
ベルテラスいこま自動車駐車場の指定管理者選定に係る運営要領

１ ベルテラスいこま自動車駐車場の概要

(1) 設置目的

ベルテラスいこま自動車駐車場（以下「ベルテラス駐車場」という｡）は、道路の効

用の保持及び道路交通の円滑化を図り、もって自動車を利用する者の利便に資するととも

に、都市の機能の維持及び増進に寄与するため、生駒市自動車駐車場条例の規定により設

置された路外駐車場である。

(2) 管理の基本方針

ア ベルテラス駐車場は公の施設であり、その利用に際しては平等かつ公平な取扱いをし

なければならない。

イ ベルテラス駐車場は、その設置目的を踏まえ、施設運営に当たっては行政の代行とし

ての基本姿勢に立ち適正な管理運営に努め、市民の信頼に応えなければならない。

ウ ベルテラス駐車場の管理運営に当たっては、利用者の多様なニーズに応え、質の高い

サービスの提供を図らなければならない。

エ ベルテラス駐車場の管理運営に当たっては、施設利用を促進するとともに、管理コス

トの縮減を図り、経営の効率化と収支の改善を目指さなければならない。

(3) 施設の概要

ア 名称 ベルテラスいこま自動車駐車場

イ 所在 生駒市北新町２０４５番地

ウ 構造 鉄骨造 地下 1 階地上 4 階建（自走式）

エ 専有部分面積 ６，８０８．１６㎡

オ 収容台数 ２００台

カ 対象車種 長さ５．０ｍ以内、高さ２．１ｍ以内、総重量２ｔ以下

２ 指定の期間

平成２６年１月上旬から平成２８年３月３１日まで（約２年 3 か月）

３ 指定管理者の業務の内容

(1) 駐車場の適正な運営に関する業務

ア 場内監視、利用者対応、駐車料金収納事務

イ 人員配置時間を除く時間帯での機械警備

ウ 消耗品、印刷物の調達・支払い、光熱水費、電話料金等の支払い

エ 運営状況に関する報告者の作成・提出等

オ 長期駐車自動車、放置自動車の把握・対応

(2) 駐車場の維持管理に関する業務

ア  機械設備を含む施設設備、備品の維持管理

イ 軽微な修繕等

ウ 清掃、植栽の保守管理

(3) 駐車場案内システム監視業務

(4) 外周警備業務

(5) その他上記に関連する業務



４ 管理の基準

(1) 休業日、共用時間、営業時間、料金体系等

ア 休業日 なし

イ 共用時間 ０：００～２４：００

ウ 営業時間 ７：３０～２３：３０

※ 今後、必要に応じ協議する。

エ 普通駐車料金

最初の 1 時間まで３００円、最初の１時間を超え３０分ごとに１００円。ただし、最

初の３０分以内は無料

オ 夜間駐車料金

１回１，５００円（２３：００～翌９：００）。ただし、２３時３０分以前に出場す

る場合は、普通料金となる。

  カ 回数券（ＱＲカード式）

(ｱ) 発売額３，０００円（１時間券１１枚）

(ｲ) 発売額４，０００円（１時間３０分券１１枚）

(ｳ) 発売額５，０００円（２時間券１１枚）

(ｴ) 一括購入 １，０００枚以上で２割引、３，０００枚以上で３割引

キ 定期券 なし

ク 割引制度 障害者割引

(2) 業務の第３者への委託

指定管理は、管理運営業務の全部または一部を第三者に委託し、又は請け負わせること

はできない。

(3) 関係法令の順守

ベルテラス駐車場の管理運営業務を行うにあたり遵守すべき法令等

ア 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

イ 駐車場法（昭和 32 年法律第 106 号）及び道路法（昭和 27 年法律第 180 号）

ウ 生駒市自動車駐車場条例（昭和 19 年 3 月条例第 13 号）

エ 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）、建物の維持

管理に関する法令、その他指定管理業務を行うにあたり遵守すべき関連法規、通知、要

領等

※ 指定管理期間中に上記の法令等に改正があった場合は、改正された内容によるものと

する。

(4) 個人情報の保護

指定管理者が業務の履行に際し、個人情報を取り扱う場合は、生駒市個人情報保護条例

（平成１０年３月生駒市条例第１号)を遵守し適切な管理に努めるとともに個人情報を保

護するために必要な措置を講じなければならない。

(5) 決算報告

