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小浜市営駐車場（以下「駐車場」という。）および小浜市自転車駐車場（以下「自

転車駐車場」という。）の指定管理者が行う業務の内容（以下「業務」という。）およ

びその範囲等は、この仕様書によるものとする。 

 

 

第 1章 総則 

 

１ 指定期間 

 令和３年４月１日から令和６年３月３１日までとする。 

 

２ 収入、納付金等 

(1) 収入 

駐車場の利用に係る料金（以下、「利用料金」という。）は、指定管理者の収入

とし、その収入をもって業務に要する費用に充てる「利用料金制」とする。 

なお、利用料金の額は、条例および規則で定められる使用料の範囲内で、あら

かじめ市長の承諾を得て、指定管理者が定めるものとする。 

(2) 納付金 

   指定管理者は、納付金として、最低保証額および年間の収入額が 1,900万円を

越えた場合、その超過額に一定の納付率を乗じて得た額を合わせて、小浜市に納

入しなければならない。 

 このうち、最低保証額および納付率の具体的な数値については、次の各号で定

める範囲において、申請者からの提案に基づいて決定するものとする。 

 ① 最低保証額 1,300万円以上 

 ② 年間の収入額が 1,900万円を上回り、2,000万円以下となった場合の 1,900

万円を超過した額に乗じる納付率 60％以上 

 ③ 年間の収入額が 2,000万円を上回り、2,100万円以下となった場合の 2,000

万円を超過した額に乗じる納付率 50％以上 

 ④ 年間の収入額が 2,100万円を上回った場合の 2,100万円を超過した額に乗

じる納付率 40％以上 

(3) 区分経理、管理口座 

   業務にかかる経費および収入は、指定管理者の他の事業会計とは区別し、管理

口座は他の口座とは別に管理すること。 

   また、指定管理に係る経理は、施設ごとに整理（共通経費は按分）すること。 
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第２章 施設 

 

３ 対象施設 

 

４ 対象施設の利用料金 

 (1) 時間性およびパスカード制によるもの 

※  パスカードの有効期間は、偶数月の始めから翌月分までの最大 2 ヶ月分とし、

奇数月の 25日から次回分を販売とする。 

   途中で購入する場合は、日割を適用する。 

  

名称 位置 収容台数 

小浜市営広峰駐車場 小浜市小浜広峰 113 186台 

小浜市営大手第 1駐車場 小浜市大手町 12-12-1 38台 

小浜市営駅前駐車場 小浜市駅前町 21-11-6 117台 

小浜市営伏原駐車場 小浜市伏原 32-10-1 84台 

小浜市営生守第 1駐車場 小浜市生守 41-32 66台 

小浜市駅前自転車駐車場 小浜市駅前町 22-1-15 542台 

区分 料金 適用駐車場 

昼間 

（午前 7時から午

後 7時まで） 

夜間 

（午後 7時から午

前 7時まで） 

時間性 駐車後 1時間は

無料とし、1時間を

超えるときは、1時

間ごとに 100円を

加算する。 

 駐車後、1時間は

無料とし、1時間を

超えるときは、3時

間ごとに 100円を

加算する。 

小浜市営広峰駐車

場 

小浜市営大手第 1

駐車場 

 駐車後、1時間は無料とし、1時間を

超えるときは、3時間ごとに 100円を加

算する。 

小浜市営駅前駐車

場 

パスカード制 パスカード 1枚につき 1台 1月 5,000

円 

小浜市営広峰駐車

場 

小浜市営駅前駐車

場 
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 (2) サービス券制によるもの 

サービス券の種類 1冊当たりの料金 適用駐車場 

100円券 2,000円 小浜市営広峰駐車場 

小浜市営大手第 1駐車場 

小浜市営駅前駐車場 

200円券 4,000円 

 ※ サービス券は 1冊 21枚綴りとする。 

 

 (3) 月ぎめ制によるもの 

区分 料金（駐車 1台 1月につき） 

小浜市営伏原駐車場 3,600円 

小浜市営生守第 1駐車場 3,000円 

 

