
NO. 項目 質問 回答

1 公募要項 ３ 企画提案は単体企業での参加とのことであったが、有⼈管理や集⾦といった⼀部業
務を委託することは可能か。

仕様書（案）P.5 ８使用制限（５）のとおり、⼀部業務委託は可能です。
その場合、審査基準（別表１）の１．駐⾞場事業計画③管理運営の体制とトラブル対応として、企
画提案書に業務全体の体制がわかるように明記してください。

2 公募要項 9（2）④
「〜適切な事業者なしとし、再募集を⾏うものとする。」とありますが、この再募集となっ
た場合の参加資格は、本公募において参加申請書を提出した事業者のみとなるので
しょうか。

再募集をする場合、改めて参加資格条件を定めて公募することとなります。

3 公募要項　8（3） ② 提案者を判別できないように提案書記載の社名等は⿊塗りで対応しても良いか︖
もしくは、⿊塗りではなく表記を変更した⽅が良いか︖

企画提案書は、⿊塗りではなく、提案者が判別できるような記載はしないで作成してください。
その際、会社名や部署名だけでなく、事業者特有のサービス名等も対象となることに留意してください。

4 公募要項　9（3）③ ヒアリング審査の際、提出した企画提案書に基づくものであれば、要約書のような資料
を別途作成し、ご説明しても良いか︖ 公募要項P.4 ９（３）③にあるとおり、資料の追加は認めておりません。

5 公募要項 13 (5) 開示請求があった場合、企業秘密となる項目などを判断したいので、事前に開示内
容について協議することは可能か︖

開示請求に当たっては、開示決定前に、当該情報に係る第三者に対して、意⾒書提出の機会が付与
することができると、岡⼭市情報公開条例第12条に規定されおり、法⼈の権利、競争上の地位その他
正当な利益をおそれがある場合などは、提案事業者に対して意⾒書の提出を求める場合があります。
なお、意⾒書の提出があった場合においても、非開示情報に該当するか否かについては市で判断するも
のであり、開示意⾒書の内容を全て反映できるものではないことに留意してください。

6 様式３
実績証明書

契約書の写しを添付する際、契約⾦額等の⾦額欄は⿊塗りにして提出しても問題な
いか。 お⾒込みのとおりです。

7 仕様書 ４ ⽉額1,958,000円以上とのことだが、今年９⽉からの通常時間貸しと来年４⽉以
降の来庁者駐⾞場になった時の場合も⼀緒の賃料の必要があるのか 提案価格については、貸付期間中、統⼀した⽉額の価格で提出してください。

8 仕様書 ４ 貸付料については、9/11から発⽣するという解釈でよろしいですか︖もしくは、⼯事開
始⽇からでしょうか︖ 原則、9⽉11⽇からの貸付を想定しており、貸付⽇から⽇割計算した貸付料が発⽣します。

9 仕様書４および
契約書第４条

経済環境や周辺状況の変化に因って貸付料が不相応とみなされた場合には、契約
後に貸付料について協議することは可能でしょうか。

仕様書（案）P.5 8（10）にあるとおり、駐⾞料⾦等の提案内容を変更する場合は、本市と協議の
上で変更できる場合があります。

10 仕様書 ５② 連帯保証⼈は必須でしょうか︖ 仕様書（案）P.1 ５契約履⾏の保証にあるとおり、保証⾦と連帯保証⼈のいずれかが必要となります。
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NO. 項目 質問 回答

11 仕様書 ７（２）② 貴市が整備された雨水排水設備は、⽣活排水と同じとなっておりますでしょうか。
現状、敷地内は雨水排水設備のみとなっております。
また、この地域の公共下水道は、汚水・雨水合流地域となっており、⽣活排水については、岡⼭市の基
準（下水道排水設備の審査及び設計にあたっての基準）に基づき、下水道に接続してください。

12 仕様書 ７（２）② 引き渡しに関して、アイランドや照明器具は撤去するのか︖ 仕様書（案）P.2 7（２）②にあるとおり、区画線、⾞⽌め、埋設電線管以外は撤去予定です。

13 仕様書 ７（２）②
現事業者が継続して貸付物件を管理する場合、対象となる設備等（現⾏機器やア
イランド（基礎））を撤去し、⼀度取り外し砕⽯敷きにした状態で再設置するという
認識でよろしいですか︖

現時点においては、仕様書（案）P.2 7（２）②にあるとおり、区画線、⾞⽌め、埋設電線管以外は
撤去予定です。仮に現在の借受者が本件に応募する場合においても、他の事業者と同様に設備機器
等を再設置することを⾒込んだ収⽀計画で応募していただく必要があります。
なお、本件の事業者決定後、現在の借受者と協議により残置物等の調整を⾏うことを禁⽌するもので
はありません。

