
質問回答書

施設名 青梅市有料自転車等駐車場

No 質 問 事 項 回 答

１

東青梅駅南口自転車等駐車場に設置されて

いる一時利用機器について

現在設置されている一時利用機器の所有者

はどこでしょうか。

仕様書では、機器を設置することになって

いますが、継続して使用することは可能で

しょうか。また継続して使用する場合、現

在減価償却またはリース料が発生している

と思いますが、継承することは可能でしょ

うか。

継承できる場合、リース料および機械消耗

品費の金額をお教えください。

当該機器の所有者は青梅市で、現在は指定管

理者の費用負担で保守点検等を行っていま

す。なお、リースではありません。

今回は管理運営業務基準２Ｐ４(４)のとおり、

新たな機器を設置してください。

２

交通系電子マネーの取り扱いについて①

青梅駅等の一時利用の支払いに交通系電子

マネーの利用が可能となっていますが、決

済元(電子マネーの入金先)は、現指定管理

者でしょうか。

青梅市が決済元であれば、令和５年度以降

も継続して青梅市が決済元となるのでしょ

うか。

指定管理者が決済元になる場合、現在青梅

市が支払っている交通系電子マネーの決済

手数料額をお教えください。

現在青梅市と電子マネー取扱い業者との間で

代理店契約を結び、直接青梅市に納付しても

らっています。令和５年度以降も継続して青

梅市が決済元となります。

３

交通系電子マネーの取り扱いについて②

東青梅駅南口自転車等駐車場に設置されて

いる一時利用機器の仕様に、「交通系電子

マネーに対応するものとする。」と書かれ

ていますが、一時利用機器を継続する場

合、決済元はどこになるのでしょうか。

他の自転車等駐車場に一時利用機器等を導

入した場合も同様に交通系電子マネーに対

応させなければならないのでしょうか。ま

回答２も参考にしてください。。

東青梅駅南口以外の自転車等駐車場に一時利

用機器等を導入する場合にあっても、現行の交

通系電子マネーが使用できるようにしてくだ

さい。



た決済元はどこになるのでしょうか。

４

施設の設備について

防犯カメラおよびＡＥＤは、現指定管理者

の所有物でしょうか。また、前回の仕様書

に指定管理者が設置する設備の中にＬＥＤ

化が含まれていませんでしたが、指定管理

者の自主事業で行ったのでしょうか。

これらの設備は、原状回復するのでしょう

か。

防犯カメラおよびＡＥＤは現指定管理者の管

理です。これらの設備は原状回復となります。

ＬＥＤ照明は指定管理者の自主事業で行った

ものです。ＬＥＤ照明の原状回復は行いませ

ん。

５

管理運営基準について

管理運営基準４ページア要件(ア)に、「ＩＣ

タグ等を用いたノンストップゲート」、「電

磁ラック」等でと書かれていますが、ノン

ストップゲートと電磁ロックの併設と考え

てよろしいでしょうか。

記載の内容は当該機器の併設を必ず行う旨求

めたものではありません。当該項目について

は、無人管理を行える環境を整える上で様々

な機器の中から「最も低廉かつ有効」と想定

するものの設置が要件となります。

６

施設について①

東青梅駅北口自転車等駐車場の一時利用駐

車場所が、場内で点々としているのです

が、集約することは可能でしょうか、また

その際、一時利用台数を維持しなければな

らないでしょうか。

集約することは可とします。ただし、合計の

収容台数は変更できません。

来年度に跨る定期利用の更新が本年１１月か

ら始まるため、令和５年９月までは現行の場

所、台数を維持することとします。

令和５年１０月以降の集約、変更に関しては

一時利用、定期利用含め青梅市との協議の

上、認められた場合に限り可とします。

７

施設について②

全自転車等駐車場で、自転車バイクとも定

期利用および一時利用の駐車場所を変更し

てよろしいでしょうか。

回答６をご覧ください。

８

募集要領 ３Ｐ 第６ 利用料金制度の適用

除外

