
1 

 

佐賀駅南口暫定駐車場管理運営業務委託仕様書 

 

１ 目的 

この仕様書は、佐賀駅周辺の整備にあたって、駅前広場自動車整理場の代替駐車場の確保によ

る交通の円滑化及び周辺施設利用者の利便性確保のため、佐賀市が設置する佐賀駅南口暫定駐車

場の管理運営業務委託に関し、必要と認める事項を定めるものである。 

 

 ２ 委託業務の名称 

   佐賀駅南口暫定駐車場管理運営業務 

 

３ 駐車場の概要 

以下のとおり予定しているが、市議会における条例議案の審議状況による変更が生じる場合が

ある。 

（１）名 称：佐賀駅南口暫定駐車場 

（２）所在地：佐賀県佐賀市駅前中央 1 丁目５０番１外 

（３）供用日・供用時間：２４時間３６５日（年中無休） 

   ※ただし、市長が必要と認めるときは変更がありうる。 

（４）敷地面積：約１０，１１３．０８㎡ 

（５）駐車台数：３１５台（身体障がい者専用駐車スペース５台を含む。） 

   ※位置図、配置図は別紙のとおり 

※隣接施設建設に伴う現場事務所用地としての貸付等で一部使用できない期間、区画がある

場合がある。 

（６）対象車両：道路交通法第３条に規定する普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車 

 （７）駐車料金 

入場から３０分まで 無料 

入場から３０分を超えて１時間まで ２００円 

以降１時間までごと ２００円 

入場から３時間を超えて２４時間まで ８００円 

入場から２４時間を超えて引き続き駐車するときは、２４時間を超えた時刻から起算して

１時間までごとに２００円を加算する。 

ただし、引き続き駐車するときの加算額は、２４時間までごとに８００円を上限とする。 

市長が必要と認めるときは、料金を減額又は免除し、若しくは規則で定める範囲において

変更することができる。 

 

４ 管理運営期間 

令和元年７月１日から令和４年４月３０日まで（３４カ月間） 

（地方自治法第２３４条の３、地方自治法施行令第１６７条の１７、佐賀市長期継続契約に関す

る条例及び長期継続契約に関する条例施行規則に基づく長期継続契約） 
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５ 委託業務の内容 

（１）管理業務委託開始前準備 

①駐車場管理体制の構築について、利用者の利便性に留意し、委託者と十分に協議を行い、承

認を得たうえで行うこと。 

②駐車場法第１２条に定める設置の届出に関する資料提供等を行うこと。 

③照明灯、アスファルト舗装、フェンス、車止め、区画線等の敷地に付設する施設は現況のま

ま引き継ぐため、現地の状態を確認すること。 

④駐車場管理に必要な設備機器等を調達し、設置すること。設置する機器は新品・中古品を問

わないが、中古品の場合は機器本来の性能を発揮維持できるよう予め部品の交換・整備を行う

こと。 

⑤受託者は、管理運営業務を遂行する上で、必要な手続き及び工事を行うこと。ただし、工事

等を行う場合は６月末日まで運営を行う現在の駐車場運営事業者と十分協議した上で行うこと。 

⑥管理運営開始前後の混雑、混乱に備え、広報や利用者への周知に努めること。 

⑦管理機器設置後は、機器の仕様をまとめた一覧表、設置工事に係る図面一式を委託者に提出

すること。 

 