※ パスカード制および月ぎめ制による駐車場の料金については、この表に定める

料金の額に、当該額に消費税法（昭和 63年法律第 108号）第 29条に規定する税

率を乗じて得た額（以下「消費税相当額」という。）および消費税相当額に地方

税法（昭和 25年法律第 226号）第 72条の 83に規定する税率を乗じて得た額を

加えた額とする。 

 

５ 料金の減免 

  小浜市は、次の各号に定めるとおり、駐車場利用者に対する減免措置を行うこと

とし、指定管理者は、その内容に従わなければならないものとする。 

① 小浜市営駅前駐車場の利用者のうち、ＪＲ小浜駅での往復切符購入者に対

し、15時間の無料パンチ、また、定期券購入者に対し無料でパスカードを配

布する。 

その際、指定管理者は、パスカード代金として、1台当たり 1ヶ月 500円を

半期ごとに小浜市企画部北陸新幹線・総合交通推進課へ請求することとする。 

② 小浜市営広峰駐車場の利用者のうち、小浜市にある大学および専門学校生

には、学割を適用とする。学校で専用の申込書をもらってきた学生にはパス

カードを半額で提供とする。 

ただし日割および還付は適用しないこととする。（１ヶ月 2,500円（税別）、

2ヶ月 5,000円（税別）） 

   ③ 市営駐車場利用者のうち、運転免許保有者で、身体障がい者手帳１～３級

所有者、療育手帳所有者、精神障がい者手帳所有者、または、介護者の必要

な第１種身体障がい者手帳所持者、介護者の必要な療育手帳Ａランク所持者

またはそれに相当する精神障がい保健福祉手帳所持者について、パスカード

やサービス券（年間１２冊まで）を半額で提供とする。 
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６ 対象施設の運用 

 (1) 供用時間および休止 

   施設の供用時間および休止については、次の各号に定めるとおりとする。 

   ① 駐車場については、全日 24時間制および月ぎめとする。 

   ② 自転車駐車場については、全日 24時間制とする。 

   ③ 市長が、工事、積雪その他の利用により、必要があると認めるときは、駐

車場の全部または一部の供用を休止することができるものとする。 

 (2) 駐車の拒否 

   市長は、次の各号に該当する場合は、駐車場における駐車を拒否することがで

きる。 

   ① 区画線を越える荷物を積載するとき。 

   ② 発火性または引火性の物品を積載するとき。 

   ③ 駐車場の管理に支障があると認められるとき。 

 

 

第３章 業務 

 

７ 指定管理者が行う業務の内容 

 (1) 駐車場に関する内容 

  ア 時間制駐車場の利用料金回収業務（週 1回以上） 

  イ 駐車券の補充 

  ウ パスカード（広峰・駅前）、サービス券（100円券・200円券）の販売 

  エ 月ぎめ制駐車場利用者の利用料金口座引落手続き（毎月月末） 

  オ 月ぎめ制駐車場の使用許可手続き 

  カ 駐車料金滞納者からの料金徴収 

 (2) 自転車駐車場に関する内容 

  ア 自転車の整理（月 2回程度） 

  イ 放置自転車の処理（年 2回程度） 

 (3) 駐車場、自転車駐車場に共通する内容 

  ア 清掃業務（月 2回程度） 

  イ 駐車場機器の保守点検（年 4回） 

  ウ 除草・低木剪定・除雪（随時） 

  エ 施設、設備、備品の軽微な修繕（駐車場機器は除く） 

  オ 照明機器の日常点検と球切れ、故障時の交換 

  カ トラブル等の対応（24時間） 

 (4) 計画書、報告書、文書管理に関する内容 

  ア 事業計画書および収支予算書の作成 

    指定管理者は、次年度の事業計画書および収支予算書を毎年 10月末までに
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作成し、小浜市に提出することとする。 

