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１ 募集の目的 

 

四日市市近鉄四日市駅南自転車等駐車場（以下「南駐輪場」という。）と近鉄四日市

駅北自転車等駐車場（以下「北駐輪場」という。）及びレンタサイクル事業は、現在指

定管理者制度による管理運営がなされています。南北両駐輪場施設は、良好な歩行区間

及び景観の確保を図るとともに、自転車等利用者の利用の便を確保するために平成９年

に設置されています。 

また、レンタサイクル（貸し出すことを目的として設置する自転車）については、自動

車に過度に頼らず歩いて暮らせるまちの実現や、中心市街地の活性化及び観光の促進につ

なげることを目的として、平成 22 年度から開始しており、平成 24 年度からは通年での貸

出に移行し、着実に定着してきています。 

２つの自転車等駐車場とレンタサイクルについて、設置目的をより効果的・効率的に

達成させるとともに、施設の利用促進を含め一体的な管理運営を図るため、指定管理者

を募集することとしました。 

 

２ 施設の概要  

○南駐輪場 

(1) 施設名称 四日市市近鉄四日市駅南自転車等駐車場 

(2) 所在地  四日市市鵜の森一丁目 16番４号 

(3) 建物概要 敷地面積 1,099.52㎡ 建築面積 644.79㎡ 

         鉄筋コンクリート造２階建 

(4) 施設概要 駐車台数 

自転車 837台 原動機付自転車 50台 

(5) 運営に係る事項 

①【参考】現在の料金表 

利用の区分 

料    金 

一時利用 定期利用（１か月） 定期利用（３か月） 

自転車 

一 般 １２０円 ２，１００円 ６，３００円 

学 生 １２０円 １，６８０円 ５，０４０円 

原動機付自転車  ２１０円 ２，９４０円 ８，８２０円 

５割減免：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

10割減免：生活保護を受けている世帯に属する者 

注１）料金は、四日市市自転車等駐車場等条例第 11条別表（要項 22ページ）の規定

による料金を上限 とし、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て規定しま

す。 

    注２）減免の基準は、四日市市自転車等駐車場等条例施行規則第 12 条に基づくもの
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です。 

②供用時間 

    施設の供用時間は、四日市市自転車等駐車場等条例第４条の規定に基づき、午

前０時から午後 12時までとします。 

  ③自転車等入出場取扱時間 

    自転車等入出場取扱時間は、同施行規則第３条の規定に基づき、午前６時から

午後８時までとします。 

  ④利用実績 

    令和２年度 定期利用 4,519人、一時利用 14,824人 

    令和元年度 定期利用 4,989人、一時利用 19,486人 

○北駐輪場 

(1) 施設名称 四日市市近鉄四日市駅北自転車等駐車場 

(2) 所在地  四日市市安島一丁目１番 26号 

(3) 建物概要 敷地面積 1,381.11㎡ 建築面積 485.82㎡ 

         鉄骨造地下１階地上２階建 

(4) 施設概要 駐車台数 

自転車 852台 原動機付自転車等 131台 

(5) 運営に係る事項 

①【参考】現在の料金表 

利用の区分 

料    金 

一時利用 定期利用（１か月） 定期利用（３か月） 

自転車 

一 般 １２０円 ２，１００円 ６，３００円 

学 生 １２０円 １，６８０円 ５，０４０円 

原動機付自転車  ２１０円 ２，９４０円 ８，８２０円 

 

自動 

二輪車 

 

50cc超 

125cc以下 
３２０円 ３，５７０円 １０，７１０円 

125cc超  ４２０円 ４，５２０円 １３，５６０円 

 

