
※順不同。また，同種の質問については，集約のうえ回答。

（平成29年8月2日までに寄せられた質問）

ＮＯ 質問事項 質問内容 回　　　　　　答

1
利用日及び利用時間に
ついて

施設の利用日及び利用時間につい
て今回変更がありますが，年末年
始も勤務日として新たに追加され
るという考えでよろしいでしょう
か，お教えください。

自転車の入退場が２４時間３６５日可能となるよう変更となります。

2
指定管理料の内訳につ
いて

募集要項にある指定管理料の内訳
は各年最大5,000千円になるのか，
総額25,000千円以内となるように
毎年度で振り分けて良いのでしょ
うか，お教えください。

各年最大５，０００千円となります。

3 職員の配置について

募集要項（２）職員の配置及び施
設の改造
白子駅西自転車駐車場は６時３０
分から２０時，白子駅東自転車駐
車場は６時３０分から９時３０
分，１７時から２０時は最低１人
の職員を配置させるとあります。
ＩＣＴ機器の設置や自転車駐車場
管理システムの設備機器設置等の
工夫を行った場合でもこの基準に
沿って人員を配置する必要がある
のでしょうか。その場合上記の工
夫を行わない場合の配置基準があ
ればお教えください。
もしくは工夫等を行えば，この基
準からさらに配置時間を縮減する
ことができるのでしょうか，お教
えください。

白子駅西自転車駐車場は６時３０分から２０時，白子駅東自転車駐車場は６時３０分から９
時３０分までと１７時から２０時までは最低１人の職員を必ず配置させてください。これ以
外の時間帯の管理方法については，御提案下さい。

「鈴鹿市白子駅有料自転車駐車場」　指定管理者募集に係る質問と回答
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ＮＯ 質問事項 質問内容 回　　　　　　答

4 提出書類について

納税証明書の提出が求められてい
ますが，何年分ご用意すればよろ
しいでしょうかお教えください。
また，当社の決済の関係上，直近
の年度分が提出日までに用意でき
ない場合，それ以前の分を提出さ
せていただく予定をしております
が，問題ないでしょうかお教えく
ださい。

各証明書発行機関が発行する，未納が無いことが記された最新の証明書となります。証明書
の内容については，各証明書発行機関に問合せ下さい。

5 課税について
指定管理者となった場合，事業所
税等は課税されるのでしょうかお
教えください。

事業所税は課税されません。詳細は，各課税機関に御確認下さい。

6 再委託について
管理人の業務について再委託する
ことは可能でしょうか（料金徴収
業務含む）お教えください。

管理人業務のみを再委託することは可能ですが，指定管理業務全てを一括して再委託するこ
とはできません。

7 指定管理料について
現在の指定管理料をお教え下さ
い。

白子駅東自転車駐車場・白子駅東第２自転車駐車場
平成２６年度：６，８５０千円
平成２７年度：６，７８７千円
平成２８年度：６，７２５千円
平成２９年度：６，７２５千円（予定）

白子駅西自転車駐車場
平成２７年度：１０，１１７千円
平成２８年度：　８，８０９千円
平成２９年度：　８，８１０千円（予定）
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ＮＯ 質問事項 質問内容 回　　　　　　答

8
無料自転車駐車場につ
いて

管理期間中に無料自転車駐車場が
有料化される場合とありますが，
現状有料化される予定があるので
しょうか？
また，ない場合有料化の提案をす
ることは可能でしょうかお教えく
ださい。

鈴鹿市自転車駐車場整備方針を確認して下さい（鈴鹿市ＨＰより参照）。有料化の提案につ
いては，別途ご相談下さい。

9 夜間連絡先について

白子駅西自転車駐車場にあるトイ
レ内に夜間連絡先が貼られていま
したが，市役所の連絡先となって
おりました。夜間は市役所が対応
してくださるのでしょうか詳細を
お教えください。

平成３０年度からは指定管理会社での対応となります。

10
別表１　施設監視等設
備

募集要項のうち，別表１ 施設監視
等設備はすべて白子駅西自転車駐
車場の設備でしょうか。
また，これらの設備は現管理者が
用意したもので現管理者が所有権
を有するものでしょうか，お教え
ください。