本業務における指定管理料 提案上限金額

をご開示いただけますでしょうか。

上限金額は定めておりませんが、令和４年度

予算額（６０，２１３，０００円）を目安と

して、必要経費として認められる額を予算の

範囲内で委託料として支払うものとします。

９

募集要領 ４Ｐ 第９ 申請に必要な書類

(２)具体的な運営内容および支出項目の積

算内訳

各施設の直近３か年の利用者数・利用率を

ご開示いただけますでしょうか。

行政報告では駐車場使用料の「件数」として

公開しております。

件数の推移は下記のとおりです。

（令和３年度、２年度、元年度の順）

東青梅駅北口



１１，１９５、１０，９６７、１４，９４０

青梅駅

１１，５３４、１０，０９２、１３，７３１

河辺駅北口

４２，４６１、３６，７６９、５５，５３６

河辺駅南口

８，０６２、７，４１８、１０，０５８

東青梅駅南口

９，２００、６，６５７

（元年度の東青梅駅南口は民営であったた

め、数値なし）

また、令和３年度の定期利用の利用台数、一

時利用の利用件数については【別表１】を参

考にしてください。

10

募集要領 ４Ｐ 第９ 申請に必要な書類

(２)具体的な運営内容および支出項目の積

算内訳

各施設の直近３か年の交通系電子マネー決

済利用率をご開示いただけますでしょう

か。

（令和３年度、２年度、元年度の順）

東青梅駅北口

５８．６％、５４．４％、５１．１％

青梅駅

６３．９％、６１．０％、５４．３％

河辺駅北口

５６．３％、５１．４％、４８．４％

河辺駅南口

３５．４％、３０．６％、３１．５％

東青梅駅南口

６６．６％、６８．０％

（元年度の東青梅駅南口は民営であったた

め、数値なし）

11

募集要領４Ｐ 第９ 申請に必要な書類

(２)具体的な運営内容および支出項目の積

算内訳

直近３か年の光熱水費を施設ごとにご開示

いただけますでしょうか。

令和３年度の電気料金、水道料金の合算は下

記のとおりです。

東青梅駅北口 ４２４，７８２円

青梅駅 ６３５，１９６円

河辺駅北口 １，３４６，８６０円

河辺駅南口 ３８２，４１１円

東青梅駅南口 １０７，３７７円

令和２年度以前の光熱水費については施設に

よって管理方法が異なることから、開示する

ことができません。



12

募集要領４Ｐ 第９ 申請に必要な書類

(３)各年度の収支の積算内訳

直近３か年の指定管理料金額及び内訳科

目・科目ごとの金額をご開示いただけます

でしょうか。

指定管理料金額については下記のとおりです。

なお、支出の内訳については回答できません。

管理運営委託料は下記のとおりです。

令和３年度 ５８，８３６，０００円

令和２年度 ５０，１１９，０００円

令和元年度 ５１，８６７，０００円

平成３０年度 ５２，３４７，０００円

平成２９年度 ５２，３８５，０００円

（令和２年度は東青梅駅北口、東青梅駅南口が

年度途中から指定管理者制度を導入、令和元年

度は東青梅駅南口が民営のため除外、東青梅駅

北口が令和２年１月３１日までに支出した金

額のため、いずれも５か所を対象に１年間支出

した金額ではありません。また、問４０で「５

年間の管理運営経費」に関する質問があったた

め、５か年分を記載しております。）

13

募集要領８Ｐ 第１５ 選定の基準

「提示額の優位性」とありますが、長期契

約の為、これまでの１０年間で大きく高騰

した人件費や光熱水費をどのように見込む

かで提示額が大きく異なるかと思います。

貴市が考える積算根拠や推移見込みがござ

いましたら、ご開示いただけますでしょう

か。

青梅市が考える積算根拠や推移見込みは特段

ありません。

14

募集要領１１Ｐ ７ その他

「備品については、現状のまま使用してい

ただきます」とありますが、現在設置され

ている電動空気入れや交通系電子マネー決

済端末等は、引き続き使用できるという事

でしょうか。

電動空気入れは現指定管理者が設置したもの

