
米原市役所統合庁舎立体駐車場等管理運営事業者募集要項 

 

１ 募集の趣旨 

米原市（以下「市」という。）では米原市役所統合庁舎地上駐車場および立体駐車場施設

（以下「立体駐車場等」という。）の効率的な利用の促進と利便性の向上を図るため、時間

貸駐車場施設の管理運営ができる事業者に立体駐車場等の使用許可を行います。本募集要

項により立体駐車場等の管理運営を行う事業者を選定するため公募を実施します。 

 

２．米原市役所統合庁舎の所在地等 

(１) 住所 

米原市米原 1016 番地（JR 米原駅下車徒歩１分） 

(２) 米原市役所統合庁舎開庁時間 

市役所エリア 

月曜日～金曜日 午前８時 30分～午後５時 15 分 

土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月 29 日～１月３日）は閉庁となります。 

交流エリア 

月曜日～日曜日 午前８時 30分～午後９時 00 分 

年末年始（12月 29 日～１月３日）は閉庁となります。 

(３) 市の人口 

38,571 人（令和２年 12月１日現在） 

(４) 市の面積 

250.39k ㎡ 

 

３ 使用許可物件 

（１）所在地 米原市米原 1016 番地ほか 

（２）使用場所 米原市役所統合庁舎地上駐車場および立体駐車場 

（３）使用可能台数および管理面積 

・駐車可能台数 

立体駐車場 一般用 180 台 うち、車いす駐車区画２台 

電気普通充電３台 

 地上駐車場 一般用 24台 

・管理面積  

立体駐車場 建築面積 1,740.07 ㎡ 地上駐車場 300 ㎡  

別紙１「米原市役所統合庁舎立体駐車場等配置図」参照 

（５）最低使用料 月額 57,000 円 

（６）割引認証機のレンタル 



  事業者は、市に対して市がすでに設置済みの料金ゲート等のシステムに対応した割引

認証機（三菱プレシジョン株式会社 VD800）10 台のレンタルを行うものとする。割引認証

機の月額レンタル料は１台当たり 16,000 円以下（税込み）とする。 

 

４．募集内容 

(１)業務名称 

米原市役所統合庁舎立体駐車場等管理運営業務 

(２)業務内容 

「米原市役所統合庁舎立体駐車場等管理運営事業者募集仕様書」（以下「仕様書」とい

う。）のとおり 

(３)業務場所 

「３（２）使用場所」と同じ 

(４)駐車場使用形態 

米原市役所統合庁舎立体駐車場等管理運営事業者（以下「事業者」という。）は、立体

駐車場等について、地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）第 238 条の４第７項の規定に基

づき、行政財産使用許可（以下「使用許可」という。）を受けて使用します。 

(５)業務期間 

令和３年５月６日から令和４年３月３１日まで 

ただし、公用・公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況を勘案して支障がない

と判断する場合は、公募条件を変更しないことを前提として１年度ごとの申請により令

和６年３月 31日までを限度に引き続き使用することができます。 

(６)使用料および割引認証機レンタル料等 

①市が設定する最低使用料以上の提案価格をもって使用料とします。提案価格（使用料）

は月額使用料を千円単位で記入してください。なお、最低使用料以上であれば、駐車場

の利用台数等に応じて使用料が変動する提案も可能とします。この場合、表などを用い

てわかりやすい資料を作成してください。 

②市が設定するレンタル料以下の提案価格をもってレンタル料とします。提案価格（レン

タル料）は月額レンタル料を千円単位で記入してください。 

③使用料は、市の発行する納入通知書により、市が指定する期限までに毎月納付していた

だきます。その他、電気使用料についても事業者の負担とし、別途市が指定する金額を

納付期限までに納付していただきます。 

④レンタル料は、事業者が発行する請求書により、毎月支払いを行います。なお、使用料

とレンタル料は相殺しません。 

⑤その他必要経費等について、設置および撤去に要した工事費、移転費等の一切の費用は

事業者の負担とします。 

 



