。なお、次の業務における総合的企画、業務遂

行管理、手法の決定及び運営方法の判断等は指定管

理者自身で行います。 

①附随的な業務 

利用促進 PR・啓発広告を実施するための他社への掲

載依頼、サービス向上策として実施する自主事業と

してのシェアサイクル運営業務 

②補助的な業務 

機械式駐輪場における日常点検、故障等対応、出入

口開閉業務その他施設の運営に関する補助的な一部

の業務 

№24 の回答のとおり。 

26 

仕様書「２施設管理業務(1)⑤ア」について 

第三者に委託する場合は委託の相手先などが公表

となっておりますが、公表の方法、場所、公表フォ

ームなどをお教え頂けますでしょうか。 

大阪市ホームページ（URL：

https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000279022.html）

で公表していますので、ご確認ください。 



 

27 

別添資料 8 について 

①管理経費の内訳（項目及び金額）を開示頂けます

でしょうか 

②第三者委託費の内訳及び委託先 

③自動精算ラック等の機械設備が設置されている施

設において、機械設備の使用に伴って発生する保守

管理費等はどこに含まれているのでしょうか。 

④リース物件費について、指定管理者が変更となっ

た場合、前事業者にリース料を支払うことで継続し

て設備機器等を使用できるという認識でよろしいで

しょうか。 

加えて、リース物件費の内訳を施設ごとに開示頂

けますでしょうか。 

① 管理経費実績の内訳については、別添資料８のみで参考数値と

してください。 

② №26 の回答のとおり。 

③ 第三者委託の項目に含まれています。 

④ リース物件等の設備機器については、原則、現在の指定管理者

において撤去されます。引き続き使用する場合は、本市及び現

在の指定管理者と協議となります。 

また、リース物件費については別添資料８を参考にしていただ

き、内訳については把握していないため、お示しできません。 

28 

B 区分地下鉄中津駅自転車駐車場において 

定期利用エリアにて一部コンクリートが打たれてい

る箇所が見受けられましたが個別式電磁ラックを設

置しての一時利用への用途変更の予定があるのでし

ょうか。 

また、用途変更がある場合は用途変更を行う自転

車駐車場をご教示頂けますでしょうか。 

当該箇所については、定期利用として運用しておりましたが、一

時利用に変更する予定です。なお、時期は未定です。 

 また、定期利用と一時利用との間で用途変更を行う予定はありま

せん。 

29 

C 区分住吉大社駅自転車駐車場において 

場内で金魚が飼育されておりますが、金魚の維持

は必要となりますでしょうか。 

必要ありません。 

30 

D 区分十三駅自転車駐車場において 

現状 E エリアが仮設となっておりますが、仮設か

ら移動する予定はありますでしょうか。 

移動される場合は、移動時期をお教え頂けますで

しょうか。 

現状機械発券のシールと手書きシールが混在して

いると見受けられますが機械発券と手書きの差異は

何らかの対策で行われているものでしょうか。 

 国道の高架橋の耐震工事に伴い、仮設駐輪場に移設しているため、

工事完了後は本設に復旧します。工事の終了時期はおおよそ２年先

の予定です。 

 新型コロナウイルスの影響による利用料金還付等の手続き（№５

の回答参照）により、定期利用期間を延長したものについては、手

書きシールで対応しています。 



 

31 

D 区分新大阪駅北口自転車駐車場において 

入口上部に傘が設置されておりますが、何らかの事

象の対策で行っているのでしょうか。 

具体的な事象をお教え頂けますでしょうか。 

 現在の指定管理者が雨漏り対策として、任意で設置しているもの

です。 

32 

現状、利用率が著しく低く車両が入庫していない

エリア及びブロックを閉鎖して運用することは可能

でしょうか。 

不可とします。 

33 

一時利用台数及び定期契約台数について、車種別

に開示頂くことは可能でしょうか。 

 別添資料４及び現地で確認願います。 

34 

各自転車駐車場の回数券販売枚数及び回数券使用

による利用台数等の内訳を開示頂くことは可能でし

ょうか。 

回数券販売枚数等の管理運営にかかる詳細については把握してい

ないため、お示しできません。 

35 

利用種別及び車種別に収入を開示頂くことは可能

でしょうか。加えて直近 3 カ年の利用料金収入を車

種別に開示頂くことは可能でしょうか。 

利用種別、車種別の収入実績につきましては、お示しできません。

別添資料７及び別紙１の情報をもとに、他の別添資料及び現地確認

を踏まえて提案してください。 



 

