
■実施方針（案）質問一覧

該当箇所

頁 数 （数） カナ

1 実施方針（案） SPCの設立 10 6

定款的なこと、資本金の最低額などの制約は設けま
すか？

　SPCの設立に関する制約等は募集要項にて公表す
る予定です。

2 実施方針（案） 県への納付金 5 2 (1) イ

県への支払いは年間最低いくらか？利益により増や
すことで、利益が少ないときは、0も受け入れてくれま
すか？支払方法は毎年度内ですか、あるいは、毎時
年度ですか？県への支払いに消費税はかかります
か？

　最低金額及び方法については募集要項にて公表す
る予定です。また、納付金については原則消費税等
の課税対象となります。

3 実施方針（案） 固定資産税 17 3 (2) エ

固定資産税はどうなりますか？ＳＰＣが支払わなけれ
ばいけないですか？金額はいくらになりますか？

県が駐車場を所有するため不要です。

4 実施方針（案） 大規模修繕 17 3 (2) ア

長期保全計画の中で、PFI事業者施工と記された項
目以外の工事は一切必要ないですか？駐車場運営
上どうしても行わなければならない工事が発生した時
は、県で負担して工事を行うのですか？

　実施方針（案）別紙-1 リスク分担表No.35のとおり、
50万円未満の修繕は事業者負担となっております。

5 実施方針（案） 大規模修繕 17 3 (2) ア

3月4日にご提示いただいた修繕の想定費用の見積
もり根拠を教えてもらえますか？

　実施方針（案）17頁にて情報提供する公表資料とし
ている「ア 両駐車場長期保全計画」をご参照くださ
い。

6 実施方針（案） 対応措置 12 1 (1)

地震、洪水、火災などによって駐車場の運営が困難
になったときに、もう少し明確な対応措置を決めてほ
しいです。

　事業者加入の保険にて対応の上、保険の範囲外の
場合は協議の上、対応を決定する予定です。

7 実施方針（案） 駐車場内の事故 12 1 (2)

駐車場内でのお客さんの事故について駐車場運営
会社は、一切保証できないという考えでそのことを看
板に記載して置けばいいでしょうか？不可抗力被害
の巻き添えになった車についても同様の扱いで、でき
るでしょうか？

　実施方針（案）別紙-1 リスク分担表No.45及び46の
とおりとなっております。

8 実施方針（案） 利用料金 3 (8)

どの程度弾力的に変えられますか？ほかの駐車場と
の関係を加味しないといけないですか？（近隣駐車
場よりあまりいい条件を出してはいけないとか？）曜
日で駐車料金を変えることはできますか？時間帯で
駐車料金を変えることはできますか？駐車場所で料
金を変えることはできますか？営業時間の変更はで
きますか？

　利用料金については現在の駐車料金の範囲内で
の料金変更は可能です。また、営業時間については
延長が可能ですが、駐車場所での料金変更について
は今のシステムでは変更できないため、駐車場所で
料金を変更する場合は、システム変更を含めた提案
をしてくださるようお願いいたします。

No. 資料名 タイトル 質問内容 回答
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該当箇所

頁 数 （数） カナ
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

9 実施方針（案） 長期保全計画 17 3 (2) ア

県営立体駐車場の動力機械設備機器とはなにを意
味しますか？

地下1階電気室の動力機械設備機器の更新です。
※説明会資料（県営駐車場・見積なし）参照

10 実施方針（案） 長期保全計画 17 3 (2) ア

柳町も立体駐車場も、蛍光灯をLEDに代える工事が
ありません。2020年までに蛍光灯は製造中止なの
で、必須なはずでは

　現時点において長期保全計画での全面的な更新を
想定しておりません。原則して切れた蛍光灯を個別
に維持修繕工事によって交換することを想定しており
ます。

11 実施方針（案） 利用料金 3 (8)

特に柳町駐車場で、2輪車の駐車は可ですか？ 　現在の青森県営駐車場条例及び青森県営柳町駐
車場条例では駐輪場は規定されていないため、原則
不可となっております。ただし、業務に支障のない範
囲での事業提案は可能です。