です。指定管理期間満了後、撤去されます。

交通系電子マネー決済端末は市の所有、もし

くは市がリース契約を結んだもののため、引

き続き使用することができます。

15

管理運営業務基準 １Ｐ ２ 利用時間等・

３Ｐ ６ 職員の勤務条件等

職員の配置時間は、平日・休日を問わず休

業日を除いた全日１名もしくは２名以上と

いうことでしょうか。

休業日以外は平日、休日問わず記載のとおり

の勤務条件となります。

16
管理運営業務基準 １Ｐ ４ 指定管理者が

設置する設備

記載の警備設備、防犯カメラ、ＡＥＤにあっ

ては指定管理者にて入替えとなります。設置



(１)～(３)は現状設置されているものを、

指定管理者にて入替を行うという事でしょ

うか。

その場合、設置場所や設置数は提案事項で

しょうか。

また、業務終了後は貴市に無償譲渡するも

のでしょうか。

場所や設置数について、青梅市の指定はあり

ません。

業務終了後は原状回復となります。

17

管理運営業務基準 ２Ｐ ４ 指定管理者が

設置する設備

(１)～(３)は現状設置されているものを継

続するということでしょうか。

その場合、継続する設置個数と継続にかか

る費用をご開示いただけますでしょうか。

また、業務期間中に故障等が生じた際には

指定管理者の負担で交換を行うものでしょ

うか。

回答１６も参考にしてください。。

また、業務期間中の故障等に係る修繕につい

ては、管理運営業務基準５Ｐ７(２)イに記載の

とおりの対応となります。

18

管理運営業務基準 ２Ｐ ４ 指定管理者が

設置する設備

(４)東青梅駅南口自転車駐車場における機

器は、入替を終了させるべき時期の指定

や、貴市が想定している工事期間がありま

すでしょうか。

青梅市としては時期の指定はありませんが、

自転車等駐車場の使用の制限が生じないよう

考慮の上、期間を設定してください。

19

管理運営業務基準 ２Ｐ ４ 指定管理者が

設置する設備

(４)東青梅駅南口自転車場における機器

は、業務期間終了後に貴市に無償譲渡する

ものでしょうか。

指定管理期間終了とともに指定管理者が原状

回復することとします。

20

管理運営業務基準 ２Ｐ ４ 指定管理者が

設置する設備

(４)東青梅駅南口自転車場における機器

は、現在設置されているテント・満空灯を

含めて残置されたものを、業務基準に定め

られた機器については入替を行うという認

識でよろしかったでしょうか。

精算機を覆うテント、満空灯にあってはいず

れも精算機と一体の設備として扱います。

21

管理運営業務基準 ２Ｐ ４ 指定管理者が

設置する設備

「ア 既存設備の撤去・更新費用は、指定

既存設備の撤去にあっては、マニフェストを

作成し、提出してください。

それ以外の撤去に係る要件はありません。



管理者が負担するものとする。」とありま

すが、貴市指定の撤去方法(マニフェスト

を提出等)がございましたら、ご開示いた

だけますでしょうか。

22

管理運営業務基準 ２Ｐ・５Ｐ (５)設備の

保守、操作等

指定管理者が年２回実施する定期点検およ

び設備保守点検は、

①東青梅駅南口の精算機・ラック

②指定管理者が設置した機器

でしょうか。

その他に指定管理業務に含まれる点検業務

がございましたら、仕様をご開示いただけ

ますでしょうか。

指定管理者が年２回実施する定期点検および

設備保守点検は２Ｐ４(４)に示す機器です。

その他、指定管理者が保守点検する業務は５

Ｐ７(５)に示すとおりです。

各点検業務の仕様については、現指定管理者

から委託している内容もあるため、非開示と

します。

23

管理運営業務基準 ２Ｐ (１)受付業務

一時利用証・定期利用証・定期利用券は、

条例施行規則の様式に基づき、指定管理者

が作成するものでよろしいでしょうか。

一時利用証、定期利用証、定期利用券は指定

管理者が作成するものとします。

様式は条例施行規則に記載されたものを原則