  イ 事業報告書および収支決算書の作成 

    指定管理者は、次の各号に掲げる内容を記載した事業報告書および収支決算

書を会計年度終了後 50日以内に作成し、小浜市に提出することとする。 

    ① 管理業務の実施状況および利用状況に関すること。 

    ② 利用料金その他、収入の実績に関すること。 

    ③ 管理業務に係る経費の収支状況に関すること。 

    ④ その他管理の実態を把握するために、市長が必要と認める事項 

ウ 管理業務にかかる業務報告書を毎月作成し、翌月の 15日までに小浜市に提出

することとし、さらに毎日管理業務日誌をつけ、小浜市から提出を求められた

時には遅滞なく提出しなければならないものとする。 

  エ 文書等の管理、保存 

    指定管理者は、業務に伴い作成、または受領した関係帳票および経理関係書

類について整備し、指定期間満了の日から５年間保存しなければならない。 

    また指定期間終了または指定取り消し時に、該当文書等を小浜市の指示に従

って引き渡すこと。 

    出納関連の事務について監査を行うために必要がある場合には、市長は、指

定管理者に対して帳簿書類その他の記録の提出を求めることがある。 

 

８ 管理運営の基準 

 (1) 管理運営方針 

 ア 公の施設として、その利用に際しては平等かつ公平な取扱いを行うこと。 

 イ 駐車場および自転車駐車場の出入りや場内における交通の安全を確保する

こと。 

 ウ 駐車場および自転車駐車場の管理運営にあたっては、駐車場および自転車駐

車場の防犯対策、環境負荷の低減など、小浜市の施策に準じること。 

 エ 指定管理者が、施設の管理運営にかかる各種規定および要項等を作成する場

合は、小浜市と協議を行うこと。 

 (2) 責任者の設置 

   管理責任者を配置し、その者の氏名等を小浜市に報告すること。 

(3) 再委託の禁止 

  指定管理者は、管理業務を第三者に委託し、または請け負わせることはできな

い。 

  ただし、部分的な業務について、小浜市の承認を得た場合は、この限りではな

い。 

(4) 関係法令等の遵守 

   指定管理者は、地方自治法、駐車場法、小浜市営駐車場設置および管理条例、

小浜市自転車駐車場設置および管理に関する条例その他関係法令等を遵守する
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こと。 

(5) 個人情報の保護 

   指定管理者は、個人情報の取り扱いには十分留意し、漏えい、滅失およびき損

の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることとする。 

(6) 秘密を守る義務 

   指定管理者は、業務の執行に当たってその職務上知り得た秘密を第三者に漏ら

してはならない。 

指定期間終了後も、また、同様とする。 

(7) 指定管理者の明示 

   指定管理者が管理する施設であることを利用者に明示するため、当該施設内に

指定管理者の名称および連絡先を表示することとする。 

(8) 指定管理業務に対する保険への加入 

   指定管理者が、利用者や第三者に損害を与えた場合の備えとして、指定管理業

務に対する保険に加入することとする。 

  ア 災害保険 

    小浜市は、当該施設について建物総合損害共済保険に加入し保険料を支払う

ものとする。 

    ただし、指定管理者の責に帰すべき事由により、小浜市が損害をうけたとき

は、賠償について指定管理者に請求することができるとする。 

  イ 賠償責任保険 

    指定管理者は、損害賠償責任が生じたことによって被る損害を総合的に補填

する損害賠償保険に加入することとし、その費用は指定管理に関する収支に含

むこととする。 

  ウ その他 

    指定管理者が自己の責に帰すべき事由により負担する修繕費を担保するた

めに保険に加入する場合は、その保険料について、指定管理に関する収支に含

まず、指定管理者独自の経費とする。 

 

９ 指定管理者の行う施設の修繕および物品の取扱い 

 (1) 施設、設備の修繕 

  ア 1件当たり 10万円まで、かつ年間 20万円までの修繕は、指定管理者が行う

こととし、1件当たり 10万円を超える修繕、または年間の修繕費が 20万円を

超えたときは、小浜市と協議することとする。 

    ただし、小浜市への協議なく行われた場合は、すべて指定管理者の負担とす

る。 

  イ 小浜市は、必要があると認められる場合は、指定管理者に施設、設備の安全

対策を命じることができるものとする。 

 (2) 備品の購入、管理について 
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  ア 指定管理者は、施設の利用に支障をきたさないように、本施設備え付けの備

