
「名古屋市道路附属物自動車駐車場指定管理者募集要項」＝「募集要項」

「名古屋市道路附属物自動車駐車場指定管理者業務仕様書」＝「仕様書」とします。

No 項目 質問内容 回答
別紙
資料

1 共通

施設に防火管理者を置く必要はありますか。 大曽根駐車場は、上層階（公募対象外）を含めた一体的な施設と
なっており、本市が別業者を防火管理者として委託するので、指定
管理者が防火管理者を選任する必要はありません。また、吹上駐車
場は、常駐する人数が少ないので防火管理者を選任する必要はあり
ません。

2 共通

駐車場内の料金表示や利用注意事項等の掲示物について、管理者変
更の場合の撤去は誰が行いますか。

原則、現指定管理者が撤去します。

3 共通

駐車場内の利用案内や料金表等、掲示物の配色について指定はあり
ますか。

掲示物の配色の指定はございません。
吹上中央帯駐車場や、地下駐車場の出入庫口周り等の地上部分につ
いては、名古屋市屋外広告物条例等、関係法令の制限を受ける場合
がございますので、各自ご確認ください。
なお、路面標示を含めた案内標示は名古屋市福祉都市環境整備指
針、区画線設置基準等の公的な基準を準用するなど、安全で見やす
い標示に努めてください。

4 共通

駐車場の管理業務に従事する職員・管理人は、駐車場管理事務所へ
の24時間常駐が基本か、或いは、入出場取扱時間外は職員・管理人
が駐車場管理事務所に常駐せず無人でもよいのでしょうか？

募集要項5（3）職員の配置等（7頁）をご確認ください。

5 共通

周辺路上駐車台数調査について、「毎年度11月の平日及び休日の各
1日実施」とありますが、1日とは24時間でしょうか、また、調査時
間帯と調査時間頻度（1時間毎の調査）等の規定はあるのでしょう
か？

別紙資料「周辺路上駐車台数調査について」をご参照ください。

○

質問事項及び回答一覧



No 項目 質問内容 回答
別紙
資料

6 共通

「資金・物価水準の大幅な変動その他やむを得ない事由により当初
合意された指定管理料等を見直す必要があると認められる場合」と
ありますが、現状、毎年人件費が上昇していることは、指定管理料
等の変更対象になるのでしょうか。

変更対象とはいたしませんので、想定の上、ご提案をお願いいたし
ます。

なお、募集要項６（2）エ（イ）金額の変更（16頁）中、記載に誤
りがありましたので訂正いたします。
誤「資金・物価水準の大幅な変動」→正「賃金・物価水準の大幅な
変動」

7 共通

応募書類様式２　法人等の概要について、駐車場の管理運営の実績
がない場合、主な実績欄はどのような記載が適しているでしょう
か？

法人等としてアピールしたいさまざまな実績をご記載ください。

8 共通

応募書類【様式11-1】及び【様式11-2】の科目について、対象施設
の施設整備費及び管理運営費の過去3～5年間の科目毎の実際の支出
額を開示願います。

平成２６年度から平成２８年度の支出額の総額については別紙資料
「現指定管理者収支等」をご参照ください。
科目毎の支出額は、名古屋市情報公開条例第7条第1項第2号該当に
より非公開とします。

○

9 共通

「クレジットカード等の現金以外の決済手段や割引・ポイントサー
ビス等、利用者サービス向上に係る事業があれば併せて提案してく
ださい。」と具体的な事例をあげて記載がありますが、それらを実
現させるための通信手段（光回線、４Ｇ、ＬＴＥ等）は場内にあり
ますでしょうか？
現在それらが無い場合は、新規に引き込むことが施設自体可能で
しょうか？

現在、管理人事務室までは、通信設備として電話やパソコン用の
ケーブルが引き込まれております。その他の通信設備の導入の際に
は、駐車場躯体への影響のない範囲で設置は可能です。

10 共通
エアコン、冷蔵庫の簡易点検費は、負担いただけるのでしょうか。 指定管理者支出に含めるものとしてください。

11 共通
現在の人員配置について教えて下さい。 基本協定に定める配置は別紙資料「現指定管理者職員配置」のとお

りです。 ○

12 共通

周辺路上台数駐車状況調査の実施とあるが、過去４年間の実施結果
を教えて下さい。

平成26年度から平成28年度までのデータは別紙資料「周辺路上駐車
台数調査結果」のとおりです。平成29年度は本市による事業評価前
のため名古屋市情報公開条例第7条第1項第5号該当により非公開と
します。