としますが、条例施行規則１２条第２項に記

載のとおり、市長の承認が得られれば指定管

理者が定める様式を使用することもできま

す。

24

管理運営業務基準 ３Ｐ (２)使用料の納付

ＰＡＳＭＯ電子マネー決済は、全施設で市

が利用加盟店契約を締結するものとして、

決済手数料や端末通信費等は指定管理者の

支出項目には含まれないという事でしょう

か。

決済手数料は青梅市の負担、端末通信費は指

定管理者の負担とします。

25

管理運営業務基準 ３Ｐ (２)使用料の納付

使用料の納付は、市が利用加盟店契約を締

結するＰＡＳＭＯ電子マネーを除いた現金

支払いのみ、日単位で行うものでしょう

か。

月単位とします。

26

管理運営業務基準 ５Ｐ (２)破損および修

繕の対応等

直近３か年に実施された指定管理負担によ

る修繕項目・金額と、貴市負担で実施され

た修繕項目・金額をご開示いただけますで

現指定管理者から修繕を依頼しているものは、

非開示とします。青梅市で費用負担した修繕は

下記のとおりです。

令和３年度

青梅駅 消火栓修繕 ８５８，０００円



しょうか。 令和元年度

青梅駅 消防用設備（屋上タンク）修繕

４７１，９００円

（令和２年度は修繕なし）

27

管理運営業務基準 ５Ｐ (５)設備の保守、

操作等

ア 照明設備の操作および点検の内容につ

いて、具体的な仕様をご開示いただけます

でしょうか。

スイッチによる照明器具の点灯、消灯、必要

に応じた蛍光管の取り換えなどを示します。

28

管理運営業務基準 ５Ｐ (５)設備の保守、

操作等

イ 消火器の点検において、異常が見つか

った場合や使用期限を過ぎているものが有

った場合には、指定管理者が交換を行うの

でしょうか。

指定管理者が交換を行うものとします。

29

管理運営業務基準 ５Ｐ (５)設備の保守、

操作等

施設に設置された消火栓・火災報知器・Ｓ

ＯＳ防犯ベル・オートスロープ等の保守点

検は指定管理業務に含まれないということ

でしょうか。

管理運営業務基準５Ｐに記載のとおり、消火

栓、火災報知器は「(５)エ 防火管理者による

設備の保守」に、オートスロープは「(５)ウ
コンベアの日常的な点検および簡易な補修」

に含まれます。

30

管理運営業務基準 ５Ｐ (５)設備の保守、

操作等

施設に設置された火災報知器・ＳＯＳ防犯

ベルが作動した場合、管理室に通報される

仕組みでしょうか。

現状、管理員不在時間に作動した場合にど

のように対応しているかをご開示いただけ

ますでしょうか。

屋内施設である東青梅駅北口、河辺駅北口、

青梅駅の各自転車等駐車場については、火災

報知器が押された場合は管理室に通報されま

す。

管理員不在時間に作動した場合の対応につい

ては現指定管理者と青梅市との基本協定にも

とづいた対応になります。

31

管理運営業務基準 ６Ｐ (６)その他の業務

「ア 警備業務(機械警備を含む。)」とあり

ますが、各施設の管理室に設置された機械

警備が業務の対象となりますでしょうか。

警備にあっては指定管理者から委託すること

ができるものとし、管理室に管理員がいない

時間帯の機械警備のセットなどは業務の対象

となります。

32

管理運営業務基準 ６Ｐ (６)その他の業務

場内に長期駐輪があった場合、長期駐輪の

撤去処分は指定管理者の業務でしょうか。

自転車等駐車禁止区域内から持ち込まれた自

転車等の一時保管および引渡し、自転車等駐

車場内の長期駐車車両の一時保管および引渡

しに係る事務は指定管理者の業務、長期駐輪



車両の保管場所への撤去および処分は青梅市

の業務となります。

33
各施設にＬＥＤ化工事の予定はあります

か。

青梅市としては工事の予定はありません。

34

東青梅駅北口自転車駐車場の公衆便所・喫

煙所は、自転車等駐車場外として業務範囲

に含まれないという認識でよろしいでしょ

うか。

公衆便所、喫煙所の清掃等整備については、