５．応募資格 

次の各号に定める内容を全て満たす法人または個人が応募することができます。 

(１)国税・県税・市税に係る徴収金を完納していること。かつ、最近１事業年度の消費税、

地方消費税を完納していること。 

(２)会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てをしている（更

生手続開始の決定を受けている者を除く。）または民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者

を除く。）でないこと 

(３)過去３年以内の事業について、200 台以上の時間貸し駐車場管理運営業務の実績があ

ること。また、国または地方公共団体の来庁者駐車場管理運営業務の実績があること 

 (４)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147 号）第

５条第１項に規定する観察処分を受けた団体に該当しない者であること。 

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

あること。同条第２項の各号の一に該当する事実がある場合は、その事実から２年間を

経過していること。 

 (６)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および別表に該当する者でないこと。 

 

６．選定スケジュール 

公募開始 令和３年１月 27 日（水） 

現地説明会 令和３年２月２日（火） 

質疑書の受付締切 令和３年２月５日（金） 

質疑書に対する回答 令和３年２月 10 日（水） 

企画提案書等の提出締切 令和３年２月 17 日（水） 

※企画提案書等のヒアリング 令和３年２月 22 日（月）（予定） 

選定結果発表 令和３年２月 26日（金）（予定） 

使用許可申請提出締切 令和３年４月 28日（水） 

使用許可 駐車場オープン 令和３年５月６日（木） 

 

７．申込み方法等 

（１）申込受付期間 

令和３年１月 27 日から令和３年２月 17日 17：00 まで 

（２）申込受付場所 

米原市下多良三丁目３番地 米原市政策推進部政策推進課 

（３）申込みに必要な書類 

① 応募申込書（様式１） 



② 誓約書（様式２） 

③ 事業概要関係書類 

Ⅰ：会社概要（事業実績が分かるもの） 

Ⅱ：直近の貸借対照表 

Ⅲ：損益計算書および余剰金処分計算書 

④ 印鑑証明書（原本） 

法人については代表者印鑑証明書 

⑤ 法人登記簿謄本（原本。法人のみ） 

⑥ 国税および県税・市税の未納の税額がないことの証明書の写し（納税証明書）および

市税（法人・個人等の市民税、固定資産税・都市計画税（土地・家屋））の納税証明書

の写し 

⑦ 委任状 （受任者を設定する場合は委任状を提出してください。） 

⑧ 提案書（様式自由 A4サイズ） 

※最低限必要な内容は下記のとおり 

・行政財産使用料の提案額（月額、消費税込で記載してください。最低使用料である月額

57,000 円以上の提案価格としてください。千円単位で記入してください。） 

※行政財産使用料は、最低使用料以上であれば、駐車場の利用台数等に応じて使用料が

変動する提案も可能とします。この場合、表などを用いてわかりやすい資料を作成し

てください。 

・割引認証機のレンタル料の提案価格（月額、消費税込で記載してください。市が設定し

た月額 16,000 円/台以下の提案価格としてください。千円単位で記入してください。） 

・過去３年間における国または地方公共団体における事業実績（3年間のすべての実績を

記載してください。） 

・緊急対策・苦情対策の考え方、駐車場利用者の 24 時間対応の考え方 

・管理・保守点検体制、市からの問い合わせ受付体制 

・その他独自提案（任意） 

・レイアウト図 

※レイアウト図は、事業者において設置を希望する看板等の位置等を記載してくださ

い。（縮尺、方角を記載願います） 

※①、③、⑧は原本１部、複写７部を、その他は１部ずつ提出してください。 

（４）申込の手続 

受付期間内に、申込みに必要な書類を受付場所に持参または郵送（申込受付期間内必着）

してください。 

（電話、ファクシミリ、電子メールによる受付は行いません。） 

（５）注意事項 

・提出された書類は、一切返却しません。提出した一切の関係書類の書き換え、引き換え、



または撤回はできません。また、著作権は応募者に属することとしますが、事業者に選

定された場合は、市がその一部または全部を無償で使用できるものとします。 

・提出された書類に記載された個人情報は、事業者の選定、審査その他手続を実施する目

的以外に、応募者に無断で使用することはありません。 

・市は、事務の遂行上必要な範囲において、提出された書類の複製を作成することができ

るものとします。また、選定手続の経過および選定結果の公表等のため必要と認めると

きは、応募者の承認を得て、提出された書類の全部または一部を無償で使用することが

できるものとします。 

・提出された書類は、必要に応じて公開される場合があります。経営ノウハウに関するも

の等で公開されたくない場合は、その旨明記してください。 

 