品を管理することとする。 

  イ 下記に定める運営上必要な備品に関しては、指定管理者の判断によって購入

することとし、その他のものに関しては、小浜市の承認を得た上で購入するこ

ととする。 

     ① 駐車券 

     ② サービス券 

     ③ パスカード 

     ④ 記録用紙、領収書用紙 

     ⑤ 蛍光灯などの安価な備品 

  ウ 市営駐車場で使用される小浜市の器具、備品に関しては、無償で貸与するこ

ととする。 

 (3) 管理施設・設備・備品等の損傷について 

   指定管理者の責に帰すべき事由により生じた管理施設・設備・備品等の故障・

損傷については、指定管理者が自らの経費で速やかに修繕することとする。 

この場合の修繕に要する経費については、指定管理に関する収支に含んではな

らない。 

また、指定管理者が自己の責に帰すべき事由により負担する修繕費を担保する

ために、保険等に加入する場合は、その保険料の負担についても、指定管理に関

する収支に含んではならない。 

 

10 小浜市と指定管理者の責任分担 

項  目 内   容 小浜市 
指 定 

管理者 

７に掲げる業務   ○ 

条例等の改正 供用時間、駐車料金等 ○  

災害時における 

初期対応 

待機、連絡体制確保 

被害調査・報告、応急措置等 
(指示) ○ 

災害復旧 本格復旧 ○  

駐車場の管理経

費 
清掃、電気代、除雪等に係る経費  〇 

自転車駐車場の

管理経費 

清掃、電気代、自転車の整理、放置自転車の処

理、除雪等に係る経費 
 ○ 
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行政上の理由に

より事業変更し

た場合の増加経

費 

行政上の理由から、事業を変更もしくは停止し

た場合における管理運営にかかる経費の増加

分 

○  

天災等の不可抗

力による増加経

費 

天災等、指定管理者の責に帰すことができない

理由による管理運営にかかる経費の増加分 
○  

利用者や第三者

への賠償 

業務の履行に関して発生した損害  ○ 

小浜市の責に帰すべき理由により生じた損害 ○  

 

 

第４章 その他 

 

11 緊急時の勤務体制 

火災、地震、暴動等の緊急時においては、駐車場および自転車駐車場の保全上必

要な従業員を配置するとともに、緊急時、故障時の呼び出しに応じられる体制を確

立しておくものとする。 

 

12 従業員の労務管理 

  指定管理者は、従業員の労務管理の一切の責任を負うものとする。また、本業務

は公共施設の維持管理上予定外に機能停止できないことを念頭におき、従業員の争

議行為、退職、欠勤等に対処できる体制を整えておくものとする。 

 

13 権利義務の譲渡等 

  指定管理者は、業務に関する権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または主たる

業務のすべてを第三者に委任してはいけない。 

ただし、市長の承諾を得た場合はその限りではない。 

 

14 管理が困難となった場合の措置 

(1) 指定管理者の責に帰すべき事由により、適切な施設の管理が困難となったと認

められる場合、または、指定管理者の財務状況が著しく悪化し、施設の管理が困

難と認められる場合は、小浜市は、指定管理者の指定を取り消すことができるも

のとする。 

なお、この場合、小浜市に生じた損害は、指定管理者が小浜市に賠償しなけれ

ばならない。 
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(2) 不可抗力その他、小浜市または指定管理者の責に帰することができない事由に

より、施設の管理が困難となった場合、小浜市と指定管理者は、管理の継続の可

否について協議を行うものとする。 

なお、協議の結果、当該指定管理者による施設の管理が困難と小浜市が判断し

た場合は、小浜市は指定を取り消すことができるものとする。 

 

15 指定期間終了 

(1) 指定期間が終了する日までの間、業務引継ぎ書等を作成し、新たな指定管理者

との間で速やかに業務引継ぎを行うこと。 

(2) 旧指定管理者は、業務引継ぎが完了したことを示す書面を取り交わし、小浜市

に対しては業務引継ぎの完了に関する書類を提出すること。 

 

16 協定の締結 

  小浜市と指定管理者は、業務を実施するうえで必要となる事項について協議を行

い、これに基づき協定を締結する。 

 

17 協議 

  指定管理者は、この仕様書に規定するものの他、指定管理者の業務の内容および

処理について疑義が生じた場合、小浜市と協議し決定する。 

 