（２）管理業務委託開始後 

  ①駐車場管理及び運営 

   ア 駐車場管理運営は無人駐車場として運用する場合を基本とし、コールセンター機能を自社

もしくはグループ会社等で有し、緊急の際は遠隔操作等により迅速な対応が可能であること。 

   イ 設備機器や利用者等とのトラブル等には、受託者において即時対応可能な体制を整備する

こと。 

②駐車券の発行及び割引認証 

   ア 駐車場入場の際に駐車券発行機による駐車券の発行を行うこと。 

   イ 駐車場から出場する際には、３に示した駐車料金に応じた料金徴収を行い、出場させる体

制を構築すること。 

   ウ 割引認証方法については、割引認証機を使用した割引方法を実施することとし、割引認証

機１０台を準備すること。 

   エ 各機器は、委託者が指定する条件に対応した処理が可能とすること。 

③駐車場管理機器等の維持管理 

ア 駐車場を管理するための設備機器の定期的な保守点検、維持管理を行い、良好な状態に保

つこと。 

イ 委託者や利用者から故障発生の連絡があった場合は、速やかに担当者を派遣して復旧にあ

たること。 

ウ 保守点検は運用に支障のない範囲内で行い、作業内容について市に報告すること。 

④駐車場利用者等からの苦情対応 

ア 駐車場利用者または近隣住民等からの苦情、設備機器等の故障・事故等の対応を行うとと

もに、委託者に適宜報告を行うこと。 

イ 対応にあたっては市営駐車場であることを認識し、市の信頼を損なうことが無いように留

意すること。 
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⑤料金精算機の円滑な運用及び管理 

   ア 料金精算機は、支払い時に想定されるトラブルや盗難等の防犯機能を備えたものを運用す

ること。 

  イ 入場時及び出場時の不具合に対応できるよう、インターホンやカメラ等による通話・確認機

能を搭載したものとすること。 

⑥駐車料金徴収等業務 

  ア 料金精算機の集金業務は週２回以上実施すること。 

  イ 令和２年５月以降に運営開始が見込まれる隣接商業施設の入居テナントなどの提携店舗から

の発注に応じて時間無料券を販売し、料金を徴収すること。 

  ウ ア、イにより徴収した料金は⑨に定める業務報告書により報告するとともに、指定金融機関

の指定口座に振り込むこと。 

⑦駐車場の開場および閉場 

原則２４時間３６５日の供用とするが、閉場の必要がある場合は対応すること。 

⑧災害時の対応 

  委託者が災害等で駐車場を使用する場合、受託者は適宜協力すること。 

⑨業務報告書の作成 

  毎月１５日までに前月分の業務報告書を作成し、提出すること。 

報告書の様式は任意とするが、記載する内容は委託者と協議して定める。 

⑩その他 

  その他管理運営に必要な事項は、委託者と協議して定める。 

 

６ 受託者の責務 

（１）関係法令の遵守 

受託者及び業務従事者は、業務の遂行に適用される法令について遵守すること。 

（２）守秘義務及び個人情報の保護 

受託者及び業務従事者は、業務で知りえた秘密を第三者に漏らしてはならず、契約解除及び

契約期間の満了後も同様とする。また、委託者の許可なく本業務で使用している業務等のデー

タを持ち出してはならない。 

（３）信用失墜行為の禁止 

    受託者及び事業従事者は、委託者の信用を失墜させる行為をしてはならない。 

（４）業務責任者及び業務従事者の届出 

受託者は、業務を開始するにあたり、業務責任者及び業務従事者の名簿を委託者に提出しな

ければならない。 

（５）業務の引継ぎ 

受託者は、本契約の満了または解除に伴い業務を停止するときは、業務の引継ぎ及び引き渡

しに十分配慮し、委託者の業務に支障をきたすことが無いようにすること。 

（６）環境整備 

①受託者は、設備機器等に係る環境を常に良好に保つこと。また、駐車場施設や環境整備等に

改善が必要な場合は、委託者に提案すること。 

②トラブル対応の担当者等は、当該業務について十分な知識を有し、訓練を受けたものとする
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こと。 

（７）原状回復義務 

   契約解除が行われたとき又は契約期間満了後、受託者は自己の費用で委託者の指定する日ま

でに原状回復して返還しなければならない。ただし、委託者が原状回復を要しないと認めた場

合はこの限りではない。 

（８）管理運営上の制限 

   ①受託者は、駐車場をその用途以外に使用してはならない。 

   ②受託者は、駐車場内で物品等の販売や自動販売機等の設置を行ってはならない。 

 

７ 調査報告及び業務改善 

委託者は、受託者に対し委託業務に関する調査又は報告を求め、必要に応じて改善を求めるこ

とができる。この場合、受託者は直ちに調査を行い、改善した内容について報告を行わなければ

ならない。 

 

 ８ 損害賠償責任 

受託者は、故意または過失により委託者または第三者に損害を与えた場合、賠償責任を負うも

のとし、これらの請求に備え必ず賠償保険に加入するものとする。 

 

 ９ 再委託の禁止 

受託者は、委託者が認めた場合を除き、委託業務の全部または一部を第三者に再委託してはな

らない。 

 

 １０ 契約の解除 

委託者は、本業務が誠実に履行されず、７に定める求めによっても業務改善が認められない場

合には、契約期間中であっても契約を解除できるものとする。 

  