〈減免については南駐輪場と同じ〉 

  ②供用時間 

    施設の供用時間は、四日市市自転車等駐車場等条例第４条の規定に基づき、午

前０時から午後 12時までとします。 

  ③自転車等入出場取扱時間 

    自転車等入出場取扱時間は、同施行規則第３条の規定に基づき、午前６時から

午後８時までとします。 
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④利用実績 

    令和２年度 定期利用 4,604人、一時利用 23,817人 

    令和元年度 定期利用 5,841人、一時利用 34,583人 

○レンタサイクル 

(1) 施設名称 四日市市レンタサイクル 

(2) 貸出及び返還場所（以下レンタサイクルポートという） 

①四日市市安島一丁目１番 26号（北駐輪場内：レンタサイクルポート近鉄四日市駅） 

②四日市市本町３番 85号（ＪＲ四日市駅内：レンタサイクルポートＪＲ四日市駅） 

(3) レンタサイクル概要 

  ①48台（うち７台は電動アシスト自転車） 

  ②31台（うち２台は電動アシスト自転車） 

(4) 運営に係る事項 

  ①【参考】現在の料金表 

利用の区分 

料    金 

１日利用 定期利用（１か月） 

自転車（電動アシ

スト自転車を除

く。） 

一 般 １２０円 ２，１００円 

学 生 １２０円 １，６８０円 

電動アシスト自転車 ２４０円  

注１）料金は、四日市市自転車等駐車場等条例第 11条別表（要項 22ページ）の規定に

よる料金を上限とし、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て規定します。 

  ②利用対象者及び時間等 

  利用対象者  13歳（中学生）以上 

利用時間   平日、土曜日：午前７時から午後８時まで 

         日曜、祝休日：午前 10時から午後５時まで 

         ただし、いずれも貸出しは終了時間の 15分前まで 

         休業日は、年末年始（12月 31日から翌年１月３日まで） 

  ③利用実績 

北駐輪場内 

令和２年度 定期利用 32人、一時利用 10,924人 

令和元年度 定期利用 36人、一時利用 12,621人 

 

ＪＲ四日市駅内 

令和２年度 定期利用 26人、一時利用 4,230人 

令和元年度 定期利用 27人、一時利用 5,620人 
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３ 施設の管理運営方針 

指定管理者の創意工夫に基づいた管理運営により、施設の利用促進を含めより質の

高いサービスを利用者に提供するとともに、管理経費等の縮減を図ります。 

 

(1) 基本方針 

当該施設は、自転車等の利用者の利便に供するとともに、自転車等の放置を防止

することにより、通行機能の確保及び市民生活の安全を図り、良好な都市環境を保

持することを目的に設置した自転車等駐車場にレンタサイクルをあわせ、一体的に

管理運営するものです。 

中心市街地という施設の立地条件や機能等を活かし、利用者に対するサービス提

供及び市民への利用促進の働きかけや、効率的な管理運営を行います。 

(2) 維持管理・運営方針 

① 施設や設備については、利用者が安全に利用できることを第一とし、全ての施

設を清潔に保ち、かつ機能を正常に維持し、仕様書等に基づき適正な管理と保守

点検を行うこと。 

② 感染症等に対して、日常から利用者の安全に注意を払うとともに、国内におい

て万一発生した場合には、適切な対応をとること。また、非常時には、四日市市

と連携し、利用中止等の措置をとること。 

③ 公の施設であることを常に念頭において、市民の平等な利用を確保する管理運

営を行うこと。 

④ 事業計画書等に基づき、施設の効用を最大限に発揮させるよう創意工夫を行い、

管理経費等の縮減に努めること。 

⑤ 利用者に対しては、親切かつ丁寧な接遇等のサービスを行うこと。 

⑥ 利用者の意見を聴き、反映できるものは取り入れ、利用者の満足度を高めるこ

と。 

⑦ 四日市市と密接に連携を図りながら管理運営を行うこと。 

⑧ 四日市市の環境方針等に基づく環境に対する取組に努めること。 

 

４ 管理の基準 

四日市市自転車等駐車場等条例（平成 13 年四日市市条例第 20 号）の規定によるも

ののほか、その他規則等で定める管理の基準に従って、四日市市近鉄四日市駅南自

転車等駐車場・四日市市近鉄四日市駅北自転車等駐車場及びレンタサイクル（以下

自転車等駐車場等施設という）の管理を行うものとします。 

 