○

13 共通
利用台数の過去４年間の実績で、駐車時間別利用台数を月毎に教え
てください

本市は把握しておりません。



No 項目 質問内容 回答
別紙
資料

14 共通

機械警備費用は、指定管理者か貴市のどちらの負担となるのでしょ
うか。

仕様書3（4）分担表（2頁）のとおりです。

15 共通

過去4年間の利用者満足度調査の結果を教えてください。 平成26年度から平成28年度までのデータは別紙資料「利用者満足度
調査結果」のとおりです。平成29年度は本市による事業評価前のた
め名古屋市情報公開条例第7条第1項第5号該当により非公開としま
す。

○

16 共通

1回利用において、昼間、夜間と料金が異なりますが、昼間に入庫
し、夜間を跨いで出庫する場合の料金設定はどのようになっている
のでしょうか。

別紙資料「課金の考え方」をご確認ください。

○

17 共通

定期利用において、昼間の定期利用者が夜間まで駐車していた場合
はどのような対応をしているのでしょうか。（夜間定期利用者が昼
間まで利用した場合も同じ対応になるのでしょうか。）

利用者が保有する定期券の適用時間外の利用時間に対し別途課金さ
れます。

18 共通
定期券で、昼間、夜間、全日のそれぞれの過去4年間の利用状況
（件数と売り上げ）を月毎に教えてください。

名古屋市情報公開条例第7条第1項第2号該当により非公開としま
す。

19 共通
過去4年間で、上限金額まで達した利用台数を月毎に教えて下さ
い。

本市は把握しておりません。

20 共通

指定管理者業務仕様書P.2オ過去4年間の（ア）利用台数、(イ）収
納金額、（ウ）減免台数及び減免金額の記録を教えてください。

(ア）利用台数は募集要項別紙2を確認ください。
(イ）及び（ウ）の平成26年度から平成28年度までのデータは別紙
資料「現指定管理者収支等」のとおりです。
なお、平成29年度は本市による事業評価前のため名古屋市情報公開
条例第7条第1項第5号該当により非公開とします。

○



No 項目 質問内容 回答
別紙
資料

21 共通

消耗品費の内訳及び実績数量（個・枚等）を複数年分ご教示くださ
い。
内訳：衛生消耗品費（トイレットペーパー等）、設備消耗品（管
球）、
駐車場設備消耗品費（駐車券、レシート等）、その他消耗品費

本市は把握しておりません。

22 共通

下記点検について参考までに現在の委託費用及び委託先をご教示く
ださい。
・受変電設備点検
・汚水排水ポンプ点検、汚水槽雑排水層清掃
・空調設備点検
・機械警備
・定期清掃

現指定管理者による委託に関しては名古屋市情報公開条例第7条第1
項第2号該当により非公開とします。
大曽根駐車場の「受変電設備点検」「汚水排水ポンプ点検、汚水槽
雑排水層清掃」及び「空調設備点検」につきましては、仕様書3(4)
【分担表】（維持管理）共同ビル等の包括管理業務として本市が鹿
島建物総合管理株式会社に委託しております。

23 共通

下記設備についてメーカーを教示ください。またエレベーターの点
検仕様はメーカー点検が必須でしょうか。フルメンテナンス・POG
契約かもあわせてご教示ください。
・エレベーター（吹上駐車場）
・駐車管制設備（吹上駐車場、吹上中央帯駐車場、大曽根駐車場）
・非常用発電機（吹上駐車場）
・自動制御設備（吹上駐車場）

設備に関するメーカーとエレベーターの点検仕様は下記のとおりと
なっております。なお、フルメンテナンス契約かPOG契約かは、各
指定管理者の判断にて選択するものです。
・エレベーター（吹上駐車場）
　ダイコー㈱の製造ですが、今年度、取り換え予定です。
　メーカー点検は必須ではありません。
・駐車管制設備（吹上駐車場、吹上中央帯駐車場）
　日本信号㈱の製造です。
・駐車管制設備（大曽根駐車場）
　三菱プレシジョン㈱の製造です。
・非常用発電機（吹上駐車場）
　日本車輌製造㈱の製造です。
・自動制御設備（吹上駐車場）
　アズビル㈱の製造です。