14 仕様書７（３）① ア 時間料⾦の設定も事業者にて近隣駐⾞場との整合性を勘案し、利用しやすい価格
での設定も可能でしょうか。 期間Ⅰにおいては、時間料⾦、最⼤料⾦、定期料⾦ともに、事業者にて設定してください。

15 仕様書７（３）② イ
閉庁時となる夜間・休⽇は、最⼤料⾦（上限）の設定も可能とありますが、時間料
⾦も事業者の判断により変更することは可能でしょうか。また夜間・休⽇の定期駐⾞
等の設置も可能でしょうか。

期間Ⅱの夜間・休⽇においては、時間料⾦、最⼤料⾦、定期料⾦ともに事業者にて設定してください。
また、期間Ⅰ、期間Ⅱともに、定期料⾦の設定⾦額については、審査基準（別表１）の１．駐⾞場
事業計画②料⾦設定として、企画提案書に明記してください。

16 仕様書７（３）②ア、イ、
ウ

平⽇の夜間帯は午後6時から翌午前8時との考えでよろしいでしょうか。添付資料の
条例抜粋では午後9時30分から翌午前7時30分となっております。どちらと考えれば
宜しいでしょうか。

平⽇⽇中と夜間・休⽇の区分については仕様書（案）P.3のとおりです。
添付の規則は、準用していただく平⽇⽇中の時間駐⾞料⾦を参照していただくために掲載しております。

17 仕様書７（３）②エ 障害者割引の確認⽅法は︖コールセンターとカメラ（アイリモ）での確認で良いの
か︖

各種割引処理の⽅法は事業者からの提案として審査の対象となります。
現⿅⽥町駐⾞場は、回転率も⾼く、時間帯によっては⼀度に出庫が重なることもある等を踏まえ、仕様
書（案）P.4 (4)②にあるとおり、割引処理はわかりやすく、利用者が容易に⼊出庫できるもので提案を
してください。

18 仕様書７（３）②オ 敷地⻄側沿い（既設出⼊⼝利用含む）にも出⼊⼝を設置してもいいでしょうか。 出⼊⼝の設定も審査対象となりますので、必要台数の確保や来庁者の円滑な⼊出庫、満⾞中の交通
渋滞など周辺地域に与える影響も考慮した上で計画してください。

19 仕様書７（３）②オ
「南側に⼊⼝１レーン、北側に出⼝２レーン以上を設けること」とありますが、南側に
⼊⼝を新設することが前提の仕様条件となっているが歩道切り下げ等の協議は、関
係所管部署との事前協議はされておりますでしょうか。

公募にあたり、道路管理者等に対して、事前の相談レベルで⼊⼝案の提示をしておりますが、仕様書
（案）P.5(３)にあるとおり、実施にあたっての必要な協議については、事業者において⾏ってください。
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20 仕様書７（３）②キ
管理棟が必要な場合、管理棟に関する仕様は事業者で選定する事で構いませんで
しょうか。
管理棟の仕様及び必要設備の指定はございますでしょうか。

管理棟の仕様等の指定はありません。適切な管理運営が⾏えるように事業者の判断で設置してくださ
い。

21 仕様書７（３）②ク 3⽉14⽇以降の定期10台に関しては事前に準備・確保しておく必要があるのか︖ 期間Ⅱにおける定期駐⾞の運用については、契約締結後の協議事項とさせていただきます。
収⽀計画上は期間Ⅱを通して、定期駐⾞１０台として⾒込んでください。

22 仕様書７（３）②ク 「定期駐⾞の枠を１０台程度⾒込むこと。」とありますが、定期駐⾞の枠は、無償・有
償のどちらかになるでしょうか。 期間Ⅱの定期駐⾞枠１０台程度については、事業者において料⾦設定をしてください。

23 仕様書７（４）①

「来庁者駐⾞需要を⾒込んだ駐⾞台数を確保」とありますが、駐⾞需要を⾒込んだ
駐⾞台数はどの程度必要と考えられておりますか。また駐⾞台数の下限設定数はあり
ますでしょうか。
・現状平⾯図（参考図）上の駐⾞台数２６８台
・現在の⿅⽥町駐⾞場　駐⾞台数３００台

駐⾞台数の設定については、別添資料として交付した利用実績等から事業者において設定してくださ
い。また、駐⾞台数の下限設定はありませんが、駐⾞台数が配点項目となっていることも踏まえて計画し
てください。
なお、現状平⾯図の駐⾞台数は２７４台で、現在の⿅⽥町駐⾞場の運営上の駐⾞台数は２９０
台となっております。

