
千葉県幕張新都心地下駐車場指定管理者（候補者）の募集に係る質問の回答について

企業土地管理局資産管理課

千葉県幕張新都心地下駐車場の指定管理者募集要項等について、企業土地管理局に寄せられた質問及び回答です。

№ 質問項目 質問内容 回答

1 応募資格 千葉県内に事務所を置く、又は置こうとする団体であ
ると記載があるが、置こうとする場合、本公募スケ
ジュールのどのタイミングでどこまでの手続きを行う
必要がありますか。

申請書の提出期限日である９月１８日までに事務所を
設置していただきます。
また、事務所の設置が完了した場合には、所轄の県税
事務所の受付印が押印された「法人等の設立等報告
書」の写し等を提出していただきます。

2 審査基準 審査項目の中の「管理に係る経費の縮減効果」で「県
が想定した結果の上限額を下回っているか？」とあり
ますが、県が想定した結果の上限額を具体的にご教示
ください。

事前に公開はいたしません。

3 納付金 オリンピック時期のみ、納付金の率を変更することは
可能でしょうか。

同期間中の減収を見込んだ上で、指定管理期間中一定
の納付率にて提案ください。

4 納付金 協定書（案）第８条「駐車場の利用収入の○○パーセ
ントを、支払対象期間の最終月の翌月末日までに支払
うものとする。」とあるが出庫できない等のトラブル
があった際には、その都度県への確認をとらなければ
ならないのか。

納付金を納付期限までに支払いできない場合の対応に
ついては、協定書（案）第２９条に基づき、県と指定
管理者で協議して定める事項に該当することから、そ
のようなトラブルがあった際には、県へ即時報告くだ
さい。

5 収支実績 平成２７年度から平成３０年度の収入（月別・曜日
別、精算方法別）、支出（駐車場別、項目別）、各定
期契約者数、入出庫台数（月別、曜日別、精算方法
別）、稼働率の開示をお願い致します。

別添資料１及び２をご参照ください。なお、曜日別及
び時間貸しと定期を分けた入出庫台数並びに稼働率に
ついては、公募の際に公開する資料として取りまとめ
等はしておりません。

6 収支実績 年間の電気代を開示頂けますか。 平成２９年度１年間の電気料金実績は、第一駐車場で
5,601,945円、第二駐車場で8,322,741円です。



№ 質問項目 質問内容 回答

7 引継ぎ業務 ・現指定管理者からの業務の引き継ぎはしてもらえる
のか
・引き継ぎ時に設備等は故障等問題のない状態で引き
継いでもらえるのか

協定書（案）第１９条のとおりです。なお、引継ぎ時
における設備の状態については、現在の指定管理者と
協議していただくことになります。

8 人員配置体制 ・人員配置において各駐車場毎日１名以上配置とあり
ますが、常時１名以上との認識で宜しいですか。また
現在の人員シフトを開示頂けますか。
・ゲートバーを遠隔で操作することで、緊急時も電話
１本で出庫できるような体制を整えることができる場
合には、夜間の人員を０名にすることは可能なのか。
・管理室に人を必ず常駐させないといけないのか。ト
ラブル対応や日常業務等で一時的に人がいないのはあ
りなのか。

２４時間入出庫可能であることから、各駐車場ともに
２４時間体制で１名以上配置してください。また、指
定管理者において、状況に応じて適正なシフトを組ん
でいるため、固定的なシフトとしてお答えすることは
できません。

9 人員配置体制 必要な資格はありますか。(警備資格等) 指定管理者は、消防法第８条（第３６条の読み換えを
含む。）の規定により、防火管理者及び防災管理者を
定め、防火・防災管理上必要な業務を実施していただ
きます。

10 人員配置体制 現駐在員を新指定管理者が双方合意の上で再度雇用す
ることは可能か。

職員の確保を含め人員の配置計画は、応募者の提案事
項です。

11 人員配置体制 現地駐在員には誘導業務があるのか 誘導業務を行うかどうかは、応募者の提案事項です。

12 人員配置体制 現場責任者の雇用形態に指定はあるのか。 現場責任者の雇用形態に指定はありませんが、現場責
任者の業務の内容を鑑みて適正な雇用形態を選択して
ください。