36 

自転車駐車場毎に、貴市若しくは現指定管理者に

て準備された備品及び什器等の設備について開示頂

けますでしょうか。また、現指定管理者にて準備さ

れた備品及び什器等の設備は指定管理者が変更とな

った場合、現指定管理者にて撤去されるのでしょう

か。 

別紙２のとおりです。なお、現在の指定管理者が準備した備品等

については、撤去されます。 

37 

現指定管理者が設置した自動精算ラックや更新機

等の設備を継続使用する際の参考とする為、利用券

等の消耗品費や設備保守管理費等、設備を継続使用

する際に発生する費用を開示頂けますでしょうか。 

№27 の回答④のとおり。 

38 

自転車駐車場毎の管理員配置人数を開示頂けます

でしょうか。 

各自転車駐車場の個別人員配置については、事業者の提案事項と

なりますので、お示しできません。 

39 

自転車駐車場毎の面積をお教え頂けますでしょう

か。 

別紙３のとおりです。 

40 

自転車駐車場毎の CAD データ図面を頂けますでし

ょうか。 

CAD データ図面はありません。 



 

41 

現状の各自転車駐車場における再委託業務につい

て、業務毎に費用を開示頂けますでしょうか。 

№26 の回答のとおり。 

42 

定期利用の契約において WEB での定期契約システ

ムを導入することは可能でしょうか。 

可能です。 

43 

現状のキャッシュレス対応についてPiTaPaは見受

けられますが、その他のキャッシュレス決済は可能

でしょうか。 

可能です。 

44 

現状、設置されておられる個別式電磁ラックや、

ゲート等の資産区分をお教え頂けますでしょうか。 

 自動精算ラックについては、別添資料１に記載のとおりです。 

また、自転車等搬送コンベアー及び自動ゲートについては、別添

資料１の追加資料として、別紙４の「備考欄」のとおり開示します。 

 

45 

鉄道施設付帯する自転車駐車場内の出入り口の開

閉を鉄道会社に委託をされておりますが、引き続き

委託することは可能でしょうか。また、可能な場合

は現場ごとの委託費用額をお教え頂けますでしょう

か。 

 合築施設において出入口の開閉が必要な施設等を、仕様書「２(4)

各区分ごとに発生する業務に関すること」の「①駅若しくは有料駐

輪場施設の出入口の開門・閉門業務」に記載しています。記載のと

おり、開閉業務については指定管理者で実施ください。 

 なお、第三者へ委託しているものについては、現在の指定管理者

が契約しているものであり、引き続きの可否を本市で判断できませ

ん。 



 

46 

二段式ラックが設置されている自転車駐車場にお

いて、上段ラックと下段ラックでの定期契約料金に

料金差を設けることは可能でしょうか。 

可能です。 

47 

自転車駐車場内において、防火設備が見受けられ

ない施設がありますが、不要な施設があるとの認識

でよろしいでしょうか。また、そうであるならば不

要施設をお教え頂けますでしょうか。 

 道路上に設置されている自転車駐車場については不要です。 

48 

社会保険の適用拡大が検討されておりますが、施

行された場合、厚生年金保険料及び健康保険料につ

いて事業者側の負担額の増加が見込まれます。その

際、納付金の見直し等は協議していただけるのでし

ょうか。貴市の考えをご教示ください。 

原則、納付金等の見直しは行いません。 

49 

別添資料７，８について、昨年度の資料を開示い

ただけますでしょうか。 

№５の回答のとおり。 

50 

別添資料７について、今年度の現時点（確定して

いる月分）までの利用状況を開示していただけます

でしょうか。 

№５の回答のとおり。 



 