５ 指定管理者が行う業務 

（1）業務の範囲 

① 自転車等駐車場等施設における事業の実施に関すること。 

② 自転車等駐車場等施設の利用許可等に関すること。 

③ 自転車等駐車場等施設の利用料の収納に関すること。 

④ 自転車等駐車場等施設についての問い合わせや苦情への対応に関すること。 
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⑤ 自転車等駐車場等施設及び付属設備の維持管理に関すること。 

⑥ その他自転車等駐車場等施設の管理運営に関すること。 

なお、具体的な業務内容及び履行方法については、四日市市近鉄四日市駅南自

転車等駐車場及び四日市市近鉄四日市駅北自転車等駐車場等施設管理業務仕様

書によります。 

（2）業務の留意事項 

① 行政財産の目的外使用許可、不服申し立てに対する決定等地方自治法に規定す

る市長のみの権限に属する事務は、指定管理者が行う業務から除かれます。 

② 自転車等駐車場等施設の管理運営業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせ

ることはできません。なお、業務の一部については、事前に市の承諾を受けた場

合に限り、第三者に委託することができます。 

 

６ 指定管理に委託する附帯事業 

  指定管理者には、併せて「放置禁止区域における放置自転車等の巡視撤去・保管返

還業務」及び「湯の山線高架下自転車等駐車場運営業務」を委託するので別紙仕様書

を参照してください。 

 

７ 指定の期間 

令和４年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

８ 応募の資格等 

(1) 応募の資格 

① 法人その他の団体（以下「団体」という。）であること。（法人格は必ずしも必

要ありませんが、個人での応募はできません。） 

② 応募者の制限 

次の条件を満たす団体に限ります。 

ア 四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第４条第

１項及び第２項の規定に該当しない団体であること。 

※ 四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（抜粋） 

第４条 前条の規定により申請しようとするもの（団体の代表者を含む。）が次の各号

のいずれかに該当する場合は、申請資格を有しないものとする。 

(1) 地方自治法第 244条の２第 11項の規定による指定の取消しを受けたことがある

もの 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「政令」という。）第 167条の

４第１項に規定する一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破

産者で復権を得ない者 

(3) 政令第 167 条の４第２項の規定により本市における一般競争入札等の参加を制

限されている者 

(4) その他前各号に準じて市長が申請資格を有しないと認めたもの 

２ 前項に規定するもののほか、主として本市に対し請負を行う団体（本市が資本金、
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基本金その他これに準ずるものの２分の１以上を出資している団体を除く。）であっ

て、市長、本市の議会の議員、法第 180条の５に規定する本市の委員会の委員又は

本市の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ず

べき者、支配人及び清算人である団体は、申請資格を有しないものとする。 

 

イ 四日市市税（同市税が課税されていない団体で市外に主たる事務所又は事業

所を有するものにあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の市町村税）、

法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない団体であること。 

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続又は民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続をしていない団体で

あること。 

エ 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。）又はその構成員（暴力団の構

成団体の構成員を含む。）の統制の下にない団体であること。また、四日市市

の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱に該当しない団体であること。 

オ 自らが主体となって指定管理業務を行う予定であること。 

※ 主体となって指定管理業務を行う予定のない持株会社、組合等が申請

しようとする場合には、主体となって指定管理業務を行う予定の子会社

や組合契約の当事者等を代表団体としてグループを構成すること。 

(2) 複数の団体での共同申請 

複数の団体での共同（以下「グループ」という。）による申請の場合には、次の

点に留意してください。 

①  グループの名称を設定し、代表となる団体を選定すること。 

なお、代表団体及び構成団体の変更は原則として認めません。 

② グループの構成団体は、他のグループの構成団体となり、又は単独で申請する

ことはできません。 

 