指定管理者は、会計年度終了後速やかに市に決算報告を行うものとする。また、ベルテ

ラス駐車場の収支、利用状況については、常に明らかにしておくとともに、毎月市に報告

するものとする。



５ 市と指定管理者のリスク分担

市と指定管理者のリスク分担は、次の表のとおりとする。

ただし、表に定める事項で疑義がある場合又は表に定めのないリスクが生じた場合は、市

と指定管理者が協議のうえ、リスク分担を決定するものとする。

種 類 内  容
負担者

市 指定管理者

物価変動 人件費、物品費等の物価変動に伴う経費の増 ○

金利変動 金利変動に伴う経費の増 ○

法令の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○

指定管理者に影響を及ぼす法令変更 ○

税制上の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○

上記以外の税制変更 ○

不可抗力 豪雨、洪水、地震、落盤、火災等で市若しくは指定管

理者のいずれにも責めを帰すことのできない自然的又

は人為的な現象による施設設備の修復に伴う経費の増

加及び事業履行不能

○

不可抗力による業務の変更、一部中止 ○

需要の変動 当初の需要見込みと異なる状況 ○

運営リスク 施設及び機器の不備、施設管理上の瑕疵又は火災等の

事故による臨時休業に伴うリスク
○

書類の誤り 仕様書等、市が提示した書類の誤りによるもの ○

事業計画書、収支計画書等指定管理者が提示した内容

の誤りによるもの
○

資金調達 運営上必要な初期投資、運営資金の確保 ○

施設・設備の

損傷

経年劣化又は第三者の行為から生じたもので相手方が

特定できないもの（小規模なもの）
○

経年劣化又は第三者の行為から生じたもので相手方が

特定できないもの（上記以外）
○

指定管理者による管理上の瑕疵によるもの ○

備品の損傷 既存備品が経年劣化により損傷した場合 ○

既存備品が指定管理者の管理瑕疵により損傷した場合 ○

指定管理者が新規に購入した備品の損傷 ○

利用者及び第

三者への賠償

指定管理者としての注意義務を怠ったことにより損害

を与えた場合
○

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○

地域住民及び

施設利用者等

の苦情対応

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者

からの反対、訴訟、要望への対応 ○

上記以外の場合 ○

政治・行政的

理由による事

業変更

政治・行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に

支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくさ

れた場合の経費及びその後の維持管理経費における当

該理由により経費が増加する場合

○

セキュリティ 警備不備による情報漏えい、犯罪発生の場合 ○

事業終了時の

経費

指定管理期間が終了した場合又は期間中途において業

務を廃止した場合における事業者の撤収費用及び新し

い指定管理者への引継ぎ費用

○



６ 管理業務の継続が困難となった場合の措置等

(1) 指定管理者の責に帰すべき事由による場合

指定管理者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合、市は、指定管理者

の指定を取り消す等の措置を行うものとする。この場合、市に生じた損害は指定管理者が市

に賠償するものとする。また、指定管理者は、市又は次期管理者が円滑かつ支障なく管理運

営業務を遂行できるように引継ぎを行うものとする。

(2) 市及び指定管理者の責めに帰すことのできない事由による場合

自然災害その他の不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由に

より業務の継続が困難となった場合、事業継続の可否について協議を行うものとする。

なお、一定期間内に協議が整わない場合は、市は指定管理者との協定を解除できるものと

します。また、指定管理者は、市又は次期管理者が円滑かつ支障なく管理運営業務を遂行で