No 項目 質問内容 回答
別紙
資料

24 共通

現行の出入口施錠、解錠時間、施解錠箇所数をそれぞれご教示くだ
さい。

施錠・開錠時間は、現指定管理者の入出場取扱時間によります。
吹上駐車場：午前8時から午後11時まで
大曽根駐車場：午前6時30分から翌午前1時まで
施錠・開錠箇所については、
吹上駐車場：出入庫口　2か所、階段　5か所、エレベーター　1か
所
大曽根駐車場：出入庫口　2か所、階段　3か所

25 共通
廃棄物の処理に係る費用の過去3年程度の年間の実績（費用・kg・
実施会社）をご教示ください。

本市は把握しておりません。

26 共通

照明設備のＬＥＤ化は実施されていますでしょうか 吹上駐車場についてはLED化しております。吹上中央帯駐車場につ
いては街路灯であり、土木事務所にて管理しております。
大曽根駐車場については、LED化は実施しておりません。

27 共通

非常用発電機の製造年数をご教示ください。また、現行はメーカー
による定期点検は実施されていますでしょうか。

吹上駐車場の非常用発電機の製造年数及び定期点検は下記のとおり
です。
・製造年数
　平成6年（1994年）の製造です。
・メーカーによる定期点検
　行っていません。
大曽根駐車場の非常用発電機は、指定管理者の管理対象ではありま
せん。

28 共通

機械警備や防犯カメラについて、機器などはリース契約またはレン
タル契約であり、現行業者と継続して契約できるとの理解でよろし
いでしょうか。その場合、違約金などは発生しないのでしょうか。
機械警備について、新たに機器などを設置しなおさなければならな
い場合、機器の種別・数量や詳細のプランをご開示ください。

機械警備につきましては、現指定管理者が契約・設置しているもの
であり、指定管理期間終了時に原則撤去していただくこととなりま
す。新たな機器等の設置については、指定管理者による提案となり
ます。
施設管理用カメラ（防犯カメラ）につきましては、本市で設置した
ものであり、引き続き使用していただくこととなります。指定管理
者の提案により新たに設置していただくことも可能です。

29 共通

市と指定管理者の責任分担について、自然災害等の不可抗力への対
応は協議事項となっておりますが、過去に適用された事例はありま
すか。その場合、費用負担等は市と指定管理者どちらだったので
しょうか。

適用事例はありません。



No 項目 質問内容 回答
別紙
資料

30 共通

駐車料金減免記録簿を作成することと記載がありますが、貴市で定
める書式はありますでしょうか。ある場合、書式のご開示をお願い
いたします。

書式の指定はございませんので、仕様書3（2）オ（2頁）の項目を
報告できるよう記録ください。

31 共通

様式７　枠内の見出しにつき、(3)の次が(5)となっていますが、様
式に記載されている番号のまま、(4)を飛ばして作成するか、番号
を詰めて作成するか、どちらの形で作成すればよろしいでしょう
か。

（4）を飛ばして作成ください。

32 共通

夜間（機械）警備の契約先の変更などの提案は可能でしょうか？ 募集要項2管理運営方針（3頁）、5管理の基準（7頁）及び業務仕様
書3業務の範囲等に記載されている趣旨を鑑み管理体制をご提案く
ださい。

33
吹上及び吹上
中央帯駐車場

吹上ホールにおける利用休止予定期間について、この休止は収入に
影響しないのでしょうか。

今回休止となる施設は休止により入場者数に大幅に影響を与える施
設ではないとのことから、本駐車場への影響もほとんどないと考え
ております。

34
吹上及び吹上
中央帯駐車場

吹上駐車場の細則上の入出場取扱時間と、場内掲示に記載されてい
る入出場取扱時間が異なる理由についてご教示ください。

現指定管理者の提案により入出場取扱時間を延長していることによ
ります。

35
吹上及び吹上
中央帯駐車場

吹上駐車場の階段について、止水板設置可能な構造のものと、設置
不可能な構造のものの二種類あります。水害対処時は、止水板設置
可能な階段のみ対応すればよろしいでしょうか。