白子駅東自転車駐車場，あるいは白子駅西自転車駐車場の設備であり，鈴鹿市が所有権を有
します。

11 業務委託について

各施設について，今回の募集で指
定管理者負担となる保守点検・一
般廃棄物処理等の業務委託の現在
の委託先，委託額をお教えくださ
い。

保守点検にかかる委託料の基準額は５００千円です。一般廃棄物処理にかかる委託料の基準
額は２０千円です。

12
白子駅西自転車駐車場
併設のトイレの清掃に
ついて

白子駅西自転車駐車場に併設され
ているトイレについて，日常清掃
は管理人で清掃しているのでしょ
うか，もしくは業務委託されてい
るのでしょうか，お教えくださ
い。

平成３０年度からは管理人及び清掃委託業者での対応となります。

13
白子駅西自転車駐車場
設置の清涼飲料水自動
販売機

白子駅西自転車駐車場前に設置さ
れている清涼飲料水自動販売機は
指定管理者の自主事業として設置
されているものでしょうか，お教
えください。

指定管理者の自主事業として設置されています。
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ＮＯ 質問事項 質問内容 回　　　　　　答

14
バリアフリーコーナー
の利用者について

バリアフリーコーナー利用者の対
象となるのはどのような方でしょ
うか，基準があればお教えくださ
い。
また，対象となる方が一時利用で
ご利用の際の対応があればお教え
ください。

身体障がい者の方や，２階へ自転車を移動することが困難な方などがバリアフリースペース
の対象となります。一時利用は１階にスペースを設置していますので，そちらを利用してい
ただきます。

15
白子駅西自転車駐車場
の照明について

募集要項別紙の設備一覧に照明器
具として直管型ＬＥＤが記載され
ていますが，見学に行った際には
見受けられませんでしたが，どち
らに設置されているのでしょう
か，お教えください。

白子駅西自転車駐車場内の主に天井部分に設置されています。

16
白子駅西自転車駐車場
の定期利用予約につい
て

白子駅西自転車駐車場で定期利用
者の予約は行っているのでしょう
か，行なっている場合どのような
方法（現地のみ，電話受付，ネッ
ト予約等）で受け付けているので
しょうか，お教えください。

定期利用者の予約受付を行っています。予約方法は現地窓口での予約受付のみです。

17 稼働状況について

参考資料の施設稼働率・利用台
数，使用料金出納実績について，
白子駅西自転車駐車場は平成２８
年度の稼働率は増加しているにも
関わらず，利用台数と使用料金出
納実績が大きく減少していますが
何か要因があるのでしょうか，お
教えください。

白子駅西自転車駐車場は，平成２７年４月１日から開設されたため，定期利用については，
駐車場料金の前払いという性質上，平成２７年度よりも平成２８年度の使用料金の収納実績
が減少したものです。なお，利用台数についても同様の考え方で算出しているため，減少し
たものです。

18
管理業務仕様書２
（９）イトイレの清掃
及び管理について

管理業務仕様書２（９）イでは，
「白子駅自転車駐車場内のトイレ
の清掃及び管理を行う」とされて
いるが，万が一トイレ内で事件・
事故が発生した場合，指定管理者
は，協定書（案）「別紙３」の
「第三者賠償」の責めを問われる
場合があるか。

発生した事件・事故の内容により対応が異なりますが，指定管理者の責めに帰すべき事由が
ある場合には，賠償の責任を問われる可能性があります。
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ＮＯ 質問事項 質問内容 回　　　　　　答

19
管理業務仕様書２
（８）ウの施設を利用
した自主事業について

管理業務仕様書２（８）ウには，
利用促進に関する業務として施設
を利用した自主事業を積極的に行
い，施設の有効利用に努めること
とあるが，駐車場内には駐輪施設
等が設置され，利用者の通行も頻
繁に見込まれることから，イベン
トの開催は難しいものと考えられ
る。ここにいう「イベント，教室
など」というのは，西駐車場併設
の津波避難スペース等を使用する
ことを前提としているか。

白子駅西自転車駐車場３階は津波避難スペース以外での使用はできません。

20
管理業務仕様書２（２
１）会計帳簿書類及び
経理規定について

管理業務仕様書２（２１）には，
指定管理者は，自身の団体と独立
した会計帳簿書類及び経理規定を
設けることと規程されているが，
「経理規定」は，自身の団体の規
定を準用することは可能か。

経理規定を自身の団体の規定で準用することは可能です。

21
参考資料「利用料金
表」と定期利用料金の
還付について

駐車場の定期利用を途中解約する
場合に，還付する利用料金はどの
ように計算しているか。

定期利用許可期間の初日の前日までに利用の取消しの申出があった場合は既納の駐車料金の
全額となります。定期利用許可期間の中途で利用の取消しの申出があり，残存期間が１月以
上ある場合は利用期間が１月の駐車料金の額に利用した月数（１月未満の端数は，１月に切
り上げる。）を乗じて得た額を既納の駐車料金から控除した額となります（鈴鹿市自転車駐
車場管理条例施行規則第１１条別表第２参照）。

