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１ 公募の趣旨

玉野市では、玉野市営宇野駅前駐車場の管理運営について、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第244条の2第 3項及び玉野市営宇野駅前駐車場条例（平成29年条例第13

号）第3条の規定に基づき指定管理者を公募し、民間の能力を活用しつつ、市民サービスの

向上を図っているところです。

このたび、令和５年３月３１日をもって、現指定管理者の指定期間が満了となることから、

次期の指定管理者となる団体を次のとおり募集します。

２ 公募の概要

（１）施設の概要

（２）指定期間

令和５年4月1日から令和１０年3月31日まで（５年間）

３ 業務の内容

（１）管理運営に関する基本的な考え方

① 公の施設であることを念頭において、公正、公平な管理運営を行うこと。

② 地域住民や利用者の意見・要望を聴き、反映できるものは管理運営に生かし、サービス

の向上を図ること。また、苦情等に対しては、適切に対応すること。

③ 効果的かつ効率的に管理運営業務を行うこと。

④ 利用者が安全かつ快適に利用できるように施設設備を適正に維持管理すること。

（２）指定管理者が行う業務等について

指定管理者が行う業務は下記のとおりとし、詳細については「玉野市営宇野駅前駐車場管

理運営業務仕様書」で示します。

主な業務内容

（ア）駐車場機器等の撤去及び設置等

・指定管理者は、指定管理者の負担で料金精算機等の駐車場機器等の設置を行ってく

ださい（指定期間中における更新についても同様です）。設置した駐車場機器等の指定

期間終了後の取扱いについては、原状回復を原則として市と協議の上、決定します。

・駐車場機器等の設置に当たっては、指定管理者の負担で区画の塗装を行うこととし

ます。

（イ）駐車場の運営に関する業務

・駐車料金の精算

・釣り銭の補充、回収

・事故、苦情等の対応

施設名称 所在地

玉野市営宇野駅前駐車場 玉野市築港１丁目７４０７番２
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（ウ）維持管理に関する業務