８．現地説明会 

日時 令和３年２月２日（火）  

※現地説明会は、１事業者ごとに行います。 

場所 米原市役所統合庁舎立体駐車場（説明会時点で庁舎等工事中であるため、集合場所 

は別途指定します。） 

※参加者人数は、１事業者当たり２人までとします。 

  

９．質疑書の提出 

（１）受付期間 

令和３年２月５日（金）午後５時まで 

（２）質疑書受付場所 

米原市下多良三丁目３番地 米原市政策推進部政策推進課 

（３）質疑書の提出方法 

書面（様式３）により持参（ファクシミリおよび電子メール可）してください。（ファ

クシミリおよび電子メールの場合は、電話で確認連絡のうえ提出してください。） 

（４）回答方法 

質問の回答は令和３年２月 10日（水）に米原市公式ウェブサイトに掲載します。 

 

10．審査および選定について 

（１） 審査および選定の方法 

審査および選定は、次の方法により実施します。 

①応募資格審査 

申請書類を受理した全ての方を対象として、本要項「５．応募資格」および「７．申

込み方法等」の「（３）申込みに必要な書類」に適合しているかについて事前審査を行

い、応募の要件に適合しないと判断された応募者は失格となります。 



②選定審査会の設置 

「米原市役所統合庁舎立体駐車場等管理運営事業者選定審査会」（以下「審査会」と

いう。）を設置し、応募者の企画提案書類を審査します。 

③選定審査 

ア 審査会は、①の応募資格審査の結果、必要に応じてヒアリングを行います。なお、

３者以上の応募の場合は第１次選考として書類審査を行います。 

ヒアリングを行う場合は、質疑応答を行います。 

イ 選定基準 

Ⅰ事業実績【10 点】 

Ⅱ提案価格について（使用料および割引認証機レンタル料）【45点】 

Ⅲ緊急対策・苦情対策、駐車場利用者の 24時間対応【15 点】 

Ⅳ管理・保守点検体制、市からの問い合わせ受付体制【15点】 

Ⅴ独自提案【15 点】 

④選定結果の通知 

選定結果は、選定された事業者（以下「受注者」という。）に書面により通知を行い

ます。なお、他の者に係る選定の結果や自らまたは他の者にかかわらず、内容について

の問い合わせには応じません。 

⑤選定結果の公表 

選定結果の公表は令和３年２月 26日（金）（予定）までに市公式ウェブサイトで行い

ます。（市公式ウェブサイト： http://www.city.maibara.lg.jp/） 

 

12.決定後の提出書類 

行政財産使用許可申請書・許可場所図面 

 

13.受注者の決定の取消 

次のいずれかに該当する場合は、受注者として決定を取り消します。 

(１) 正当な理由なくして、指定する期日までに使用許可の手続に応じなかった場合 

(２) 受注者が応募者資格を満たしていないことが判明した場合 

(３) 提案書類等に虚偽の記載があった場合 

(４) 受注者による業務執行が困難であると判断される事実が判明した場合 

(５) 著しく社会的信用を損なう行為等により、応募者が受注者として業務を行うことに

ついてふさわしくないと認めた場合 

(６) 受注者が応募者資格を失った場合 

 

14.その他 

(１)応募者は、この募集要項、仕様書を熟読してください。 



(２)使用許可申請書を受け取られたのち、市が発行する納入通知書を納期限までに納付

してください。 

(３)電気を使用する際には、機器の VA（ボルトアンペア）または W（ワット）数に応じた

年間電気使用料をもとにして積算した額を市に納付いただきます。 

 

15 問い合わせ先 

〒521-8501 滋賀県米原市下多良三丁目３番地 

米原市 政策推進部政策推進課統合庁舎整備推進室 

電話：0749-52-6626(直通)  ＦＡＸ：0749-52-5195 

Ｅメール：sousei　city.maibara.lg.jp @