指定管理者の業務範囲外となります。ただ

し、トイレの非常警報装置が管理室内にある

ので、異常があれば、市への連絡をお願いし

ます。

35
各施設の図面をご開示いただけますでしょ

うか。

図面については施設見学会に参加した事業者

に対し、個別に対応します。

36

募集要領 Ｐ４ 第９(２)
券売機や精算機などの既存機器のリース期

間や保守業務の内訳は開示出来ますでしょ

うか。

回答１を参考にしてください。

保守業務は現指定管理者が委託契約している

ことから、開示できません。

37

募集要領 Ｐ４ 第９(２)
現場ごとの自転車・バイクそれぞれの定

期・一時月間利用台数、キャンセル待ち人

数推移のデータを直近５か年分頂く事は可

能でしょうか。

【別表１】を参考にしてください。

なお、平成３０年度、平成２９年度について

はすべての自転車等駐車場における左記項目

が揃わないことから、直近３か年分のみの公

開とさせていただきます。

38

募集要領 Ｐ４ 第９(２)(３)
直近５か年分の収支積算の内訳を現場ごと

に頂く事は可能でしょうか。

指定管理委託料は回答１２を参考にしてくだ

さい。。年間売上金額は下記のとおりです。

（令和３年度、２年度、元年度、平成３０年

度、２９年度の順）

東青梅駅北口

６，０４１，０００円、５，８２３，０００

円、７，９８８，０００円、８，８４５，０

００円、９，０６０，０００円

青梅駅

６，４８２，０００円、６，１７８，０００

円、７，９７７，０００円、８，８８１，０

００円、９，１０３，０００円

河辺駅北口

２７，４４７，０００円、２６，３５２，０

００円、３５，１９５，０００円、３４，４

０６，０００円、３４，７６９，０００円

河辺駅南口



５，５６７，０００円、５，４３４，０００

円、６，５２７，０００円、６，６３７，０

００円、７，０５３，０００円

東青梅駅南口

４，１０１，０００円、３，５１５，０００

円

（元年度の東青梅駅南口は令和２年３月まで

民営であったため、数値なし。）

39

募集要領 Ｐ７ 第１５

選定の際の評価基準項目が記載されており

ますが、項目ごとの配点を公開していただ

くことは可能でしょうか。

項目ごとの配点は非公開となります。

40

募集要領 Ｐ１０ 第１８.５(１)
直近５か年分の管理運営経費の内訳を頂く

事は可能でしょうか。

回答１２を参考にしてください。

内訳は非開示とします。

41

青梅市有料自転車等駐車場管理運営業務気

基準 Ｐ３.(４)
現状設定している駐輪場(階層)ごとの自転

車・大型自転車・バイクの収容台数をご教

授いただけますでしょうか。

【別表２】を参考にしてください。

42

青梅市有料自転車等駐車場管理運営業務基

準 Ｐ３.(２)
使用料の納付証持ち込みは毎日が原則でし

ょうか。

回答２５を参考にしてください。

43

青梅市有料自転車等駐車場管理運営業務基

準 Ｐ３.(３)
現状の管理状況の詳細をご教授いただけま

すでしょうか。

例：管理用ＰＣ・携帯電話台数、管理人配

置、配置時間、巡回回数等

現行の管理人配置時間は下記のとおりです。

東青梅駅北口

午前６時３０分から午後８時まで

青梅駅

午前６時３０分から午後８時まで

河辺駅北口

午前６時３０分から午後８時まで

河辺駅南口

午前６時３０分から午後８時まで

東青梅駅南口

午前６時３０分から午前８時３０分まで

ただし、２０日から月末までは下記のとお

り。



午前６時から午前９時まで

午後４時から午後７時まで

なお、東青梅駅南口自転車等駐車場が管理人

不在の時間で、東青梅駅北口自転車等駐車場

が管理人常駐の時間において、問合せを受け

て東青梅駅南口自転車等駐車場に行く場合が

あります。

管理用ＰＣ、携帯電話等は指定管理者が必要

に応じて用意するものです。詳細は現指定管

理者が用意していることから、非開示としま

す。

44

