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質疑書に対する回答（案）

番号 質問対象 質問内容 回答内容

1 募集要項 P4
康生通・連尺通で指定団体を作るとは地域限定の指定団体なのか？誰が指
定するのか？

指定団体は都市再生推進法人を意味しており、既に３団体を岡崎市が指定しています。詳細
は次のURLを御参照ください。
https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1567/451500/p023653.html

2 募集要項 P5
QURUWA戦略によるウオーカブルなまちづくりで課題解決や新たな価値の創
造とあるが、ソフト事業は指定管理者で実施できるがハード事業は行政が
担うのか？

基本的には公民連携により適切な役割分担で進めていきます。役割分担については公民連携
事業ごとに異なります。

3 募集要項 P6

カーシェア及びサイクルシェアは、必須条件、提案事業か？指定管理期間
中に実施するという考えでよいのか？

必須ではありません。提案事業及び自主事業は、募集要項P15、16「（９）提案事業及び自
主事業への期待」「（10）（９）提案事業及び自主事業への期待の２）市と共に公民連携で
実施する事業についての補足」を踏まえた提案を期待しています。
提案事業及び自主事業の実施期間は、指定管理期間中となります。

4 募集要項 P7

QURUWAエリアの経営課題の解決、公民連携で実施する事業、まちの担い手
の育成、都市型コミュニティの形成、スマートウエルネスの推進等とある
が指定管理者だけでは対応が難しい内容も含まれていると思うが、その際
の行政のかかわりはどうか？

募集要項P15、16「（10）（９）提案事業及び自主事業への期待の２）市と共に公民連携で
実施する事業についての補足」に記載させていただいたことが公民連携における岡崎市の役
割と考えていますので、ご参照ください。公と民で役割分担しながら、指定管理者が主体的
に事業等を進めていただけることを期待しています。

5 募集要項 P8
既に公園に設置されているシェアサイクルの管理は対象外でしょうか。 対象外となります。

6 募集要項 P10
市が実施する社会実験への協力とあるが具体的なイメージは（回数、内
容）？必要な経費は別途委託等で配分されるのか？

社会実験の具体的なイメージは今後検討していきます。
経費については、社会実験の内容によりますので、その都度調整させていただく予定です。

7 募集要項 P11 駐車場事業者の「地域との調整」の何を想定していますか？ 業務水準書P39に記載のとおり、主に提携店舗との連携を想定しております。

8 募集要項 P14
加入する保険につきまして必要と判断した保険への加入という認識でよろ
しかったでしょうか。

基本的には管理する物件に関する保険には入っていただきます。

9 募集要項 P15 （10）1）の内容は市の役割と考えてよいか？ 御認識のとおりです。

10 募集要項 P16
「集約再配置された駐車場」とは、どこと考えてよいか？ 例えば、地下駐車場もその一つと考えています。

11 募集要項 P16

籠田公園及び地下駐車場指定管理者がQURUWA戦略の③と⑤のパートナーに
なるとありますが、他にパートナーはいますか？

指定管理者以外の主なパートナーは次のとおりです。
・各QURUWA戦略における、QURUWAプロジェクトの事業者
・各都市再生推進法人
・リノベーションまちづくりから生まれたパブリックマインドを持った小規模な民間事業者
・公共空間を活用する事業者 等

12 募集要項 P19

電子決済に対応した精算機の設置とあるが、電子決済の種類等は任意？ 現在地下駐車場で使用している精算機と同等程度のクレジット、電子決済の対応をお願いし
ます。（自社カードは除く。）
以下は現在地下駐車場で使用している精算機の対応状況です。
○クレジットカード・デビットカード
・ＶＩＳＡ ・mastercard ・ＪＣＢ ・AMERICAN EXPRESS
・Diners Club INTERNATIONAL