22
管理業務仕様書２
（９）アの補助的な業
務について

管理業務仕様書２（９）アにいう
「市の承諾を得た上で，補助的な
業務を行うこと。」のうち補助的
な業務とは，いかなるものを想定
しているか。

市が管理する自転車駐車場への案内や誘導を想定しています。

23
参考資料「管理運営に
係る維持管理経費」の
旅費交通費

参考資料「管理運営に係る維持管
理経費」のうち，白子駅西自転車
駐車場では，旅費交通費として，
平成27年度65,500円，平成28年度
77,760円の支出がみられるが，具
体的に如何なる旅程に支出してい
るか。

白子駅西自転車駐車場の現場管理者の交通費です。
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ＮＯ 質問事項 質問内容 回　　　　　　答

24
白子駅西自転車駐車場
の機械警備について

白子駅西自転車駐車場の機械警備
について、現在の業務内容と委託
額をお教えください。

管理業務仕様書のＰ.８「２　機械警備業務」を参照して下さい。

25
コンベア保守点検業務
の委託について

コンベア保守点検の委託業者およ
び委託額を白子駅東自転車駐車
場、白子駅西自転車駐車場それぞ
れについてお教えください。

管理業務仕様書のＰ.８「３　搬送ベルトコンベア保守点検」を参照して下さい。

26
別表１　施設監視等設
備について

別表１ 施設監視等設備がそれぞ
れどの施設に設置されているか、
内訳をお教えください。

白子駅西自転車駐車場及び白子駅東自転車駐車場にそれぞれ設置されていますが，防犯上の
観点から，カメラの設置数や設置場所等の詳細な情報については，回答を控えさせていただ
きます。詳細な情報は，候補者として選定された後にお伝えさせていただきます。

27
白子駅西自転車駐車場
併設の公衆トイレの消
耗品について

白子駅西自転車駐車場併設の公衆
トイレの消耗品等の補充は指定管
理者が負担するのでしょうか、お
教えください。

指定管理者の負担となります。

28 年始の対応について

白子駅西、白子駅東第１自転車駐
車場は１月１日から１月３日まで
の対応は、管理人不在で開放する
という考えでよろしいのでしょう
か、お教えください。

管理方法については，ご提案下さい。

29
白子駅西自転車駐車場
の防犯カメラの運用に
ついて

白子駅西自転車駐車場に貴市が設
置している防犯カメラの運用状況
について、管理室内で監視・録画
しているのみなのか、セキュリ
ティ会社等で遠隔監視できる様に
しているのか、お教えください。

防犯上の観点から，カメラの詳細な情報については，回答を控えさせていただきます。詳細
な情報は，候補者として選定された後にお伝えさせていただきます。

30
白子駅西自転車駐車場
の防犯カメラの配置に
ついて

白子駅西自転車駐車場に貴市が設
置している防犯カメラの配置図面
を開示していただけないでしょう
か。

防犯上の観点から，カメラの詳細な情報については，回答を控えさせていただきます。詳細
な情報は，候補者として選定された後にお伝えさせていただきます。
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ＮＯ 質問事項 質問内容 回　　　　　　答

31
施設の利用日及び利用
時間について

自転車の入退場が２４時間３６５
日可能となるよう変更とあります
が、これからは白子駅西自転車駐
車場および白子駅東第１自転車駐
車場を閉鎖せず、ずっと開放する
という解釈でよろしかったでしょ
うかお教えください。

募集する施設の全てが自転車の入退場を２４時間３６５日可能となるよう変更となります。

32 夜間の対応について

今現在の白子駅西自転車駐車場の
トイレで夜間何かあった場合、ど
ういう対応をされているのでしょ
うかお教えください。

白子駅西自転車駐車場内のトイレの現場確認を行い，事件性があれば警察への通報等を行う
ものです。

33
白子駅西自転車駐車場
の防犯カメラについて

白子駅西自転車駐車場に設置され
ているＴＯＡ製の防犯カメラにつ
いて、型番をお教え下さい。

防犯上の観点から，カメラの詳細な情報については，回答を控えさせていただきます。詳細
な情報は，候補者として選定された後にお伝えさせていただきます。
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