・駐車場機器の保守点検、並びに維持修繕

・清掃

・保安警備業務

（エ）経営管理に関する業務

・事業計画書の作成、提出

・事業報告書の作成、提出

・事業評価業務

・指定期間終了時の引継業務

４ 指定管理者の収入と市への納入金等

（１）収入について

① 当該駐車場の利用に係る料金は指定管理者の収入とし、その収入をもって当該駐車場の

管理運営に要する費用に充てる「利用料金制」を採用します。

② 指定管理料の支払いはいたしませんので、利用料金収入のみで運営してください。

③ 利用料金の額は、条例で定める範囲内において、指定管理者が市の承認を得て定めるこ

ととします。

（２）納入金について

利用料金の収入見込額から駐車場の管理運営に要する費用を差し引いた額を納入金とし

て市に納入するものとします。

なお、各年度終了時において、納入金に不足が生じた場合は、その差額を指定管理者が

補填してください。

また、機器の設置等で、一時的に駐車場を閉鎖する場合も、納入金の減額はありません。

納入金については、応募の際に提案していただき、市と指定管理者が締結する年度協定

により確定します。

５ 管理の基準等

（１）供用時間

供用時間は、午前０時から午後１２時までとします。

（２）利用料金

利用料金は、条例で定める料金の範囲内で、提案していただき、市と協議の上、決定し

ます。

６ 事業の適正な実施に関する事項

（１）再委託の禁止

指定管理者は、管理に係わる業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせることは

できません。
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（２）個人情報の保護

指定管理者は個人情報の保護に関する法律及び玉野市個人情報保護条例に基づき、管理業

務を行うに当たって保有することとなる個人情報の保護について、適正な措置を講ずること

とします。

（３）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する文書等を適正に管理・保存することとしま

す。また、指定期間終了時に、当該文書等を市の指示に従って引き渡すこととします。

なお、出納関連の事務については、監査等を行うために必要のある場合には、市から指定

管理者に対して帳簿書類やその他記録等の提出を求めることがありますので、適正に管理し

てください。

（４）秘密保持の義務

指定管理者は、業務の執行に当たっては、その職務上知り得た秘密・情報を漏らしてはな

りません。指定期間終了後も同様とします。

（５）指定管理業務に対する保険への加入

指定管理者の注意義務を怠ったこと等により、利用者や第三者へ損害を与えた場合の備え

として、指定管理業務に対する施設賠償責任保険に加入し、保険料を負担していただきます。

（６）法令の遵守

管理運営業務の遂行に当たっては、関係法令を遵守することとします。

・玉野市営宇野駅前駐車場条例

・地方自治法

・駐車場法

・労働基準法

・玉野市個人情報保護条例

・玉野市情報公開条例

・その他関連する法令

７ 応募について

（１）応募資格

応募できる者は、岡山県内に本店、支店又は営業所を有する者で、「過去３年において、

駐車場の管理に関する業務実績を有する法人その他の団体（以下「法人等」という。法人

格の有無は不問であるが、個人での申請は不可）。また複数の団体での申請も可とするが、

代表団体を定めることとする。

（２）応募の制限
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次の各項目のいずれかに該当する者は、応募できません。

① 玉野市から指名競争入札の指名停止等の措置を受けている法人等。

② 税金の滞納がある法人等。

③ 宗教活動または、政治活動を主たる目的としている法人等。

④ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又はその構成員、若しくは、その構

成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統

制下にある法人等及び役員のうち、暴力団構成員等に該当する者がいる法人等。

⑤ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する法人

等。

⑥ 玉野市議会議員が、地方自治法第９２条の２に規定する役員等に該当している法人等。

⑦ 玉野市の市長、副市長及び会計管理者が、地方自治法第１４２条に規定する役員等に

該当している法人等。

⑧ 代表者が破産者で復権を得ない者及び法律行為を行う能力を有しない法人等。

⑨ これまでに指定管理者の指定を取り消され、その日から２年を経過していない法人等。

⑩ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき更生又は再生手続きをしている法人等。

⑪ 本指定管理者の選定を行う選定委員の属する法人等。

※ なお、申請後に上記制限事項に該当することが判明し、応募資格がないと認められて

も、申請書類一切は返却しません。

（３）複数の法人等による共同応募の場合の留意事項

① グループの適切な名称を設定し、代表となる法人等を選定のうえ、指定申請の際にグ

ループを構成したことを証する書面を提出すること。この場合、代表となる法人等は、

当該グループにおける責任割合が最大であることを要件とする。

② 当該グループの全構成員が、（２）に掲げる応募の制限に該当しないこと。

③ 当該グループの構成員が別のグループの構成員となり、または、単独で、この募集要

項により指定管理者の指定を申請することはできないこと。

④ 応募に関する事務は、すべて代表となる法人等の代表者を通じて行うこと。また、市

が当該代表者に対して行った行為は、当該グループの全構成員に対して行ったものとみ

なすこと。

（４）応募書類の提出

① 提出部数

各７部（原本１部、コピー６部）

② 提出期間

令和４年７月２２日（金）から８月２６日（金）

平日午前8時30分から午後5時15分まで（土・日・祝日を除く）

③ 提出方法
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玉野市建設部都市計画課（本庁舎２Ｆ）まで、持参または郵送により、必要書類を提