24 仕様書８（２） 災害時対応の⾃販機であれば、設置を認めて頂けますか︖
仕様書（案）P.5 8（２）にあるとおり、事業者の提案によるものです。
なお、⾃動販売機等の収益を伴う提案は、審査基準（別表１）１．駐⾞場事業計画⑤収⽀計画
の売上に記載するようにしてください。

25 仕様書８（９） 地震など発⽣時、全⾯利用を優先利用でなく、⼀部利用では賃料は⼀部免除され
ないとの認識で良いのか︖

⼤規模災害時に優先的に全⾯利用することを想定した項目であり、⼀部利用するような事案が⽣じた
場合は別途協議によるものと考えます。

26 仕様書７（３）②エ

①常駐業務時間外の駐⾞券の割引処理対応として、割引機を総合窓⼝及び宿直
室での設置及び割引処理のご対応は可能でしょうか︖
②⼟⽇祝の割引は基本的発⽣しないとの認識で⼤丈夫でしょうか︖（⽇跨ぎの来
庁者のみ︖）
③⾝障者半額割引は来庁者のみが対象でしょうか︖
④⾝障者半額履引と1時間割引は併用無との認識で⼤丈夫でしょうか︖
⑤割引対象者は駐⾞券に目印（スタンプ）などして頂ける運用でしょうか︖もしくは
市役所に認証機設置し割引作業して頂ける運用でしょうか︖
以上、ご教示ください。

【①、⑤について】
各種割引処理の⽅法については事業者からの提案として審査の対象となります。仕様書（案）P.4
(4)②にあるとおり、割引処理はわかりやすく、利用者が容易に⼊出庫できるもので提案してください。
なお、庁舎内で来庁者確認を⾏う場合は、事業者の負担で機器等を設置し、操作⽅法の説明につい
ては、極⼒、市の職員に負担が⽣じないような対策で提案してください。
【②について】
仕様書（案）P.3 （３）②エのとおりです。
【③、④について】
障がい者割引は、来庁の有無に関わらず⾏っていただく必要があります。また、来庁者かつ障がい者割引
の適用となる場合で、１時間割引後の追加料⾦が発⽣する場合、半額割引していただくこととなりま
す。
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NO. 項目 質問 回答

27 仕様書７（３）②キ
本駐⾞場において平⽇⽇中（8時から18時）の常駐とありますが、交通機関以外の
通勤は認められるのでしょうか︖また当該施設の駐⾞場、駐輪場の利用可否をご教
示ください。

当該駐⾞場は、管理⼈の通勤のために駐⾞・駐輪することを想定しておりません。
なお、庁舎に付随する駐⾞場・駐輪場を使用することもできませんので、適切な通勤⼿段を確保できる
管理運営体制で応募してください。

28 仕様書７（３）②キ 「休憩時なども含め、無⼈にならない体制」と記載がございますが、トイレ使用やトラブ
ル対応等の短時間無⼈も含まれるのでしょうか︖ご教示ください。

平⽇⽇中の管理⼈は1名以上の常駐としており、その管理運営体制については、審査の対象となりま
す。管理⼈1名常駐での提案でも構いませんが、トイレや短時間のトラブル時に無⼈になった場合に、利
用者からの問合せや他のトラブルに対して、どのような対応をするのか、審査基準（別表１）の１．駐
⾞場事業計画③管理運営の体制とトラブル対応として、企画提案書に明記してください。

29 仕様書７（３） 機器設置⼯事、撤去⼯事、および期間Ⅰから期間Ⅱへと移⾏時の⼯事期間中につ
いては駐⾞場を閉鎖して作業することは可能でしょうか。

令和4年3⽉14⽇（予定）から令和8年9⽉18⽇までは来庁者駐⾞場として運営していただく必要が
あります。その他の期間については必要な⼯事等を⾒込んで、駐⾞場を閉鎖することも可能です。
なお、駐⾞場閉鎖期間も貸付料が発⽣することに留意し、駐⾞場の閉鎖期間も含めて、審査基準
（別表１）の１．駐⾞場事業計画④⼯程表にて提案を⾏ってください。

30 仕様書７（３） 障がい者割引等の減免措置について、後⽇精算も可能でしょうか。 割引は、料⾦の徴収時点で割引くものであり、後⽇精算することを想定しておりません。