止水板設置を構造上想定していない階段については、土のう設置に
よる対応をお願いいたします。 ○

36
吹上及び吹上
中央帯駐車場

若宮大通「吹上ホール」交差点南東角の歩道上に、吹上駐車場の入
口・満空案内看板が設置されていますが、満空表示が故障していま
す。今年度中に修理がなされるとの理解でよいでしょうか。

現時点では、修繕の予定はありません。

37
吹上及び吹上
中央帯駐車場

吹上中央帯駐車場（東）に設置されている電気自動車充電設備は、
駐車場施設として指定管理者が管理するものですか。

現指定管理者の提案により設置し運用しているものであることか
ら、指定管理者が変更の場合、原則、現指定管理者が撤去します。

38
吹上及び吹上
中央帯駐車場

吹上駐車場では入出場取扱時間（午前8時から午後9時まで）以外は
入口のシャッター等は閉鎖されるのでしょうか？

出入庫口におけるシャッター等の取扱時間外の閉鎖は、防犯上の観
点を考慮した上で、指定管理者にて判断、実施するものです。

39
吹上及び吹上
中央帯駐車場

「大雨・洪水警報の発令中で、現地の状況から浸水の恐れがある場
合には、止水板の設置を行ってください。」とありますが、設置す
る止水板は、既存の止水板があるのでしょうか

止水板は地上部Ｃ階段の保管室内に保管しております。なお、一部
の階段については、土のう設置による対応となりますが、土のうは
止水板の保管室近辺にあわせて保管されております。

○



No 項目 質問内容 回答
別紙
資料

40
吹上及び吹上
中央帯駐車場

当該駐車場で契約している電気事業者及び、その契約内容、電力使
用量を開示願います

電気事業者：名古屋市情報公開条例第7条第1項第2号該当により非
公開とします。
契約内容：契約は現指定管理者が行っており本市は把握しておりま
せん。
電気使用量：平成29年度　約287,000kwh

41
吹上及び吹上
中央帯駐車場

当該駐車場で契約している電話及びインターネット回線の契約事業
者、その契約内容を開示願います

＜電話＞
契約事業者：名古屋市情報公開条例第7条第1項第2号該当により非
公開とします。
契約内容：契約は現指定管理者が行っており本市は把握しておりま
せん。
＜インターネット回線＞
契約なし。

42
吹上及び吹上
中央帯駐車場

吹上及び吹上中央帯駐車場は「指定管理納付金を199,880,000円以
上納付」とありますが、金額は消費税込み、消費税抜きのどちらで
しょうか？

消費税込みです。（募集要項６(２)エ(オ)（１６頁）参照）

43
吹上及び吹上
中央帯駐車場

吹上及び吹上中央帯駐車場は「指定管理納付金を199,880,000円以
上納付」とありますが、過去実績データから算出すると金額が乖離
するのは何故でしょうか

過去3か年の実績を踏まえ本市として設定した金額を今回の条件と
しています。（募集要項６(２)エ(オ)（１６頁）参照）

44
吹上及び吹上
中央帯駐車場

分担表－維持管理に関して、吹上中央帯駐車場部分における管理区
分外の植栽部分の剪定等は、指定管理者が依頼すると対応していた
だけるのでしょうか

吹上中央帯駐車場の植栽は、道路の植栽として計画的に土木事務所
が剪定していますが、他の時期に剪定が必要な場合には、土木事務
所と調整の上、指定管理者が行うことも可能です。

45
吹上及び吹上
中央帯駐車場

現在の損害賠償責任保険の契約内容（保険対象、保険金額）を開示
願います

契約は現指定管理者が行っており本市は把握しておりません。

46
吹上及び吹上
中央帯駐車場

吹上駐車場内の駐車ますにおいて、多数の立ち入り禁止区画があり
ましたが、今回の案件開始時には修繕が終了しているのでしょう
か、また、もし修繕が終わらないのであれば、いつだれが修繕を行
い費用はどこの負担になるのでしょうか？

順次、修繕する予定ですが、時期は未定です。なお、執行及び費用
負担の区分は業務仕様書３（４）（2頁以降）「駐車場の維持管
理、修繕、法定点検及び保守点検に関する業務」にある分担表のと
おりです。