出してください。（郵送の場合は８月２５日（木）必着）

④ 応募書類

（ア）玉野市指定管理者指定申請書（様式１）

（イ）宣誓書（様式２）

（ウ）玉野市指定管理者事業計画書（様式３）

（エ）収支計画書（様式４）

（オ）定款、寄附行為その他指定管理者の指定を受けようとする者の目的、組織及び運営

の方法を示す書類

（カ）当該法人の登記事項証明書

（キ）直近３ヵ年の法人税納税証明書及び消費税納税証明書

（ク）直近３ヵ年の財務諸表（貸借対照表、損益計算書等）

（ケ）申請団体役員名簿

（５）施設の視察について

駐車場の視察は、申し出があれば随時行います。

（６）質問事項の受付け

申請に際しての質問については、次のとおり受け付けます。

① 受付期間

令和４年７月２２日（金）から８月５日（金）の到着分まで

② 受付方法

質問書（様式６）に必要事項を記入のうえ、電子メールにて提出してください。メー

ル送信後、確認のため、メール送信した旨、電話で連絡ください。

電話でのお問い合わせにはお答えできませんのでご注意ください。

③ 回答方法

質問に対する回答は、ホームページで公開します。

（７）留意事項

① 接触の禁止

本市職員及び本件関係者に対して、本件提案について、指定申請手続きに関すること

以外での接触を禁じます。接触の事実が認められた場合には、失格となることがありま

す。

② 複数提案の禁止

応募１法人につき、１提案のみとします。

③ 提案内容の変更禁止

提出書類の内容を、原則として提出後に変更することはできません。

④ 虚偽の記載をした場合の失格

提出書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。
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⑤ 申請の辞退

書類提出後、申請を辞退する際には、辞退届（様式５）を提出してください。

⑥ 費用負担

申請に関して必要となる費用は、申請者の負担とします。

⑦ 提出書類の著作権等

提出書類の著作権は、申請者に帰属します。ただし、市は、本事業者選定実施に関す

る報告等のため、必要な場合には提出書類の内容を無償で使用できるものとします。

また、提出書類は、玉野市情報公開条例に基づく情報公開の請求により、第三者に開

示することがあります。

⑧ 提出書類の規格等

提出書類の規格は、原則Ａ４版縦とします。

⑨ 提出書類の返却

提出書類は理由のいかんを問わず返却しません。

⑩ 追加書類の提出

市が必要と認めるときは、追加資料の提出を求める場合があります。

⑪ 市が提供する資料の取り扱い

市が提供する資料は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。

また、この検討の目的の範囲内であっても、市の承諾を受けることなく第三者に対し

これを使用させ、又は内容を提示することを禁じます。

⑫ 提出書類の不備等による失格

申請方法・提出期限等が守られなかった場合、提出書類の不備がある場合、この要項

違反又は著しく逸脱した場合、不正行為があった場合には、失格となることがあります。

８ 選定（審査）及び協定に関する事項

（１）選定（審査）

指定管理者の選定は、玉野市が設置した指定管理者選定委員会において、提出された書

類及びヒアリングによる審査を実施します。

（２）選定基準・評価項目

選定における評価項目については次のとおりとします。

審査項目 審査内容 配点

申請団体に関する事項 ・財務の健全性

・駐車場の管理運営実績

１５

管理運営に関する事項 ・駐車場機器等の設置

・利用料金の設定

・設備の維持管理

・安全対策、防犯対策

・緊急時（事故、苦情等）の対応

６５
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（３）選定結果の通知

選定結果については、提案書類を提出した応募者全員に通知します。

（４）指定管理者の指定及び基本協定等の締結

指定管理者の指定は、市議会での議決を経た上で行います。

なお、市は、優先交渉権者が決定した段階で細目の協議を進め、指定管理者として指定

された後に、「基本協定」及び「年度協定」を締結いたします。

（５）指定管理者の取消し

次の場合には、指定管理者の指定を取り消すことがあります。

（ア）正当な理由なくして協定の締結に応じないとき

（イ）指定管理者が協定締結までに業務の履行が確実でないと認められるとき又は著しく

社会的信用を損なう等により指定管理者として相応しくないと認められたとき

（ウ）管理を継続することが適当でないと認められるとき

９ スケジュール

公募要項の配布 令和４年７月２２日（金）から

申請書の受付期限 ８月２６日（金）まで

質問事項の受付け ７月２２日（金）～８月５日（金）

審査 ９月下旬～１０月上旬予定

選定結果の通知 １０月中旬予定

議会における議決（指定管理者の決定） １２月下旬予定

基本協定の締結 令和５年１月～２月予定

業務開始 令和５年４月１日（土）～

10 問合せ先

・個人情報保護

運営経費に関する事項 ・提案価格

・収支計画の実現可能性

２０

その他 ・観光、ＪＲ利用促進など、まちづくりの点から

具体的な方策があるか。

２０

住 所 〒706-8510 岡山県玉野市宇野１－２７－１

担当部署 玉野市建設部都市計画課

電話番号 ０８６３－３２－５５３８

ＦＡＸ番号 ０８６３－３２－５５１９

電子メール toshikeikaku@city.tamano.lg.jp