きるように引継ぎを行うものとする。

７ 使用料に関する事項

ベルテラス駐車場においては、地方自治法第 244 条の 2 第 8 項に規定する利用料金制は採

用しない。したがって、利用者が支払う利用料金は使用料として全て市の収入となる。

８ 管理運営に要する経費

(1) 管理運営経費の負担について

市は、指定管理者が施設の管理運営に関する費用（指定管理の交代に伴う引き継ぎ、研

修等の実施を含む｡）に充てるため、指定管理料を支払う。

(2) 指定管理料の決定について

申請者は、会計年度毎に指定管理料の額を算出し、事業計画書（様式４－１）に記載し

て提案すること。市は、その額を精査し、指定管理者と調整した上で決定する。

ただし、指定管理料の総額の上限額は５６，６０５千円（消費税を含む｡）とする。

(3) 指定管理料の支払いについて

市は、決定された当該年度の指定管理料の支払いを年４回(７月、１０月、１月及び４

月)に分割して支払う。ただし、平成 25 年度については、４月に全額を支払うものとする。

(4) 指定管理料の精算について

市が払う指定管理料のうち、修繕費は市が指定する額とする。この修繕費は、会計年度

終了時に精算を行う。ただし、具体的な修繕の内容や金額の範囲については、別途協議に

より決定するものとする。その他の経費については精算を行わない。

(5) 報奨金（インセンティブ）について

年間（当年４月から翌年３月まで）の駐車料金収入が、市が設定する基準額を超えた場

合は、市はその超えた部分に係る駐車料金収入の５０％を「報奨金」として指定管理者に

支払う。ただし、年間の駐車料金収入が基準額を下回った場合でも、指定管理料の減額等

の措置は行わない。

ベルテラス駐車場料金収入に係る報奨金及び基準額は、生駒駅南自動車駐車場及び生駒

駅北地下自動車駐車場の料金収入との合計金額について算定するものとする。

なお、平成２５年度の報奨金の基準額については１４１，０００千円とし、平成２６年

度以降の基準額については、年度協定書において定めるものとする。



(6) 税について

指定管理者は、原則として法人税、法人市・県民税、法人事業税及び事業所得税の課税

の対象となる。

(7) 区分経理について

指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理は区分するものとする。

９ 申請に関する事項

(1) 申請資格

有料自動車駐車場の管理運営を行う能力を有する奈良県、大阪府又は京都府内に拠

点となる事業所を置く法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、次の要件を満

たすものであること。

ア 申請書類提出時において、本市の指名停止処分を受けていないこと。

イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第１６７条の４の規定に該当しないこ

と。

ウ 国税及び地方税を滞納していないこと。

エ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更正手続き開始の申立てをしてい

ないこと、及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立

てをしていないこと。

オ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始申立てがなされた法人等

及び開始決定がされている法人等でないこと。

カ 次に該当する法人等でないこと。

(ｱ) 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。）

(ｲ) 暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）

(ｳ) 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過

しない者の統制下にある法人その他の団体

(ｴ) (1)かから(3)までに掲げるもの（以下「暴力団等」という。）の利益となる活動

（暴力団等と取引をし、暴力団等に対し資金を供給し、又は便宜を供与するなど