31 仕様書７（３） 障がい者割引等の適用時間帯をご教示ください。 仕様書（案）P.3 （３）②エのとおり、平⽇⽇中も夜間・休⽇も適用してください。

32
契約書案
第１６条第１項および第
２項

第１６条第１項に記載された各資料の提出（毎⽉）は、公募参加する上での必
須項目となりますでしょうか。項目によって提出する事ができない場合は、参加条件を
満たさないとの認識でよろしいでしょうか。また第２項の事業計画書の報告する項目に
ついてご開示ください。

公募の参加資格は公募要項３参加資格に明記してあるとおりです。
公有財産貸付契約書（案）の項目は契約後別途協議により決定するものですが、駐⾞場の利用実
態を把握するため、⼊出庫等のデータや収⽀については、⽉・年毎にご報告いただくべきものと考えており
ます。

33
契約書案
第１８条第３項および第
４項

第１８条第３項ならびに第４項に記載ある「甲は、解除権を⾏使したときは」とあり
ますが、この解除権を⾏使するに⾄る具体的な事由をご開示ください。 公有財産貸付契約書（案）の第１８条第１項各号に記載のとおりです。

34
別添資料
②出⼊⼝想定図

ゲート機器に関して、令和4年3⽉14⽇以降に⼊⼝が１セットになる意味はなにかあ
るのか︖また、想定図通り北側のゲートを⼊⼝出⼝１セットから出⼝２セットにするこ
とは必須なのか︖

⼊庫待⾞両の滞留を⾒込んで、⼀⽅通⾏2⾞線の南⾯道路に⼊⼝1レーンを設置し、また、現在の出
⼊⼝を⽣かした北側に出⼝2レーンを設けることで、現⿅⽥町駐⾞場と同様の出⼊⼝としております。こ
れ以上の出⼊⼝の設置については事業者からの提案によるものとして、審査の対象となります。
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NO. 項目 質問 回答

35
別添資料
市営⿅⽥町駐⾞場
収⼊額調書

開示された売上データは税込か税別かをお教えください。 ⿅⽥町駐⾞場収⼊額調書はすべて税込みの⾦額となります。

36

別添資料
市営⿅⽥町駐⾞場
収⼊額調書

表中の「ロ」にあたる管財課分の収⼊額とは実際に売上がある⾦額でしょうか。また
は、台数および⾦額分の利用があったという⾒⽅でしょうか。

管財課分（ロ）は、来庁者等の割引処理をしたもので、後⽇、庁舎を管理する部署（市）から駐⾞
場を管理する部署（市）に⽀払いを⾏なったものです。なお、1時間割引を受けた来庁者が1時間を超
えて駐⾞し、追加料⾦を⽀払った場合、⽀払った⾦額のみ実際の売上があったものとして、「⼀般
（イ）」に計上されています。

37
別添資料
リパーク岡⼭市役所前駐⾞
場利用実績

開示されている稼働率のベースになる台数は駐⾞場のＨＰに記載の収容台数224
台でしょうか。それとも現地の約270台で考えれば宜しいでしょうか。 224台がベースとなっています。

38
別添資料
リパーク岡⼭市役所前駐⾞
場利用実績

現在のリパーク駐⾞場は全て時間貸での運営で宜しいでしょうか。定期及び⽉極契
約⾞両などの⽉額定額料⾦利用⾞も含まれているのでしょうかお教えください。 時間貸　224台　⽉極　48台　カーシェア　2台

39 その他
新庁舎の⼯事期間 新庁舎の⼯事期間はいつまでを予定されていますでしょうか。

令和４年４⽉〜１２⽉︓⿅⽥町駐⾞場解体⼯事
令和５年１⽉〜令和８年度春頃︓新庁舎建設⼯事
令和８年中︓竣⼯後、引越・供用開始

40 その他
現在の割引認証機

現在の来庁者への割引認証機は分庁舎等にも設置されておりますが総計で何台か
お教えください。 イベント等の貸出用2台を含め、計10台あります。

41 その他
市営⿅⽥町駐⾞場

現状の市営⿅⽥町駐⾞場の運営形態は本件と同様に貸付契約でしょうか、管理委
託契約でしょうか。

市営⿅⽥町駐⾞場は指定管理者制度にて管理を⾏っております。なお、使用料については、指定管理
者の収⼊となる利用料⾦制ではなく、市の歳⼊となっております。

42
その他
回数券・プリペイドカードにつ
いて

既存で使用している回数券・プリペイドカードは本駐⾞場においても共通して使える仕
様にしなければいけないのでしょうか。また、その場合共通利用可するコストはどちらの
負担になるのでしょうか。

回数券やプリペイドカードの共通使用は想定しておりません。

43
その他
回数券・プリペイドカードにつ
いて

上記の場合で、共通とした場合売上⾦は利用に基づき事業者側の収⼊とすることが
できるのでしょうか。 同上
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