12 実施方針（案） 県への納付金 5 2 (1) イ

県に納付する費用については、一括納付か、単年度
毎の納付か。計画的であれば年度ごとに納付の有無
を決めてよいかお教え願いたい。

　納付金の仕組みに関する詳細については、募集要
項にて公表する予定です。

13 実施方針（案） 長期保全計画 17 3 (2) ア

県の示した長期保全計画（調査年2016年）の保全費
用等の金額は、消費税等込みの金額かお教え願い
ます。

税込（消費税率は8%）で積算しております。

14
実施方針（案）
概要

駐車場収支 13,19

両駐車場の支出状況が各2枚あり、支出の内訳とし
て指定管理者委託料と業務費（県支出）があります。
業務費（県支出）の科目及び詳細をご教授願いた
い。

　実施方針（案）17頁にて情報提供する公表資料とし
ている「ウ 平成26～30年度両駐車場収支」をご参照
ください。

15 別紙1 リスク分担表 2 26

「県の提示条件の不備・変更または県の提示された
資料等から予見できなかった不測の事態による工事
費の増大」が県負担とありますが、大規模修繕は予
算が示されています。増大の規模や工事費用の規模
などにもよりますが、どの程度の増大になった場合、
県負担となるのかご教示願いたい。

　調査の結果、長期保全計画中の修繕箇所おいて数
量が大幅に増加したり、長期保全計画以外の修繕が
必要になった場合は協議の上、対応を決定する予定
です。

16 実施方針（案） 事業の概要 2 (5)

現在の運営報告の手法（頻度、書類などの提出方
式）についてご教示ください。

　事業報告書（年度毎）及び定期報告書（毎月1回）を
それぞれ紙ベースにて提出を求めるほか、請求書、
出納帳等を年１回監査しております。
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該当箇所

頁 数 （数） カナ
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

17 実施方針（案） 選定方法 5 2 (1) イ

県収入とは、駐車場の利用料・選定された事業者が
行った自主事業の収入等ではなく、駐車場の利用者
が増えたことによる副次的効果で得られる県収入の
ことでしょうか。

　県収支とは県への納付金のことを示しております。
また、現時点での県のシミュレーションでは駐車料金
収入から一定の金額を県に納付することを想定して
おり、納付金の仕組みに関する詳細については、募
集要項にて公表する予定です。

18 実施方針（案） 要求水準書 6 2
要求水準書の公開はいつでしょうか。 　令和2年5月下旬に募集要項と併せて公表する予定

です。

19 実施方針（案） 提案事業 13 3

まちづくりに資する取り組みなどの提案について、紹
介など、県の協力を得ることは可能でしょうか。

　県ではまちづくりの取組を行っている団体への紹介
は基本的に行いません。

20 実施方針（案） 公開資料 17 3 (2)

記載されている提供資料の他に現在の運営体制に
ついて（人員構成、費用内訳等）や過去の修繕履歴
を提供頂くことは可能でしょうか。

　運営体制については平成29年度指定管理者公募
時の要求水準書、修繕履歴については実施方針
（案）17頁にて情報提供する公表資料としている「ウ
平成26～30年度両駐車場収支」をそれぞれご参照く
ださい。

21 実施方針（案） 長期保全計画 17 3 (2) ア

5年程前の劣化状況報告書に外壁が層間変形に追
従できていない可能性があるため耐震診断の実施を
推奨しているが、PFI実施前の県発注工事の改修工
事でそれを含めた補修工事を行う予定なのでしょう
か？その不確定な部分をPFI事業で見込むのは困難
と考えますがいかがお考えでしょうか？

　PFI実施前の県発注工事では耐震診断を行う予定
はありません。工事の不確定部分については今回の
PFI事業では見込んでおりません。

22 実施方針（案） 保険の付保 12 1 (3)

県が付保を義務付ける保険とは、何を示しているの
でしょうか？工事であれば履行保証保険となるが、本
PFI事業ではどの程度を保証額に想定すれば良いの
でしょうか？

　現在の指定管理者では平成29年度公募時の要求
水準書に記載の保険の加入を義務付けております
が、今回のPFI事業における付保を義務付ける保険
につきましては、要求水準書にて公表する予定です。

23 実施方針（案） 利用料金 3 (8)

「駐車料金の額の範囲内において知事承認を受けて
選定事業者が定める」とあるが、どれくらいの範囲が
可能だと想定しているのでしょうか？

　現時点において駐車料金の額の範囲について、県
では想定しておりません。
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