47
吹上及び吹上
中央帯駐車場

過去4年間の光熱水費を教えてください。 名古屋市情報公開条例第7条第1項第2号該当のため非公開としま
す。

48
吹上及び吹上
中央帯駐車場

名古屋市吹上中央帯駐車場（東・西）において車室後方の植栽・樹
木の管理は名古屋市様の管理区分でよろしいでしょうか。

吹上中央帯駐車場の植栽は、名古屋市の管理です。



No 項目 質問内容 回答
別紙
資料

49
吹上及び吹上
中央帯駐車場

消費税率の変更にかかわらず税込の駐車場の利用料金単価を据え置
く提案（税抜では、実質値下げ）をする場合、【様式11-1】及び
【様式11-2】の表に記載する税抜額は、どのように算定すればよろ
しいでしょうか。

例えば、平成30年9月迄の収入については、現行単価に108分の100
を乗じた額とし、平成30年10月以降の収入については、現行単価に
110分の100を乗じた額とするといった形で算定してよろしいでしょ
うか

募集要項6（2）カ　消費税等について（17頁）をご確認ください。

50
吹上及び吹上
中央帯駐車場

次期指定管理期間において、現行リース機器を継続して使用する場
合、リース料相当額を指定管理者が負担することとされています
が、それは納付金の下限額に含まれるのでしょうか。

吹上及び吹上中央帯駐車場において現行リース機器を継続して使用
する場合においては、リース料相当分の金額は指定管理者支出に含
めることとしてください。

51
吹上及び吹上
中央帯駐車場

次期指定管理期間における納付金下限額199,880,000円は現行税率
（8%）の場合の額だと思いますが、消費税率が変更となった場合は
連動して変更になるのでしょうか。

お見込みのとおりです。

52
吹上及び吹上
中央帯駐車場

「指定管理料等の積算の見積りにあたっては、現行税率（8%）をも
とに算定のうえ、108分の100を乗じた額（税抜本体価格）を提示額
としてください」とありますが、納付金の下限額についても同様
に、199,880,000円に108分の100を乗じた額以上を提示額とすると
いう条件でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

53
吹上及び吹上
中央帯駐車場

「駐車場内の除草」について、具体的に、吹上駐車場出入口付近及
び吹上中央帯駐車場と歩道との境界にある植栽（低木及び高木）の
管理は、指定管理者管理区分で含まれていないように見えますが、
どこまでが対象範囲となるのでしょうか。

吹上駐車場及び吹上中央帯駐車場の植栽は、管理対象ではありませ
ん。

54 大曽根駐車場
大曽根駐車場について、指定管理料の提案ではなく指定管理納付金
の提案を行うことは可能でしょうか。

お見込みのとおりです。

55 大曽根駐車場
大曽根駐車場管理事務所内に設置されているパソコンは市の備品で
すか。

現指定管理者の備品です。市の備品につきましては、仕様書別添の
貸付備品一覧表をご確認ください。



No 項目 質問内容 回答
別紙
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56 大曽根駐車場

大曽根駐車場では入出場取扱時間（午前7時から翌日の午前1時ま
で）以外は入口のシャッター等は閉鎖されるのでしょうか。

出入庫口におけるシャッター等の取扱時間外の閉鎖は、防犯上の観
点を考慮した上で、指定管理者にて判断、実施するものです。

57 大曽根駐車場

「大雨・洪水警報の発令中で、現地の状況から浸水の恐れがある場
合には、止水板の設置を行ってください。」とありますが、設置す
る止水板は、既存の止水板があるのでしょうか？

止水板は車両の出入庫口の路面下に格納されており、電動又は手動
により止水板を開閉する構造となっております。
階段の止水板については、自動車駐車場指定管理者の管理する箇所
はありません。