積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与することをいう。）を行う法人そ

の他の団体

(ｵ) 役員等（法人にあっては役員及び経営に事実上参加している者、法人以外の団

体にあっては代表者及び経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。）が、暴

力団等の利益となる活動を行う法人その他の団体

(ｶ) 役員等が暴力団等と社会的に不適切な交友関係（相手方が暴力団等であること

を知りながら、会食、遊技、旅行、スポーツ等を共にするような関係をいう。）を

継続的に有している法人その他の団体

キ 生駒市政治倫理条例(平成 20 年 6 月条例第 25 号)第１６条に規定する法人等でな

いこと。

上記カの資格要件確認のため、提案時に「暴力団等の介入の排除に関する合意書」

により生駒警察署へ欠格事項に該当するか否かを照会する場合があります。



(2) 申請書類

申請時の提出書類は次のとおりとし、提出部数は正本１部及び副本８部とする。

ア 指定管理者指定申請書（様式１）

イ 誓約書（様式２）

ウ 指定管理者事業計画書（様式３）

エ 駐車料金等提案書（様式４）

オ 団体概要書（様式５）

カ 駐車場の管理運営に関する業務実績（様式６）

キ 直近の３事業年度の法人税の申告書の写し、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書

ク 団体の設立趣旨、組織及び運営に関する事項の概要が分かる書類（団体作成の外部向

けパンフレット等）

ケ 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

コ 法人の登記簿謄本又は登記事項証明書（※発行から３ヶ月以内のもの）

サ 国税及び地方税に滞納がないことの証明書並びに消費税及び地方消費税の納税証明書

（未納がないことを証するもの）（※発行から１ヶ月以内のもの）

(3) 申請書類の受付    

ア 受付期間 平成２５年７月１６日(火)から平成２５年７月２９日(月)の午前 9 時から

午後 5 時まで。ただし市の休日を除く。

イ  提出場所 生駒市市民部生活安全課

ウ  提出方法 申請書類を上記の提出場所に直接持参の上提出

(4) 申請に関する留意事項

ア 接触の禁止

指定管理者選定委員会委員、本市職員及び本件関係者に対して、本件提案についての

接触を禁ずる。接触の事実が認められた場合は失格となることがある。

イ 提案内容変更の禁止

提出された書類の内容を変更することはできない。

ウ 虚偽の記載をした場合の無効

申請書類に虚偽の記載があった場合、その申請は無効とする。

エ 申請の辞退

申請書類の提出後に辞退する場合は、申請辞退届（様式任意）を提出すること。

オ 申請書類の取扱い

(ｱ) 申請書類は、理由の如何を問わず返却しない。

(ｲ) 申請書類の著作権は団体に帰属する。なお、市が指定管理者の選定等本事業に関し

て公表を行う場合その他必要と認めるときは、市は申請書類の全部を無償で使用でき

るものとする。

(ｳ) 申請書類は、生駒市情報公開条例第２条第２号に定める公文書に該当する。

カ 費用負担

申請に関して必要となる費用は、全て申請者の負担とする。

キ 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る。

ク 提供書類の目的外使用の禁止

市が提供する資料を申請に関わる検討以外の目的で使用することを禁ずる。



１０ 選定に関する事項

(1) 申請書類、申請資格等の確認

提出された申請書類は、担当部署において確認を行い、提出内容について確認、照会等

を行う場合がある。

(2) 選定委員会による選考

指定管理者の選定に当たっては、「ベルテラスいこま自動車駐車場指定管理者候補者選

定委員会設置要綱」に基づき設置された「ベルテラスいこま自動車駐車場指定管理者候補

者選定委員会」において、提出された事業計画等を総合的に評価し、その選考を経て指定

管理者の候補者を決定する。

(3) 審査基準

下表の評価項目ごとに、申請書類をもとに評価を行う。

評価項目及び配点

評 価 項 目 審 査 (80 点)