青梅市有料自転車等駐車場管理運営業務基

準 Ｐ３.(４)
無人管理について

「東青梅駅北口自転車駐車場および青梅駅

自転車等駐車場は毎月２０日から月末まで

の午前６時３０分から午前９時３０分ま

で、１名以上常駐させる」とありますが、

定期更新を滞りなく行うためと推察いたし

ます。Ｗｅｂによる定期利用申請を可能と

するシステムの導入をすることで定期更新

日の縛りがなくなり、利用者が窓口に集中

することがなくなります。職員を常駐させ

ることは必須でしょうか。

管理運営業務基準に記載のとおり、必須事項

とします。

45

青梅市有料自転車等駐車場管理運営業務基

準 Ｐ４.ア(イ)(ウ)
利便性向上に向けた使用料徴収手段とし

て、クレジット払い・口座引き落とし等の

徴収手段の検討は可能でしょうか。

青梅市としては、手数料による減収、指定代理

店と青梅市との契約増加による事務手続き、納

入の煩雑さ等を考慮すると、現状の徴収方法か

ら変更することは考えておりません。

ただし、現行の徴収方法に加えて利便性向上に

向けた徴収手段の追加が可能であれば、提案事

項としてあげてください。

46

青梅市有料自転車等駐車場管理運営業務基

準 Ｐ４.ア(ウ)
第５項第１号オの処理が終日機器で行える

こと。とありますが、Ｗｅｂによる定期利

用申請を可能とするシステムの導入は可能

でしょうか。

ｗｅｂによる定期利用申請については「青梅

市要綱等にもとづく申請等手続における電子

申請の利用に関する規程」にもとづく整備が

指定管理者だけでは困難であること、規則に

おける交付書類がいずれも書面であり、個人

情報保護の観点などから、青梅市での導入は



困難であると思われます。

47

青梅市有料自転車等駐車場管理運営業務気

基準 Ｐ４.(２)イ
加入保険料、管理室の機械警備費用、修繕

費の内訳を各現場、年度ごとに頂く事は可

能でしょうか。

回答２６を参考にしてください。

48

青梅市有料自転車等駐車場管理運営業務気

基準 Ｐ５.(５)ア
施設の照明に関してＬＥＤ化の導入状況に

ついてご教授いただけますでしょうか。

青梅駅、河辺駅北口、河辺駅南口の各自転車

等駐車場の施設照明については、現指定管理

者の自主事業により照明のＬＥＤ化が完了し

ております。

49

青梅市有料自転車等駐車場管理運営業務気

基準 Ｐ６.(６)ア
機械警備の導入状況についてご教授いただ

けますでしょうか。

機械警備はすべての自転車等駐車場において

も導入されています。

50

責任分担表 別紙

直近５年分の施設の維持管理業務に関わる

経費の内訳を頂く事は可能でしょうか。

回答１２を参考にしてください。

51

自主事業検討の際、駐輪場内の余地の有無

等の確認を行いたい為、場内の車室割り当

て等が記載された図面をいただくいことは

可能でしょうか。

図面については施設見学会に参加した事業者

に対し、個別に対応します。

52
各駐輪場の収容台数の変更提案は可能でし

ょうか。

回答６を参考にしてください。

53

定期利用の新規・更新受付業務について書

面以外の受付も有効でしょうか。

例：インターネット経由もしくはアプリ等

での申請導入など

回答４６を参考にしてください。

54

防犯カメラを設置する際は、仕様の詳細は

限定されますでしょうか。

例：ネットワークカメラもしくは現地録画

のみ対応など

防犯カメラ設置における仕様の詳細は特段限

定されません。

55

放置自転車の現場・月毎の撤去や管理台数

資料は開示可能でしょうか。

各自転車等駐車場窓口において放置自転車等

の引渡しを行った件数は下記のとおりです。

（令和３年度、２年度、元年度の順）

東青梅駅北口

０件、０件、１件



質問事項は、原則として原文をそのまま掲載しています。

青梅駅

０件、２件、０件

河辺駅北口

７件、４件、１１件

河辺駅南口

１件、２件、２件

なお、東青梅駅南口はありません。

回答３２も参考にしてください。