13 駐車場運営 手販売だと不正のリスクがあるため、各種金券(定期
券、回数券)を自動販売機を設置もしくは２４時間対
応のコールセンター経由で販売することは問題ない
か。

基本的に可能ですが、具体的な実施方法については協
議して取り決めることになります。



№ 質問項目 質問内容 回答

14 駐車場運営 お客様へ販売している回数券・定期券の内容を変更で
きる余地はあるのか。

具体的な提案内容を踏まえ協議させていただきます。
なお、回数券・定期券の料金や定期券の発行枚数の上
限は、千葉県幕張新都心地下駐車場条例及び同管理規
程で定められています。

15 駐車場運営 集金作業は駐車場運用に影響がない範囲であれば問題
ないのか。

利用料金の金銭管理については、応募者の提案事項で
す。

16 駐車場運営 現場係員は場内巡回や緊急対応等を自転車を用いて巡
回することは可能なのか。

基本的に可能ですが、具体的な実施方法については協
議して取り決めることになります。

17 駐車場運営 現在の障害者免除の方法をご教示ください。 管理室にて、手帳の提示と「身障者駐車料金免除記録
用紙」に所定事項を記入をして頂き、係員が駐車券に
免除の記録処理を行っています。

18 駐車場運営 場内で起きるトラブルの事例をご教示ください。 近年、トラブルの事例報告はありません。

19 駐車場運営（料金
等）

消費増税により普通駐車料金は変更できないという認
識でよろしいでしょうか。

募集要項の５.「管理運営経費等」の（２）のとおり
です。

20 駐車場運営（料金
等）

利用料金の上限単価以下であれば事業者の判断にて料
金を変更することは可能ですか。

可能です。

21 駐車場運営（利用者
サービス等）

・ＩＴ駐車場情報サービスシステム通信装置につい
て、毎月の費用は指定管理者の負担でしょうか。ま
た、通信料はいくらでしょうか。
・三井アウトレットやプレナ幕張などの商業施設の提
携条件を開示頂けますか。提携単価や新管理者は継続
して提携が必要でしょうか。

ＩＴ駐車場情報サービスシステム通信装置及び商業施
設の提携条件については、現指定管理者の提案事項で
あり、具体的な内容については、公募の際に公開する
資料として取りまとめ等はしておりません。また、継
続するかどうかについても、応募者で各自判断くださ
い。

22 駐車場運営（イベン
ト時の対応）

・満車時に特殊な対応はあるのか
・特定日(幕張メッセでのイベント等)で特殊な対応
(増員、普段行わない業務等)はあるのか

イベント等による混雑時あるいは満車時において、場
外（入口部）での車両誘導は必須業務ではありませ
ん。ただし、利用者サービスの向上、安全性の確保の
ため、管理員による車両誘導等は望ましいと考えま
す。



№ 質問項目 質問内容 回答

23 駐車場運営（危機管
理）

現在放置車両はありますでしょうか？
該当車がある場合、次期指定管理期間開始前までに対
応はしていただけるのでしょうか？

現時点で、放置車両はありません。また、平成３０年
３月までに放置車両が発生した時は、現指定管理者が
対応します。

24 駐車場運営（危機管
理）

防災訓練は実施しているのか 指定管理者は、消防法第８条（第３６条の読み換えを
含む。）の規定により、防火・防災訓練を実施してい
ます。

25 駐車場運営（危機管
理）

水害により、冠水又は１部冠水したことはあるのか これまで、冠水等の被害はありません。

26 駐車場運営（危機管
理）

市が定める冠水危険地域・津波地域に該当してるの
か。水防法に該当している物件なのか。

千葉市作成の津波ハザードマップでは、浸水の想定は
ありません。また、水防法第１４条に規定する浸水想
定区域の指定はありません。

27 駐車場運営（事務
等）

自主事業に関しては売り上げの報告は必要ないという
認識でよろしいでしょうか。

日報、月報、事業報告書等の報告事項として義務付け
ておりませんが、募集要項の３.「業務の基準」の
（３）の記載事項をご留意ください。

28 駐車場運営（事務
等）

・売上報告の具体的な報告項目、報告頻度を教えてく
ださい。
・売り上げ必要項目を満たせば報告形式は当方に委ね
てもらえるのか。

売り上げについては、各月分を駐車場月報にて、各年
度分を事業報告書にて報告いただきます。
報告項目については、定めていませんので、県と指定
管理者で協議して取り決めることになります。