駐車場の運営方針
平等・公平な利用確保
個人情報保護の考え方
生駒市の施策への配慮

１０点

団体の経営能力
財務の健全性
駐車場の管理運営実績

２０点

管理運営方法

防犯対策・安全管理
緊急時等の対応
修繕の考え方
人員配置計画
人材育成
料金管理

２０点

利用者サービスの向上
利用者増加策
利用者等の声の反映

１０点

収支計画
収入・支出見込額の適切性、経費節減、
経営改善に係る提案等

２０点

※ 指定管理者の候補者の選定は、指定管理者としての正式な指定を前提とした業務内容の

交渉の第一優先交渉権を付与するものである。

１１ 指定管理者の指定手続き等

指定管理者の候補者に選定された団体については、地方自治法の規定に基づき指定管理者

として指定する議案を生駒市議会に提案（平成２５年９月定例会を予定）し、議決後に指定

管理者として指定する。指定に当たっては、指定団体へ文書で通知するとともに、生駒市公

告式条例（昭和２５年９月条例第１６号）に定めるところにより告示する。

なお、市議会の議決が得られなかった場合は、指定管理者に指定できないが、候補者が本

件に関して支出した費用、提供したノウハウについて市は補償しない。

１２ 協定の締結

指定管理者の指定後、指定管理業務及び指定管理者提案事業に関し、包括的な事項を定め

た基本協定及び年度ごとの実施事項等を定めた年度協定を締結する。

なお、本件における基本協定は平成２３年４月１日付けで締結している「生駒市営駐車場

の管理に関する基本協定書」の一部を変更する協定とし、平成２５年度の基本協定は平成２



５年４月１日付けで締結した「生駒市営駐車場の管理に関する基本協定書」の一部を変更す

る協定とする。

１３ 選定に係るスケジュール

(1) 運営要領の交付   平成２５年７月１２日（金）

(2) 申請の提出期限   平成２５年７月２９日（月）

(3) 審査        平成２５年８月６日（火）

(4) 選定結果の通知   平成２５年８月中旬

(5) 市議会による議決  平成２５年９月定例市議会（予定）

(6) 指定管理者との協定 平成２５年１０月予定

１４ 担当部署

市民部 生活安全課 交通対策係 担当：宮本、河野

１５ 施行期日等

(1) この要領は、平成２５年７月１２日から施行する。

(2) この要領は、ベルテラスいこま自動車駐車場に係る指定管理者候補者の選定が行わ

れたときに、その効力を失う。



様式１

                                              

ベルテラスいこま自動車駐車場指定管理者指定申請書

平成  年 月 日

生駒市長 殿

（申請者）所在地              

団体名              

代表者氏名            印

電話番号               

ベルテラスいこま自動車駐車場について、生駒市自動車駐車場条例第４条に

規定する指定管理者の指定を受けたいので申請します。



様式２

誓約書

平成 年 月 日

生駒市長 様

（申請者）所在地               

団体名               

代表者氏名            印

  ベルテラスいこま自動車駐車場の指定管理者の指定申請に際し提出する資料の全て

の記載事項について事実と相違ないこと、及び下記の指定管理者として必要な全ての資

格要件を有していることを誓約します。

記

〔資格要件〕
有料自動車駐車場の管理運営を行う能力を有する奈良県、大阪府又は京都府内に事業

所を置く法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、次の要件を満たすものであ
ること。
１ 申請書類提出時において、本市の指名停止処分を受けていないこと。
２ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第１６７条の４の規定に該当しないこと。
３ 国税及び地方税を滞納していないこと。
４ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更正手続き開始の申立てをしてい
ないこと、及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立
てをしていないこと。

５ 破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続開始申立てがなされた法人等及
び開始決定がされている法人等でないこと。

６ 次に該当する法人等でないこと。
(1) 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。）

(2) 暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）
(3) 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5年を経過し
ない者の統制下にある法人その他の団体

(4) (1)かから(3)までに掲げるもの（以下「暴力団等」という。）の利益となる活動
（暴力団等と取引をし、暴力団等に対し資金を供給し、又は便宜を供与するなど積
極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与することをいう。）を行う法人その
他の団体

(5) 役員等（法人にあっては役員及び経営に事実上参加している者、法人以外の団体
にあっては代表者及び経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。）が、暴力
団等の利益となる活動を行う法人その他の団体

(6) 役員等が暴力団等と社会的に不適切な交友関係（相手方が暴力団等であることを
知りながら、会食、遊技、旅行、スポーツ等を共にするような関係をいう。）を継
続的に有している法人その他の団体