○電子マネー（プリペイドカード）
【交通系】
・TOICA ・manaca ・Suica など
【流通系】
・nanaco

○スマホ決済
・楽天ペイ（楽天Edy）

13
指定管理者募集要項P19
(2)修繕に関する経費

修繕とは既存の設備や建築物に関するものだけでしょうか。指定管理者が
新たに設置した設備等は範囲外ですか。

新たに設置した設備等の内容（どんなもの、設置理由等）によるものなので、個別協議とし
ます。

14 募集要項 P20

案内看板のデザイン仕様は、事前に具体的に示していただけるのか？ 現行の案内看板の文面を修正するのであれば、市と協議の上、指定管理者にてデザインの作
成をお願いします。また、屋外の公共サインの場合は、当課との協議のほかに、まちづくり
デザイン課との公共サイン景観協議が必要となります。（協議事務自体は都市施設課にて行
います。）

15
指定管理者募集要項
P23

3.申請条件（7）協力会社は代表企業及び構成企業との兼務はできないと
ありますが落札決定後は協力会社の変更は認められるのでしょうか？
同じく落札に至らず代表企業及び構成企業とならなかった者は落札決定会
社の協力会社となることは可能でしょうか？

認めません。

16 募集要項P24
申請書類の中で印と記載のある様式5～8の他に押印が必要な書類はありま
すか。

様式に印と記載のあるもののみです。

17 募集要項P25

6）構成企業名・協力企業名をAやBに置き換えるとありますが、代表企業
のみ名前を出しても良いということでしょうか。様式9の表紙には構成員
の名前を記載し、提案内容が始まる様式9-1からAやBに置き換えるという
ことでしょうか。

代表企業名も置き換えをお願いします。
様式９表紙については、正本は全て記載していただき、副本は空欄としてよろしくお願いい
たします。



番号 質問対象 質問内容 回答内容

18 募集要項P25
ファイルの背表紙には事業者名の記載はしない、ということでよろしいで
しょうか。

御認識のとおりです。

19 募集要項P25 二次審査のヒアリングにおいても業者名は伏せて行いますか。 業者名は伏せて行う予定です。

20 募集要項P26

(4)申請の受付期間は8/25(水)～26(木)の認識でよろしいでしょうか。 御指摘のとおり、曜日の誤りです。
8/25（水）、8/26（木）の２日間となります。

21
指定管理者募集要項
P27

選定基準（1）一次審査の選定基準について団体の安定性、安定的な経営
状況であることとありますが具体的にどのような状態が安定的であると判
断されるのでしょうか？

現時点で想定しているのは次のとおりです。
直近の決算において純利益があること、過去３年の純利益（純損失）の合計が黒字であるこ
となどを総合的に勘案して判断する予定をしています。

22 募集要項 P35

公園協議会への参加と事務局を担うとあるが具体的な内容（人数、開催頻
度、法的位置づけ）は？例えば経費が発生した場合はどこが負担するの
か？

実際にはまだ開催していないため、人数や頻度は未定です。位置づけは都市公園法第17条の
２によるものです。協議会委員への報酬は市が予算化しますが、それ以外の経費（資料の印
刷費など）は指定管理者に負担していただくことを想定しています。

23 募集要項 P35
周辺事業者と連携したプログラムなどを実施する際は積極的に主体となる
よう努めるとあり、主体と記載されているが、積極的に協働するという理
解でよいか？

実施するプログラム等を牽引する主体となるように努めてください。

24 業務水準書 P2
3一般事項（ア）公園統括管理責任者にある公園の管理運営に関する事業
においてマネジメント経験を有する者とありますがマネジメント経験とは
具体的にどのような経験を指しますか？

公園の業務を受託しているだけにとどまらず幅広な事業への展開や、提案事業、自主事業等
のサブリース形態などを想定しています。マネジメント実績ということが言えれば問題あり
ません。

25 水準書 P2

公園の管理運営に関するマネジメント経験とは具体的にどのようなことな
のか？

公園の業務を受託しているだけにとどまらず幅広な事業への展開や、提案事業、自主事業等
のサブリース形態などを想定しています。マネジメント実績ということが言えれば問題あり
ません。