29 駐車場運営（事務
等）

日報及び月報について、それぞれに決まった書式はあ
るのか。ない場合は必ず必要な項目はあるのか。ま
た、現指定管理者が報告している内容についてご教授
ください。

書式、必要項目については定めていませんので、県と
指定管理者で協議して取り決めることになります。日
報は、当日の勤務体制、駐車場利用状況、巡視状況等
について作成されています。月報は、売上精算書、売
上日計表、各設備等の点検報告結果等について取りま
とめの上、報告いただいています。

30 駐車場運営（事務
等）

日報について、毎日県への提出は必要なのか 日報の提出は義務付けておりませんが、県が必要と認
めるときは提出いただきます。

31 駐車場運営（清掃業
務）

場内清掃、便所清掃について、専門の業者である必要
があるのか

必要ありません。



№ 質問項目 質問内容 回答

32 駐車場運営（清掃業
務）

場内清掃、便所清掃について、専用の機材(ポリッ
シャー)を用いた清掃をしないといけないのか。

清掃に用いる機材は特に定めておりません。

33 駐車場運営（清掃業
務）

空調機器等の清掃範囲を教えてください。
空冷ヒートポンプパッケージ、全熱交換器フィルター
清掃、室外機フィン洗浄も清掃範囲に入るのか。入る
場合は清掃回数は1 回で宜しいでしょうか。

空調機器等の清掃範囲は定めておりません。
指定管理者の判断で適宜実施してください。

34 駐車場運営（清掃業
務・保守点検業務）

消防点検、停電作業、受水槽清掃等の作業時間帯に指
定はあるか。（受水槽は２槽式か？）

点検及び清掃に時間の指定はありません。なお、受水
槽は２槽式です。

35 駐車場運営（保守点
検業務）

参考資料の４.「設備等保守点検数量一覧」の３.「料
金管制設備（精密点検及び定期点検）」とありますが
両点検は具体的にどのような点検なのか詳細を教えて
ください。

分解清掃、機能点検、消耗品交換等を行っています。

36 駐車場運営（保守点
検業務）

本駐車場外の道路部分に設置してある「県営地下駐車
場情報」の案内板の点検については本指定管理業務外
との認識で良いか？

道路部分に設置されている案内板は、参考資料の４.
「設備等保守点検数量一覧」の６.「案内表示板（精
密点検及び定期点検）」の行先案内板３基に該当しま
す。

37 駐車場運営（保守点
検業務）

参考資料の４.「設備等保守点検数量一覧」の６.「案
内表示板（精密点検及び定期点検）」とありますが両
点検は具体的にどのような点検なのか詳細を教えてく
ださい。

点灯試験及び表示が確認できる状態を保つための清掃
業務です。

38 駐車場運営（保守点
検業務）

発電機負荷試験の点検において、実負荷試験・模擬負
荷試験の指定はあるのでしょうか？

発電機は設置されておりません。

39 駐車場運営（保守点
検業務）

昇降機点検はメーカー点検等の指定があるか。
昇降機設備はフルメンテナンス契約との認識でよいで
しょうか？

メーカーによる点検を義務付けておりません。また、
メンテナンス契約の種類に定めはありませんが、現在
の指定管理者はＰＯＧ契約による点検を実施していま
す。

40 駐車場運営（保守点
検業務）

連結送水管耐圧試験の次回実施年をご教授ください。 耐圧試験は３年毎に実施することが義務付けられてお
り、次回は平成３１年度に実施していただきます。



№ 質問項目 質問内容 回答

41 駐車場運営（保守点
検業務）

消防設備の泡消火薬剤はＰＦＯＳでしょうか？
ＰＦＯＳの場合、サンプリング試験の実施は必要で
しょうか？

ＰＦＯＳ含有薬剤です。サンプリング試験は、指定管
理者の費用負担により実施してください。

42 駐車場運営（保守点
検業務）

給排水設備のポンプ点検は必要か。（加圧給水ポン
プ、雑排水ポンプ、汚水ポンプ）
※加圧給水ポンプの点検を行う際は断水作業が考えら
れる為。

受水槽設備の点検時に併せて実施ください。

43 駐車場運営（保守点
検業務）

空冷ヒートポンプパッケージのフロン排出抑制法に伴
う、フロンガス漏洩点検（簡易点検4 回/年、定期点
検1 回/3 年）は見積除外という認識で宜しいでしょ
うか。