(7) 生駒市政治倫理条例(平成 20年 6月条例第 25 号)第１６条に規定する法人等



様式３－１

ベルテラスいこま自動車駐車場 指定管理者事業計画書

（収支計画書）

◎指定管理料                     （税込：単位 円）

２５年度 ２６年度 ２７年度 合計

収

入

現金収入

前払駐車券収入

予定額（Ａ）

支

出

人件費、各種保守点検費等

自家用電気工作物保安料

修繕料 125,000 500,000 500,000   1,125,000

役務費

消耗品費

印刷製本費

光熱水費

その他

予定額（Ｂ）＝  指定管理料

収支差引（Ｃ）     （＝Ａ－Ｂ）

◎指定管理者の収入見込額                （税込：単位 円）

２５年度 ２６年度 ２７年度 合計

収入見込額（I）     （＝Ｂ+Ｈ）



様式３－２

ベルテラスいこま自動車駐車場 指定管理者事業計画書

（１）駐車場の運営方針 ①平等・公平な利用確保

    公の施設として多様な人々（身障者、高齢者等）の利用が想定されますが、どのよ

うに市民の平等・公平な利用を確保するか、その方策を具体的に述べてください。

※記述量は１ページを超えないこと



様式３－３

ベルテラスいこま自動車駐車場 指定管理者事業計画書

（１）駐車場の運営方針 ②個人情報保護の考え方

    事業上取り扱う個人情報について、現在どのような体制、方策で取り扱っているか

述べてください。また、駐車場の管理運営を行う上で、どのような管理体制のもと、

どのような方策で取り扱っていくか述べてください。

※記述量は１ページを超えないこと



様式３－４

ベルテラスいこま自動車駐車場 指定管理者事業計画書

（１）駐車場の運営方針 ③生駒市の政策への配慮

    駐車場の管理運営にあたっては、環境、バリアフリー、交通政策等の生駒市の政策

に配慮していただくことになります。貴団体のこれまでの取り組みを示すとともに、

駐車場の管理運営を行う上でどのように取り組んでいくか述べてください。

※記述量は２ページを超えないこと



様式３－５

ベルテラスいこま自動車駐車場 指定管理者事業計画書

（２）団体の経営能力 ①財務の健全性

    直近３ヵ年の財務内容を踏まえ、貴団体における財務内容の健全性や経営基盤の安

定性等について、具体的に述べてください。

※記述量は２ページを超えないこと



様式３－６

ベルテラスいこま自動車駐車場 指定管理者事業計画書

（３）管理運営方法 ①防犯対策・安全管理

    駐車場における犯罪を防止し、安全を確保するため、貴団体の持つノウハウを活用

してどのように防犯対策や安全管理を行っていくか、具体的に述べてください。

※記述量は１ページを超えないこと



様式３－７

ベルテラスいこま自動車駐車場 指定管理者事業計画書

（３）管理運営方法 ②緊急時等の対応

    機器の故障や場内の事故その他災害等の緊急時にどのような対応をするのか、具体

的に述べてください。

    長期滞留車両があった場合の対応策について、具体的に述べてください。

※記述量は１ページを超えないこと



様式３－８

ベルテラスいこま自動車駐車場 指定管理者事業計画書

（３）管理運営方法 ③修繕の考え方

    施設を良好な状態に維持するために、どのようなことに取り組んでいくか、また施

設の修繕の実施方法について述べてください。

※記述量は１ページを超えないこと



様式３－９

ベルテラスいこま自動車駐車場 指定管理者事業計画書

（３）管理運営方法 ④人員配置計画

    安定した管理を行うため、駐車場にどのように人員を配置するか具体的に述べてく

ださい。

※記述量は１ページを超えないこと



様式３－１０

ベルテラスいこま自動車駐車場 指定管理者事業計画書

（３）管理運営方法 ⑤人材育成

    職員の指導育成、研修体制について、その考え方や方策を具体的に述べてください。

※記述量は１ページを超えないこと



様式３－１１

ベルテラスいこま自動車駐車場 指定管理者事業計画書

（３）管理運営方法 ⑥料金管理

    駐車場における金銭管理の方針、体制等を述べ、利用者から収受した料金を適正に

管理する具体的な方策を示してください。

※記述量は１ページを超えないこと



様式３－１２

ベルテラスいこま自動車駐車場 指定管理者事業計画書

（４）利用者サービスの向上 ①利用者増加策

    利用者の増加や質の高いサービスを提供していくための具体的な方策、また利用者

増加を図るための具体的な取り組みについて述べてください。

※記述量は２ページを超えないこと



様式３－１３

ベルテラスいこま自動車駐車場 指定管理者事業計画書

（４）利用者サービスの向上 ②利用者等の声の反映