９ 指定管理者の募集及び選定スケジュール 

① 募集要項の配付開始、ＨＰ掲載 ６月 18日（金） 

② 応募説明会                    ６月 25日（金） 

③ 質問書受付 ６月 28日（月）～６月 30日（水） 

④ 質問書回答 ７月７日（水） 

⑤ 申請書受付 ７月８日（木）～７月 30日（金） 

⑥ 選定委員会による応募者ヒアリング         ９月下旬（予定） 

⑦ 選定委員会による選考結果、市長報告 10月中旬（予定） 

⑧ 候補者の決定、通知 10月中旬（予定） 

⑨ 候補者と仮協定等の協議、締結 11月上旬（予定） 

⑩ 指定の議案上程 11月下旬（予定） 
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１０ 募集要項の配付、応募説明会等 

(1) 募集要項の配付 

① 配付期間 令和３年６月 18日（金）から７月 30日（金）までの間 

       ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

②  配付時間 午前８時 30分から午後５時 15分までの間 

③ 配付場所 四日市市都市整備部道路管理課 

〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号 

 電話  059-354-8154 

 Ｆａｘ 059-354-8302 

 E-mail dourokanri@city.yokkaichi.mie.jp 

なお、募集要項は、四日市市ホームページにも掲載します。 

（2） 応募説明会の開催 

① 開催日時 令和３年６月 25日（金） 午後２時から１時間程度 

② 開催場所 四日市市役所６階北側 本部員会議室 

③ 説明内容 募集要項及び仕様書の説明 

④ 参加人数 １団体につき３人以内 

⑤ 事前連絡 団体の名称及び代表者の氏名等をあらかじめご連絡ください。 

連絡先   上記の募集要項配付場所と同じ 

（3） 質問の受付及び回答 

【受付・回答】 

募集要項や仕様書等に関する質問は、次のとおり受け付けます。 

①  受付期間 令和３年６月 28日（月）から６月 30日（水）までの間 

② 受付方法 質問がある場合、質問書（Ａ４縦、横書き、別紙様式）を、Ｆａｘ又

は電子メールで提出してください。 

宛先   四日市市都市整備部道路管理課 

Ｆａｘ   059-354-8302 

E-mail   dourokanri@city.yokkaichi.mie.jp 

     ※質問書を提出する際は、事前に電話連絡をお願いします。 

また、質問に対する回答は、次のとおり行います。 

③ 回答方法  Ｆａｘ又は電子メール 

④ 回答日（予定） 令和３年７月７日（水） 

⑤ 回答は応募者説明会参加者全員に行います。あわせて、ホームページにも掲

載します。 

 

１１ 応募の手続 

（1） 提出書類 

指定管理者の指定を受けようとするため、指定申請する団体（以下「応募団体」

という。）は、下記の書類を提出してください。 

① 指定申請書（四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

施行規則様式第１号） 
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グループ応募の場合はグループ応募構成届出書（別紙標準様式）及びグループ