点検の実施は指定管理者の業務に含まれます。

44 駐車場運営（保守点
検業務）

設備等保守点検数量一覧に記載されている点検項目以
外は指定管理者の業務対象外との認識でよろしいで
しょうか？

参考資料の４.「施設等保守点検数量一覧」のほか、
連結送水管の耐圧試験、自家用電気工作物の保守点検
があります。

45 駐車場運営（保守点
検業務）

参考資料の３.「千葉県所有の物品一覧」には、電源
設備、中央監視設備、TV・ラジオ受信設備、電話設
備、放送設備、駐車場情報通信装置等がありますが、
４.「設備等保守点検数量一覧」には含まれていませ
ん。これら設備の保守点検は不要もしくは県が実施と
いう理解でよろしいでしょうか。

電源設備の点検はNo.44のとおり行っていただきます
が、中央監視設備、TV・ラジオ受信設備、電話設備、
放送設備、駐車場情報通信装置等の点検は、実施につ
いて定めていません。必要に応じて適宜行ってくださ
い。なお、県は実施しません。

46 駐車場運営（保守点
検業務）

駐車場機器点検作業は駐車場運用に影響がない範囲で
あれば問題ないのか。

駐車場運用にできる限り影響が出ないように作業を
行ってください。

47 駐車場運営（保守点
検業務）

・設備等の保守点検業務(リースによる設置設備も含
む)の現在の委託先事業者と委託金額をご開示願いま
す。
・各設備の点検報告書をご開示願います。

公募の際に公開する資料として取りまとめ等はしてお
りません。



№ 質問項目 質問内容 回答

48 施設及び設備の修繕 ・大規模修繕と小規模修繕の定義を教えてください。
・メーカー耐用年数経過による設備不良や経年劣化が
原因で設備不良が発生した場合は大規模修繕範疇での
更新工事になる認識でよいのか。

修繕工事については、指定管理者が決定した後、取り
扱いを協議しますが、県が行う大規模修繕工事は、協
定書（案）第７条第２項に規定するものであり、これ
以外の修繕工事については、指定管理者の負担となり
ます。

49 施設及び設備の修繕 大規模修繕に駐車場舗装の打ち換えは含まれるのか、
御教授願います。

現時点では、県は駐車場舗装の打ち換えを実施する予
定はありませんは、実施する際には、県と指定管理者
で協議します。

50 施設及び設備の修繕 協定書の危険負担表にある「施設・設備の損傷」の項
目において「経年劣化によるもの(小規模のもの)」
「第三者の行為から生じた相手方が特定できないもの
(極めて小規模なもの)」の具体例を教えてください。

「小規模」及び「極めて小規模」の定義は、事案ごと
に、県と指定管理者の協議により決定します。なお、
指定管理者が実際に行った修繕については、参考資料
の６.「小規模修繕実績一覧」を参照ください。

51 施設及び設備の修繕 指定期間中の大規模修繕工事について、確定、未確定
を問わず、予定をご教示ください。

平成３１年度に受変電設備の改修を計画しており、改
修に係る駐車場運営への影響については、判明次第お
伝えします。なお、その他の大規模修繕工事等は今の
ところ予定はありませんが、実施する場合は、事前に
指定管理者と協議します。

52 施設及び設備の修繕 場内に漏水箇所があるように見受けられます。 詳細
な場所の開示をお願い出来ますでしょうか？
又、現状の漏水箇所は次期指定管理期間開始前までに
修繕が行わる予定はあるのでしょうか？

現在、漏水箇所の特定を行うための調査を検討してお
ります。なお、修繕工事の実施計画は未定ですが、早
い時期に行う予定です。

53 駐車場設備 ・現在設置されている駐車場管制設備のうち、千葉県
所有の駐車券発行機や発券機・ゲート機・満空車案内
は継続して使用することは可能ですか。
・参考資料の３.「千葉県所有の物品一覧」にあるも
のは、指定管理者で使わせてもらえる認識でよいの
か。