26 水準書 P3
公園に従事する職員数は２名以上とあるが常駐なのか？ 従事場所は問いませんが、常駐を想定しています。常駐ではなくても同等のサービスが提供

できるのであれば、それも可とします。

27 水準書 P3
公園統括責任者が不在のときは、・・・必ず配置するとは、常駐なのか？ 交代要員を必ず置いていただきたいという趣旨ではなく、機能として配置するということで

記載しています。

28 水準書 P4

駐車場に従事する職員数は２名以上で常駐は1名以上なのか？また、マネ
ジメント経験となるが具体的にはどのようなことなのか？

配置する最低職員数の考え方は、駐車場の管理運営業務に従事する職員２名のうち、１名は
現地に常駐するものとします。
官民問わず、時間貸し駐車場の管理運営を行った経験の有無です。

29 水準書 P6
公園管理業務に支障がないよう公園に人員（8時30分から17時15分）を配
置すること。常駐との違い？

従事場所は問いませんが、その時間は対応できるようにしていただきたいということです。

30 水準書 P7
混雑時の駐車場利用対策で年間４０日以上とあるが具体的な日時は想定さ
れているのか？

想定している具体的な時期は、桜まつり、夏まつり、花火大会の開催時です。

31 水準書 P7

今までの公園の予約方法は？（先着順、抽選？予約開始時期？） 市及び関係団体の調整を最初に実施し、その後６か月前から先着順により受付を行っていま
す。ただし、より良い案があればそれを参考に指定管理者と協議したいと考えております。

32 水準書 P7
予約の利用目的と利用内容が適合するか確認するとあるが、それぞれの適
合基準はあるか？

都市公園内行為許可基準を示しますので、それに則り実施してください。

33 水準書 P7 占有許可の範囲（デッキの部分など）の明確化をお願いします。 都市公園内行為許可基準を示しますので、それに則り実施してください。

34 水準書 P9

イベント日数の制限は、利用要望や季節により平均的に考えられるか？休
日は、土曜日、日曜日、祝日でよいか？

月で考えます。休日は御認識の通りです。

35
業務水準書P.9
4)定期利用券・回数券の
交付及び申請・更新受付

定期利用台数の上限や下限はありますか。その範囲内であれば指定管理者
の判断で変更は可能ですか。

定期の台数については、制限値を設けていませんが、現在は131台（全日、平日、昼間、夜
間）で運用しています。
指定管理者と市との協議により、変更は可能です。

36
業務水準書P.9
4)定期利用券・回数券の
交付及び申請・更新受付

定期利用ではなく、車室固定で月極契約にして契約は自動更新させること
は可能ですか。その場合、保管場所使用承諾書の発行も可能でしょうか。

条例上、月極契約は認めていません。

37
業務水準書P.9
4)定期利用券・回数券の
交付及び申請・更新受付

定期利用料金の徴収は現金のみでしょうか。口座引落しや銀行振込を検討
することは可能でしょうか。

現状では、現金のみの対応です。
検討していただくことは可能です。ただし、手数料をどのように扱うのかも含めて検討をお
願いします。

38
業務水準書P.9
4)定期利用券・回数券の
交付及び申請・更新受付

地下駐車場で販売済みの回数券は、令和４年４月１日以降はどのように取
り扱うのでしょうか。現在の事業者で買戻しをするのでしょうか。

販売済みの回数券は、回収は行いません。（市が販売した使用期限のない金券扱い）
利用料金、デザイン等の変更を行わなければ、そのまま使用可能となります。
新規の指定管理者にて変更を行った場合は、現行の回数券を新規回数券との同金額での交換
することをお願いすることとなります。
次回の指定管理者公募の際にも同様な扱いとする予定です。