○

58 大曽根駐車場

大曽根駐車場は「指定管理料を21,600,000円まで支払う」とありま
すが、金額は消費税込み、消費税抜きのどちらでしょうか。

消費税込みです。（募集要項６(２)エ(オ)（１６頁）参照）

59 大曽根駐車場

大曽根駐車場は「指定管理料を21,600,000円まで支払う」とありま
すが、過去実績データから算出すると金額が乖離するのは何故で
しょうか？

過去3か年の実績を踏まえ本市として設定した金額を今回の条件と
しています。（募集要項６(２)エ(オ)（１６頁）参照）

60 大曽根駐車場
現在の損害賠償責任保険の契約内容（保険対象、保険金額）を開示
願います。

契約は現指定管理者が行っており本市は把握しておりません。

61 大曽根駐車場

所々に漏水箇所が見られますが、修繕予定はあるのでしょうか。 順次、修繕する予定ですが、時期は未定です。なお、執行及び費用
負担の区分は業務仕様書３（４）（2頁以降）「駐車場の維持管
理、修繕、法定点検及び保守点検に関する業務」にある分担表のと
おりです。

62 大曽根駐車場

監視カメラは、市の備品でしょうか。
また、設置台数と設置位置を教えてください。

施設管理用カメラは、全て本市の所有です。なお、指定管理者で管
理する台数は２５台で、設置位置は別紙資料「施設管理用カメラ配
置図（大曽根）」のとおりです。

〇

63 大曽根駐車場

現地見学の際、管理室内の制御盤が故障していたが、今後修繕の予
定はあるのでしょうか。また、故障していて業務上何か支障はあり
ませんでしょうか。

現在、管理人室内の駐車管制盤が故障しており、順次、修繕する予
定ですが、時期は未定です。なお、駐車状況については、施設管理
用カメラにて確認を行っております。

64 大曽根駐車場
カメラ監視システムは、費用負担（甲）に含まれると理解して良い
でしょうか。

施設管理用カメラ監視システムの修繕に関する費用については、甲
の負担です。

65 大曽根駐車場
過去１年間の回数券・プリペイドカード・定期券の販売実績をご教
示ください。

名古屋市情報公開条例第7条第1項第2号該当により非公開としま
す。
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66 大曽根駐車場

募集要項・P14～P15・イ指定管理者収入・（ア）駐車場の利用料金
に「収入予算の積算に当たっては、過去３か年の指定管理料及び指
定管理納付金を参考にして下さい。」とありますが、過去３か年の
収入実績をご教示ください。

平成26年度から平成28年度までのデータは別紙資料「現指定管理者
収支等」のとおりです。平成29年度は本市による事業評価前のため
名古屋市情報公開条例第7条第1項第5号該当により非公開としま
す。

○

67 大曽根駐車場

大曽根駐車場の入出場取扱時間につきまして、午前７時から翌日の
午前１時となっていますが、入出場の取扱時間を２４時間とするこ
とは可能でしょうか

入出場取扱時間についてご提案いただくことは可能です。（募集要
項5（2）ア（7頁））

68 大曽根駐車場
仕様書別添資料記載以外の管理する設備はありますか。（電気設
備・排水設備・給排気設備など）

仕様書別添資料記載以外に管理する設備はありません。

69 大曽根駐車場

大曽根駐車場の機械警備仕様をご教示いただけますでしょうか。
（センサー設置数/センサー仕様、警備範囲（管理室のみか駐車場
全体か））

契約は現指定管理者が行っており、本市は把握しておりません。

70 大曽根駐車場

大曽根駐車場の現地説明の際に、管理事務所に荷捌券があり、又、
荷捌きの方は管理事務所までお越しくださいとの看板がありました
が、荷捌き車両に対する割引などはありますか。また、荷捌券仕様
につきまして、ご教示お願いいたします。（時間引きか、金額引き
か。時間引きの場合何分ひかれるのか、金額引きの場合何円引かれ
るのか）

地下1階の店舗の関係者による地下2階の荷捌き場における駐車につ
いては、駐車場の利用ではないため、利用料金を徴収せず、入出庫
させる取扱となります。
なお、荷捌き場の利用車両については、減免による利用に準じて記
録をしてください。

71 大曽根駐車場

大曽根駐車場において、供用開始後、浸水被害の履歴をすべて教え
てください。

平成20年度の強雨の際に、出入庫口より降込んだ雨水により、場内
で部分的に浸水が発生しました。その後、排水施設の改良を行い、
浸水は発生しておりません。

72 大曽根駐車場

大曽根駐車場において、躯体瑕疵により漏水している箇所及び閉鎖
している車室をすべて教えてください。

現在、躯体天井部からの漏水は2か所あり、その内1か所では車室を
閉鎖しております。漏水については、順次、修繕する予定ですが、
時期は未定です。漏水箇所及び閉鎖されている車室は別紙資料「車
室閉鎖箇所（大曽根）のとおりです。
なお、漏水の原因は躯体の経年劣化によるものと考えております。