県が所有する設備、物品等は継続利用可能です。



№ 質問項目 質問内容 回答

54 駐車場設備 第二駐車場において、発券レーン横に車高オーバー通
過用のゲート機がありますが、どのように対応してい
るのでしょうか。また、今後も撤去をせずに必要で
しょうか。

入場口に設置されているセンサーにより、車高をオー
バーしている自動車が入場した場合、警告音と共に、
車高オーバー通過用のゲート機が開き、退場を促しま
す。
なお、安全性の確保のため、車高オーバー通過用の
ゲート機は必要と考え、県が設置しています。

55 駐車場設備 第二駐車場において、フロア別満空表示が稼働してい
ないように見えたが、故障中でしょうか。

稼働しています。

56 駐車場設備 駐車場内の電波状況(駐車場内で携帯電話は問題なく
使えるのか)を教えてください。

参考資料の１.「千葉県所有の設備等一覧」の８.「そ
の他」の（６）のとおり、電気通信事業者の携帯電話
基地局が設置されており、電波状況は良好です。
なお、第一駐車場における、（株）NTTドコモの基地
局については、平成３０年１０月までに設置される予
定です。

57 駐車場設備 管理室内はインターネット環境はあるのか。また、そ
れを使わせてもらうことは可能なのか。ない場合は回
線を引くことはできるのか。

現在の指定管理者がプロバイダ契約を結び、インター
ネット環境が確立されています。契約の継承について
は、引継ぎ時に現在の指定管理者と協議していただく
ことになります。

58 駐車場設備 精算機、発券機、事前精算機、認証機(設置先含む)の
台数を教えてください。

ホームページで公開中の参考資料の１.「千葉県所有
の設備等一覧」及び２．「現指定管理者のリース契約
等により設置されている設備等一覧」をご覧くださ
い。

59 駐車場設備 ・現状設備（精算機等）を入れ替えなければいけない
のでしょうか。
・現事業者がリースにより導入した設備については事
業者の責任で維持管理を行うという理解でよろしいで
しょうか。

現指定管理者のリース契約等により設置されている設
備等については、現指定管理者の提案に基づき置かれ
ているものであり、リース契約を継承するかどうかに
ついても、応募者で判断ください。



№ 質問項目 質問内容 回答

60 駐車場設備 ・参考資料の１.「千葉県所有の設備等一覧」に示さ
れた設備のメーカー及び機種をご開示願います。併せ
て現事業者がリースで設置している設備についてもご
開示願います。
・リースの防犯カメラ及び電気自動車用急速充電器の
減価償却状況を御教授願います。

別添資料３をご参照ください。
なお、現指定管理者のリース契約等により設置されて
いる設備等のメーカー、機種、減価償却状況について
は公募の際に公開する資料として取りまとめ等はして
おりません。

61 駐車場設備 外周部または内部のサインを変更することは可能です
か。

基本的に可能ですが、具体的な実施方法については協
議して取り決めることになります。

62 その他 着用する衣服に指定はあるのか 衣服の指定はありません。

63 その他 収容能力台数と平面図の台数が一致しておりません
が、運営可能な台数を各駐車場別にご教示ください。

別添資料４を参照ください。平面図は、計画時のもの
であり、現況と差異があります。現在の収容可能台数
は、募集要項の１.「対象施設の概要」の（４）のと
おり、第一駐車場が２８０台、第二駐車場が４５９台
です。

64 その他 経費精査のため、各点検業者と現地確認・調査するこ
とは可能ですか。

自動車の通行の妨げや駐車場の管理運営上の支障とな
る恐れがあることから、事前に下記問合わせ先まで、
希望日時等をご相談ください。

※回答漏れ等がある場合には、問合せ先までお問い合わせください。

【問合せ先】

企業土地管理局資産管理課事業推進室

ＴＥＬ：０４３－２９６－８７９２

ＦＡＸ：０４３－２９６－６４６３

E-Mail：assetma-m4@mz.pref.chiba.lg.jp