協定書（写し）等添付書類を併せて提出してください。 

② 誓約書（グループによる応募の場合、構成団体ごとに誓約書を作成し提出する

こと。） 

③ 施設の管理運営に関する事業計画書（様式第２号）及び収支予算書 

  事業計画書の 10．提案価格には、指定管理と併せて委託する業務の委託料を

合算した金額を記入してください。また、収支予算書は、指定管理の分と、併

せて委託する業務の分とを別々に提出してください。 

※ 事業の実施が特定の他団体との連携・協力を前提としている場合は、当該

他団体との連携・協力等が確実に得られる旨の確認書（別紙標準様式）を併

せて提出してください。 

※ グループ応募の場合、事業計画書の２．及び３．を記入する際には、業務

名とともに実施した団体名も併せて記入してください。 

④ 団体に関する書類（グループによる応募の場合、各構成団体も以下の書類を提

出すること。） 

ア 団体の概要を記載した書類 

イ 定款、寄附行為その他これらに準ずる書類 

ウ 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに

過去３年度分の収支決算書、事業報告書及び財産目録又はこれに準ずる書類 

エ 法人の場合、当該法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

※作成後３か月以内のもの 

オ 法人の場合又は法人と同様の納税義務を負う団体の場合、四日市市税（同

市税が課税されていない団体で市外に主たる事務所又は事業所を有するもの

にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の市町村税）の完納証明書（四

日市市税の場合は別紙様式）、法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明

書（納税証明書その３の３） 

カ 上記オ以外の団体の場合、代表者の四日市市税（同市税が課されていない

者で市外に住所を有する者にあっては、その住所の市町村税）の完納証明書

（四日市市税の場合は別紙様式）、申告所得税並びに消費税及び地方消費税の

納税証明書 

キ 法人以外の団体の場合、役員名簿 

ク 過去３年度分の人員表 

各決算期末の常勤役員数、従業員数、非常勤従業員数（パートタイマー、ア

ルバイト：８時間で１人に換算すること。） 

（2）提出部数 

正本１部及び副本 11部（副本は複写可） 

※提出書類にはページ番号を付け、正本、副本ともにファイル等に綴じて提出する

こと。 

（3）提出期間及び提出方法 

① 提出期間 令和３年７月８日（木）から７月 30日（金）までの間 
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② 提出時間 午前８時 30分から午後５時 15分までの間 

③ 提出場所 〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号 

四日市市都市整備部道路管理課 

④ 提出方法 直接持参又は郵送。 

郵送の場合、書留郵便とし、令和３年７月 30日（金）必着 

なお、電送による提出は受け付けません。 

（4）提出書類の著作権 

事業計画書等提出書類の著作権は、応募団体に帰属します。ただし、四日市市は

指定管理者の決定の公表等において必要と認めるときは、当該提出書類の全部又は

一部を無償で使用できるものとします。 

（5）提出書類の情報公開 

提出された書類は、情報公開の請求によって開示することがあります。 

（6）指定申請の留意事項 

① 重複提案の禁止 

応募１団体（グループ）につき、事業計画書等の提出は１組とします。 

複数の提案はできません。 

② 提案内容の変更禁止 

提出期限後の提出書類の追加、再提出及び差し替えによる提案内容の変更は認

めません。（誤字、脱字等の軽微な修正は除く。） 

③ 費用負担 

応募に必要な費用は、応募団体の負担とします。 

④ 使用言語及び通貨単位 

提出書類に使用する言語は日本語とし、通貨単位は円とします。 

⑤ 提出書類の取扱い 

提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。また、提出書類は、選定等の

ために必要な範囲で複製を作成することがあります。 

⑥ グループの構成団体の変更 

グループによる応募の場合、代表団体及び構成団体の変更は原則として認めま

せん。 

⑦ 応募書類提出後に辞退する場合は、書面（様式任意）にて提出してください。 

 

１２ 経費に関する事項 

   施設に要する経費（人件費、管理費、一般管理費等）については、利用料金制を

導入するため、四日市市が支払う委託料のほか、利用者が支払う利用料金や自らが

企画・実施する各事業の収入等を、自らの収入とすることができます。利用料金の

上限については、条例に規定がありますが、消費税率の変更に伴い条例改正する場

合があります。また、四日市市が支払う委託料の金額及び支払方法については、年

度ごとに締結する協定書で定めます。 

施設に要する経費から利用料金等の収入見込額を差し引いた額を、毎年度の予算

の範囲内において、指定管理者に委託料として支払います。ただし、指定期間に支
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払う委託料の総額（消費税及び地方消費税を含む。）は、以下に示す金額を上限と

します。 

なお、委託料総額の上限額は、当該指定管理の業務及び附帯する委託業務である

「放置禁止区域における放置自転車の巡視撤去・保管返還業務委託」及び「湯の山

線高架下自転車等駐車場運営業務」の委託金額（試算は単年度１１,３００千円（税

込））も含んでいます。 

 （千円）※消費税を含む 

指定期間 委託料総額の上限 

令和４年４月１日～令和９年３月 31日（５年間） １００，０００ 

(１)  令和４年度から令和８年度までの試算額 

初年度の試算額は以下のとおりです。参考としてください。 

○利用料金収入  （千円）※消費税を含む 

年度 試算額 

利用料金収入 ２９，０００ 

 