39
業務水準書P.9
4)定期利用券・回数券の
交付及び申請・更新受付

令和４年４月分の定期券販売は現在の事業者が3月26日～月末に行います
が、売上金は新指定管理業者に入るという認識でよろしいでしょうか。

前回のケースでは、4月分は4月1日（午前0時以降）から新指定管理者にて販売しました。今
回も前回を踏襲する予定です。



番号 質問対象 質問内容 回答内容

40 水準書 P10

後納団体は任意に設定できるのか？後納する団体の取り扱いは？ 岡崎市駐車場条例第9条により、市長が後納させることを適当と認める場合は設定すること
は可能です。
新規の後納する団体と指定管理者との間で覚書を交わし、その中で取り扱いを決定していた
だくこととなります。

41 水準書 P12 掲示物は、営利目的でない内容とあるが、判断基準は示されるのか？ 判断に困る内容のものは、その都度協議とさせていただきます。

42 水準書 P12
パンフレットに広告を入れることはできますか？ パンフレットの位置付けと広告の内容にもよりますので、その都度協議とさせていただきま

す。

43 業務水準書 P17
機器保守点検につきまして点検項目やチェックリストのような規定の様式
はございますか。

点検品目にもよりますが、様式があるものは提供します。

44 業務水準書 P17 通信設備とは具体的にどのような設備を指しますでしょうか。 各階段室付近に設置してある管理室へつながるインターホンを指します。

45 業務水準書P20

2)業務水準 衛生消耗品について年間の費用額を項目別に開示願います。 ＜籠田公園＞
現在例えばトイレ清掃であれば、市が発注している形式では１回いくらという形で発注して
おりますので、その内訳については受託する事業者（指定管理者）により異なるものと考え
ております。
＜地下駐車場＞
別紙11の15消耗品費の中に含まれています。そのうちの10～20万円程度と聞いております。

46 業務水準書p.20
（１）施設・建築物等保守管理業務について、
設置されている設備機器の図面をご提供頂けませんでしょうか。

別紙３で添付した図面以外については、閲覧とさせていただきます。閲覧を希望される事業
者は、直接、連絡をしていただき、お越し下さるようお願いします。（連絡先は、募集要項
P1参照）

47 業務水準書P22

廃棄物処理業務について、年度ごとに処分量と回収回数をお教え下さい。 ＜籠田公園＞
受託する事業者（指定管理者）により異なるものと考えております。
＜地下駐車場＞
現状は、事務室内及びトイレのゴミ等の産業廃棄物として出る分を週１回、業者委託にて回
収・処分しているとのことです。過去の廃棄物処理の経費は、別紙11を参照してください。

48 業務水準書p.22、23

廃棄物処理について
過去の年度毎の実績（分別毎の排出量）をご教示ください。

＜籠田公園＞
受託する事業者（指定管理者）により異なるものと考えております。
＜地下駐車場＞
現状は、事務室内及びトイレのゴミ等の産業廃棄物として出る分を週１回、業者委託にて回
収・処分しているとのことです。過去の廃棄物処理の経費は、別紙11を参照してください。

49
業務水準書P.25
(ｲ)地下駐車場

放置車両の対応にかかる費用は事業費に含みますか？ 駐車場の維持管理に必要となる経費に当たると考えますので、事業費に含むことは可能で
す。

50
業務水準書P.25
(ｲ)地下駐車場

令和4年3月31日以前からある放置車両や不法投棄・廃棄物は対象外もしく
は令和4年4月1日までに撤去されると考えてよろしいでしょうか。

原因発生の時期にもよりますが、原則、前指定管理者にて処理を行うものと考えています。
※現時点（R3.7.20）では、放置車両はございません。

51 水準書 P30 ボランティア団体の施設予約の優先順位は、一般受付と同様でよいか？ 同様で問題ありません。

52 水準書 P32

デジタルサイネージの運用は？ デジタルサイネージの運用については、現時点では業務外としております。
業務水準書にある非常時の際の撤去・再設置のほかには、故障等の発見時の市への連絡等を
依頼させていただく予定です。
現在、設置場所等について再検討中のため、籠田公園に常設されるかは未定であり、籠田公
園内に設置されない場合はすべて業務外となります。