51 

募集要項に記載のある【各区分の最低提案額】、【各

区分における利用料金収入想定額】は、コロナ禍の

影響を含んでいないものとなっております。 

現在も例年の利用状況が回復していない状況とみ

られますが、本提案における収入予想、納付金の設

定はコロナ禍による影響を見なくてもよいというこ

とでしょうか。 

 その場合に発生する利用料金収入との差額の補填

等についての考えも併せてご教示ください。 

 将来における新型コロナウイルスの影響を現時点で予測・判断す

ることはできません。新型コロナウイルスが終息するまでの間、大

幅に収入・支出が増減するなど不測の事態が生じた場合、仕様書・

協定書等のほか関係法令に基づき、協議事項となります。 

52 

今回発生したコロナ禍のように、指定管理者に瑕

疵がなく中長期的に影響が出るような場合、納付金

の変更についての協議はしていただけるのでしょう

か。また、その際の協議内容となる項目（収入実績

等）についての考えがあればご教示ください。 

 №51 の回答のとおり。 

53 

地下式施設における警備業務について、配置する

警備員に資格等の要件がありましたらご教示くださ

い。 

 また、配置時間中は常駐警備とするのか、仮眠・

休憩時間を配置時間内に確保してよいのか等、仕様

についても併せてご教示ください。 

 地下式施設における警備業務については、仕様書「２(4)各区分ご

とに発生する業務に関すること」の「③地下式施設における警備業

務及び浸水対応業務」に記載のとおり、閉鎖空間であることを考慮

し、防火・防犯の観点を踏まえながら、現在の配置状況をもとに必

要とする警備体制を指定管理者において構築し実施してください。 

54 

直近３ヶ年で発生した事案や苦情についてご教示

ください。 

【事案】 

工事に伴う駐輪場移設時期・費用等について、協議不足による認

識のずれ 

【苦情】 

① 管理員の接遇態度に関すること。 

② 違法駐輪に関すること。 

③ 喫煙マナーに関すること 

④ 盗難に関すること 



 

55 

現在実施されている外国の方の利用への対応をご

教示ください。 

 大阪・関西万博（2025 年）開催に向け、外国人利用者への対応に

ついては、本募集において新たな提案事項となるため、お示しでき

ません。 

56 

現在キャッシュレス対応が可能な施設および対応

している内容（ＩＣＯＣＡなど）をご教示ください。 

キャッシュレス対応については、事業者の提案事項となりますの

で、お示しできません。 

57 

事業計画書の設問等の文字サイズを小さくしたり

枠幅を変更したりして提案することは可能でしょう

かご教示ください。 

可とします。 

58 

仕様書 25 ページ(7)に「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」

と記載されていますが、現指定管理者が設置した自

動精算ラックや券売機・オートゲート設備等も次期

指定管理者が無償で使用できるという認識でよろし

いでしょうかご教示ください。また、使用できない

設備がある場合は、その詳細（施設別の設備名・台

数等）を開示していただけないでしょうか。 

 現在の指定管理者が設置した設備機器等は、原状復旧の条件によ

り、原則、指定期間満了後に撤去されます。 

 仕様書「６その他」の(7)については、自転車駐車場の管理・運営

のために必要な施設・設備等を本市が整備したもので、照明設備や

防犯設備などの設備機器等について記載しています。 

59 

既存の設備を使用するにあたってリース料等の負

担が発生する場合はその費用について、各施設・各

設備毎に詳細を開示していただけないでしょうか。 

№27 の回答④のとおり。 



 

60 

新型コロナウイルスの影響で利用及び収入が減っ

ていると思われますが、納付金最低提案額は影響を

考慮された金額でしょうか。 

№51 の回答のとおり。 

61 

新型コロナウイルスの影響で令和 3 年度以降も利

用・収入が減少した場合、納付金の減額はあるので

しょうか。 

それとも、利用・収入の減少を見込んで納付金の提

案をするのでしょうか。 

 №51 の回答のとおり。 

62 

都構想により看板名称等施設の改良等が必要にな

った場合、市の負担で実施すると考えて良いでしょ

うか。 

 基本協定書「第 52 条」に基づき、定めのない事項として協議によ

り決定します。 

63 

公共工事（道路工事）における自転車駐車場の支

障移設及び廃止に伴う駐輪器具移設にかかる経費は

指定管理者となっています。 

指定管理者にて整備したものは理解できますが、市

で整備した基幹的な施設・機器等は市にて負担すべ

きではないでしょうか。 

公共工事（道路工事）による自転車駐車場の支障移設等が発生し

た場合について、駐輪器具等においては指定管理者で負担していた

だくこととしていますが、柵や舗装などの移設については、本市で

負担します。 

64 

施設・設備等の所有者区分がわかる施設及び設備

台帳を開示して頂けないでしょうか。 

また、現指定管理者が撤去する施設・設備等をご教

示ください。 

 №44 の回答のとおり。 

（追記） 

 原則、現在の指定管理者が設置した設備については撤去となりま

すが、自転車等搬送コンベアーなど自転車駐車場の円滑な運営の継

続のため必要と判断した場合、現在の指定管理者と協議を行うこと

があります。 



 

65 

市より貸与頂ける備品リストを公表して頂けない

でしょうか。 

 別紙２のうち、本市所有の金庫については備品として貸与します。 

66 

今回の新型コロナウイルスのようなものが発生し

た場合のリスクはリスク分担表ののどの部分に当て

はまるのでしょうか。 

№51 の回答のとおり。 

 