〇
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73 大曽根駐車場

駐車場管理事務所での販売業務において販売時間を指定してよろし
いでしょうか。
（窓口販売時間を9:00～17:00に設定等）

ご提案いただくことは可能です。（募集要項5（3）（7頁））

74 大曽根駐車場
駐車管制装置の保守業者をご教示頂けますでしょうか。 名古屋市情報公開条例第7条第1項第2項該当のため非公開としま

す。

75 大曽根駐車場

近隣イベントの際に現地職員として臨時対応を行う事はありますで
しょうか。
（ナゴヤドームイベント時の交通誘導・場内整理等の臨時増員、ま
た地上の交通規制に伴う駐車場閉鎖等）
ある場合は、すべての配備と業務内容（過去の実績）を教えてくだ
さい。

募集要項２（3頁）等をはじめとした、当施設の設置目的等の趣旨
を鑑みてご提案ください。
現指定管理期間（平成26年度以降）において、駐車場の全部又は一
部の供用を休止した事例はありません。
現在の対応内容等については、名古屋市情報公開条例第7条第1項第
2号に該当のため非公開とします。

76 大曽根駐車場
利用状況月報の作成ですが、指定の様式はありますでしょうか。ま
た現在使用の書式をご開示頂けますでしょうか。

本市で現在指定する様式はありません。

77 大曽根駐車場

B２Fの多目的トイレのインターホンは駐車場管理事務所ではなく、
防災センターへの呼出でしょうか。また、呼出後の対応の方法もご
教示頂けますでしょうか。
（管理事務所で受電後、職員にて開場作業が必要である等）

多目的トイレのインターホンの呼び出しの初期対応（扉の開錠）は
防災センターでの対応となります。
トイレ内の非常呼び出しボタンが押された場合は、防災センター及
び指定管理者管理事務所に通報されます。

78 大曽根駐車場

施設の管理について、法定点検・保守点検における「その他施設・
設備の法定点検」とありますが、具体的にどの箇所を指しているの
かご教示頂けますでしょうか。

管理人室内の冷蔵庫について、「フロン類の使用の合理化及び管理
の適正化に関する法律」に基づき簡易点検が必要です。

79 大曽根駐車場

駐車場管理区分内の止水板の設置箇所及び操作方法、作業に要する
時間をご教示頂けますでしょうか。
また、管理区分外での設置個所はありますでしょうか。
（地上との連絡通路入口等）

出入庫口の止水板を開閉していただくこととなります。出入庫口付
近において電動又は手動により止水板の開閉が可能です。止水板を
電動で閉鎖する場合は１分以内で動作完了します。その他の階段・
通路等については、指定管理者の管理対象ではありません。
設置個所については別紙資料「大曽根止水板について」を参照くだ
さい。

○
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80 大曽根駐車場

利用料金の減免において、場内の駐車場管理室以外の場所で減免処
理を行う事は有りますでしょうか。
また、出口精算機で職員が立ちあう等の対応は有りますでしょう
か。
（減免処理の際に職員にて精算補助の上、割引券を投入して減額す
るなど）

募集要項5（3）職員の配置等（7頁）をご確認いただきご提案くだ
さい。

81 大曽根駐車場

当該駐車場で契約している電気事業者及び、その契約内容、電力使
用量を開示願います。

大曽根駐車場の電気については、本市が契約しており、指定管理者
による契約・支払はありません。
電気事業者：中部電力株式会社
契約種別：高圧業務用電力
電力使用量（大曽根駐車場部分）：平成29年度　約167,000kwh

82 大曽根駐車場

当該駐車場で契約している電話及びインターネット回線の契約事業
者、その契約内容を開示願います

＜電話＞
契約事業者：名古屋市情報公開条例第7条第1項第2号該当により非
公開とします。
契約内容：契約は現指定管理者が行っており本市は把握しておりま
せん。
＜インターネット回線＞
契約なし。