 １１ 委託料算定の算出基礎 

（１）委託業務において想定される負担内容及び区分 

項目 内容 
役割区分 負担区分 

委託者 受託者 委託者 受託者 

機器及び看板等

の設置 

管理運営上必要な設備機器及び看板等の設置

工事 
 〇  〇 

運営管理業務 
消耗品の補充交換、発注、在庫管理、使用済

駐車券の廃棄、機器の満空台数管理 
 〇  〇 

消耗品 

駐車券、ロール紙、インクリボン、ゲートバ

ー等、設備機器に関する消耗品 
 〇  〇 

照明灯、アスファルト舗装、フェンス、車止

め、区画線等、施設に関する消耗品 

（大規模な補修は除く） 

 〇  〇 

提携店舗に販売する時間無料券  〇 〇  

対応業務 
利用者からの問い合わせ・駐車場内でのトラ

ブル対応 
 〇  〇 

施設の維持管理 雑草や廃棄物の処理等、施設の維持管理  〇  〇 

料金収納等 精算機からの利用料金等の収納・納付、提携  〇  〇 
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店舗への時間無料券の販売・収納・納付、つ

り銭の準備 

機器の保守 機器の維持管理、設定変更、修理・部品交換  〇  〇 

光熱費 駐車場運営に係る電気代  〇  〇 

通信費 委託業務に係る通信費  〇  〇 

保険料 
委託業務に係る賠償責任保険 

（動産総合保険、現金動産保険等） 
 〇  〇 

  （２）想定駐車台数 

    ※消耗品等の費用負担額は以下の想定台数から算出すること。 

    ・令和元年７月１日～令和２年４月３０日 １２，５００台／月 

    ・令和２年５月（隣接商業施設開業予定）～令和４年４月３０日 ３３，０００台／月 

なお、想定台数と実際の駐車台数が各年度ごとに２割を超えて増減した場合は、消耗品等

の費用負担額につき、別途協議し精算を行う。 

  （３）時間無料券を販売・集金する店舗の想定数 ２０店舗 

 

１２ 委託業務に必要な設備機器（想定） 

機器名 台数 備考 

駐車券発行機 ２台 ・防雨構造であること 

・駐車券の装着は２巻以上とし、自動切換による連続使用が可能で

あること 

・満車時に音声及び表示パネルで表示ができること 

・手動で発券が可能であること 

・駐車券には、入庫日、時刻や名称他、駐車場内の注意事項等が記

載できること 

・停電時に２４時間以上のデータをバックアップできること 

・コールセンターへ「駐車券切れ」信号を発報できること 

全自動料金精算

機 

２台 ・防雨構造であること 

・駐車券、時間無料券の使用が可能であること 

・金種は 10、50、100、500 円硬貨及び千円紙幣が最低限使用可能

なこと 

・領収書を発行できること 

・料金精算後、出庫灯へ信号出力ができること 

・音声による案内放送が行えること 

・停電時に２４時間以上のデータをバックアップできること 

・異常時のコールセンターへの自動通報等、盗難防止機能を有して

いること 

・インターホン、カメラ等によりコールセンターと２４時間接続

し、トラブル時は音声及び画像等による対話や遠隔操作によるゲー

トの開閉等が可能なこと 

車両検知器 一式  

カーゲート ４台 ・防雨構造であること 

・感知センサー等、安全対策機能があること 

バーキャッチャ

ー 

４台 ・ロック装置を有すること 

・停電時は鍵で容易に解除できること 

割引認証機 １０台 ・委託者の指示に基づき、個別に割引設定すること 

・駐車券への割引データの上書きが可能なこと 

入口表示灯・出

庫警報灯 

１台 ・駐車場入口において満空状況を表示し、利用車両に案内表示がで

きること 

・出場信号を受け、ブザー及び表示点灯等により、駐車場外の歩行

者に対して出場車両の接近を知らせること 
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保護フード ２台 ・耐風圧等を考慮した仕様とすること 

ループコイル 一式  

駐車場出入口看

板・利用者案内

看板 

一式 ・駐車場の名称、利用料金、営業時間、清算方法、使用可能金種、

領収書発行、非常時・トラブル発生時の連絡先及び連絡方法等を表

示すること 

コールセンター

用通信装置 

一式 以下の機能を有すること 

・ゲートの遠隔操作及び遠隔出庫時の駐車台数調整 

・釣銭切れ信号、金庫満杯予告信号の出力 

・扉こじ開け信号の出力 

・集金時の作業開始、終了通知 

・ジャーナル、レシート切れ信号の出力 

・トラブル信号の出力 

・利用者との対応記録保持（６カ月間） 

   

１３ 疑義の解釈 

この仕様書に記載のない事項に関して疑義が生じた場合は、委託者と受託者で協議すること

とする。 

 