53 業務水準書P33

提案事業・自主事業を企画するにあたって、既存事業と被らないために過
去に実施したイベント事業の内容と期間をご教示ください。

既存事業と被ることも問題ありません。
なお、籠田公園がリニューアル後、公園緑地課で主催したイベントは令和３年３月13日
（土）に開催した「Kagodacoenkai」という音楽と飲食のイベントのみです。
3月20日（土）に「♯QURUWAと暮らす」で籠田公園で開催したイベントは、連尺通りと連動
したものとなります。

54 水準書 P39 募集要項P35「周辺事業者と連携したプログラムなど・・。」と同じ 実施するプログラム等を牽引する主体となるように努めてください。

55
（様式9-3）A-3 団体の
事業実績

「実績が証明できるものを添付」で、契約書のコピーの提出を考えていま
すが、それ以外はどういったものが証明になるのでしょうか。

指定管理等でいう基本協定や業務などの契約書の写しを想定しています。なお、写しは、業
務名と押印がある箇所のみで構いません。

56 様式9-3
「実績が証明できるものを添付」とありますが、契約書等を指しています
か。または、実績表等の添付でよろしいのでしょうか。

指定管理等でいう基本協定や業務などの契約書を想定しています。なお、写しは、業務名と
押印がある箇所のみで構いません。

57 様式9-4
規定枚数の記載がありませんが、Excelファイルを含まず何枚まで記載が
可能でしょうか。

１ページでお願いします。

58
公園収支予算書様式９-
４別紙

支出項目にクオリティーコントロールとあるが、どんな支出を想定してい
ますか？

クオリティコントロールの例などは示していますので、デザインに係る費用や、適切なアド
バイス等に係る費用などを想定していますが、具体的なものは案件ごとに異なります。

59
公園収支予算書様式９-
４別紙

QURUWAエリア内の各拠点の管理者の連携は、行政が取りまとめるのか？ 初動期などにおいて、拠点同士をつなぐきかっけづくりは行政の役割だと考えますが、常に
行政が介入すると民間ならではのスピード感などを損なうことなども懸念されるため、民間
事業者同士で積極的に連携していただくことを期待しております。

60 別紙5
管理業務水準内訳表にある籠田公園の設備保守管理業務、機械設備「給排
水衛生設備」は何を想定していますか。水景施設の受水槽のことでしょう
か。他にも該当するものがあればお教えください。

受水槽や、上水・下水の設備一式を想定しています。
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61
別紙５ 管理業務水準内
訳表

「実施回数」は必須でしょうか。目安（参考値）の回数でしょうか。 法定点検等で法律等により定められた回数がある項目以外は、目安（参考値）の回数となり
ます。

62 収支予算書付表
通信費の項目がありますが、現在公園での契約があれば契約会社と実績金
額をご教授ください。

現在、公園での契約はありません。

63 収支予算書付表

内訳項目について委託業務については「行を適宜増やして下さい」とあり
ますがその他の該当しない項目は減らしてもよろしいのでしょうか。

必須項目以外の欄の増減は可とします。

64 駐車場収支報告書

３年に一度の建築物点検（１２条点検）は経費が計上されていますか。 経費の計上は不明ですが、建築物点検は令和元年9月30日に行っています。
本公募期間では、建築物点検の実施は令和４年度、7年度の２回となります。当然ですが、
点検に要する費用は事業費に含むことができます。

65 現地説明会
換気設備のフィルター交換は、岡崎市が行っているとのことであるが、そ
の他にもあるのか。

都市施設課のホームページで公表しています「岡崎市駐車場整備事業経営戦略」の最後の
ページにある施設の営繕に係る比較的大規模な工事を予定しています。
https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1567/451500/p028899.html

66 申請書全般
QURUWA戦略や籠田公園などのHP等に公開されている文書や写真、図面等
は、申請書にコピーして使用してよいか？

本指定管理者募集の申請書作成のみに使用する条件であれば、特に問題はなく、使用可能で
す。