    利用者からの苦情、要望等に対しどのように対応し、またどのように管理運営に反

映していくか述べてください。

※記述量は２ページを超えないこと



様式３－１４

ベルテラスいこま自動車駐車場 指定管理者事業計画書

（５）収支計画 ①収入の積算内訳

    収入積算の内訳とその根拠について説明してください（収入増加努力の内容とその

根拠についても触れてください）。

※記述量は、適度な枚数とすること



様式３－１５

ベルテラスいこま自動車駐車場 指定管理者事業計画書

（５）収支計画 ②支出の積算内訳

    支出積算の内訳とその根拠について説明してください。

※記述量は、適度な枚数とすること



様式３－１６

ベルテラスいこま自動車駐車場 指定管理者事業計画書

（５）収支計画 ③経費節減、経営改善に係る提案等

    経費節減について努力した内容を記述してください。

    経費改善に係る提案等があれば記述してください。

※記述量は、適度な枚数とすること



様式４

ベルテラスいこま自動車駐車場 駐車料金等提案書

駐車料金等に係る提案等があれば記述してください。

※記述量は、適度な枚数とすること



様式５

                                              

団体概要書

平成 年 月 日現在

  

団体名
（フリガナ）

本社（本部）所在地

代表者名 設立年月日

資本金（基本財産） 従業員数

生駒市内の事業所

（名称）

（所在地）

（電話）

主な業務内容

担当者

担当者氏名

所属名

電話番号

ＦＡＸ番号

Ｅメール



様式６－１                                           

駐車場の管理運営に関する業務実績（総括表）

管理を行っている

駐車場数                                
種別

時間貸し 月極

併用 その他

営業時間
２４時間

その他

平
休業日

年中無休

成 その他

22
駐車場の

規模

１００台未満

年 総収容台数 １００台～２００台未満

度 ２００台以上

構造

建物内

広場式

自走式

機械式

現場管理
有人

無人

管理を行っている

駐車場数                                
種別

時間貸し 月極

併用 その他

営業時間
２４時間

その他

平
休業日

年中無休

成 その他

23
駐車場の

規模

１００台未満

年 総収容台数 １００台～２００台未満

度 ２００台以上

構造

建物内

広場式

自走式

機械式

現場管理
有人

無人

管理を行っている

駐車場数                                
種別

時間貸し 月極

併用 その他

営業時間
２４時間

その他

平
休業日

年中無休

成 その他

24
駐車場の

規模

１００台未満

年 総収容台数 １００台～２００台未満

度 ２００台以上

構造

建物内

広場式

自走式

機械式

現場管理
有人

無人



様式６－２                                           

駐車場の管理運営に関する業務実績（主たる駐車場記入用）

（注意事項）

  １ 主たる駐車場を３箇所まで提出できます。１箇所１枚で記入してください。

  ２ 選択式回答の欄は該当する番号を○で囲んでください。

  ３ 「特色」には、心がけているサービス等を記入してください。

１ 名称

２ 所在地

３ 種別
１ 時間貸し ２ 月極 ３ 併用 ４ その他

※その他にはお客様専用駐車場などを含みます。

４ 営業時間 １ ２４時間 ２   時  分  ～   時   分まで

５ 休業日 １ 年中無休 ２ その他 （              ）

６ 駐車場の規

模（収容台数）

台

時間貸 台 月極その他 台

７ 管理年数

８ 構造 １ 建物内 ２ 広場式 １ 自走式 ２ 機械式

９ 現場管理 １ 有人 ２ 無人

特色（心がけているサービス等）



様式７

                         

ベルテラスいこま自動車駐車場指定管理者の募集に関する質問票

生駒市市民部生活安全課 あて

（ＦＡＸ：0743-74-1196）

平成  年  月  日

団体の名称

（フリガナ）

（質問内容）                              №    

担当者氏名

及び連絡先

部署名：

担当者：

電 話：

ＦＡＸ：

（注）・質問内容は、要点を簡潔に記載してください。

  ・ＦＡＸで提出する場合は、送信後に電話連絡（代表 0743-74-1111、内線 364）をお願

いします


	