○経費試算額   （千円）※消費税を含む 

経費区分 試算額 

人件費 ２８,１５６ 

管理費 ５,３８９ 

一般管理費 ３,３５５ 

合計 ３６,９００ 

 

当該施設にかかる修繕料（施設修繕料）については、下記に示す四日市市指定金額

を計上してください。 

なお、これと異なる金額で積算を行うことは認められないため注意してください。 

※消費税を含む 

指定管理料に含めるべき施設修繕料 

（四日市市指定金額） 
９８４ 千円 

（２）平成 29年度から令和２年度の実績 

  平成 29 年度から令和２年度の指定管理者制度導入時の実績です。参考としてくだ

さい。 

○ ４年間の利用料金収入実績           （千円）※消費税を含む 

  年度 南 北 レンタ 計 

平成２９年度 １１,６２６ １６,４７５ ２,６８５ ３０,７８６ 

平成３０年度 １１,９８６ １７,２８２ ２,６７９ ３１,９４７ 

令和 元年度 １１,８７１ １７,２２８ ２,５９７ ３１,６９６ 

令和 ２年度 １０,４２８    １３,０７８ ２,２０６ ２５,７１２ 

＊「南」は「四日市市近鉄四日市駅南自転車等駐車場」、「北」は「四日市市近鉄四日市駅 

北自転車等駐車場」、「レンタ」は「レンタサイクル」を指します。 
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○４年間の経費実績                  （千円）※消費税を含む 

経費区分 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

人件費 ２０，４１２ ２０，５１３ ２１，２３７   ２１,８９５ 

管理費 ７，１１１ ６，０２１ ５，７５４   ４,９４９ 

（印刷製本費） １，３１７ ５３８ ８９６    ２４４ 

（光熱水費） １，９９６ ２，１５０ １，９２５   １,７２４ 

（施設修繕料） １，８２１ １，０２１ ９８７    ９９５ 

（施設維持管理費） ７０３ ９８２ ８６０    ８５７ 

（通信運搬費） １１０ １１４ １１９    １２７ 

（廃棄物処理代） ８３ ９１ ９１     ９３ 

（手数料） ７７ ８９ ９４     ９２ 

（保険料） ９２ ９２ ９２     ９２ 

（レンタサイクル整備費） ５４９ ９３４ ６８０    ７２３ 

（備品購入費） ３６３ １０ １０      ２ 

租税公課 １，９００ ２，０００ ２，２３４   ２,０４３ 

一般管理費 ３，４５９ ５，１７６ ４，６５０   ３,０００ 

合計 ３２，８８２ ３３，７１０ ３３，８７５  ３１,８８７ 

＊管理費における（ ）の経費は内訳です。 

 

（3）経費負担区分 

項 目 内 容 市 指定管理者 

施設の増改築、設備の更新  ○  

施設等の修繕、窓ガラス入

替、給排水施設の補修等 

１件１００万円以上 ○  

１件１００万円未満  ○ 

施設に附帯する土木工事 １件５０万円以上 ○  

１件５０万円未満  ○ 

器具修繕、備品等の修理 １件５０万円以上 ○  

１件５０万円未満  ○ 

レンタサイクルの備品等

（＊1～３） 
１件２５万円以上 ○  

１件２５万円未満  ○ 

＊1：レンタサイクルとして使用する自転車の補充について 

・電動アシスト自転車の補充は、原則として指定管理者による新品補充とし、

１件２５万円までは指定管理者の負担とします。 

・自転車（電動アシスト自転車を除く）は、市では環境等に配慮し、リサイク

ル可能な自転車をレンタサイクルとして再利用しているため、指定管理者は、

必要に応じ市に対し自転車の補充の申出を行います。指定管理者は、市から

提供された自転車をレンタサイクルに供することができる状態に整備、点検 
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     等を行います。 

＊２：指定期間中におけるレンタサイクルとして使用する自転車の保有台数の増減

については、別途、市との協議事項とします。 

  ＊３：指定期間が終了した後のレンタサイクルとして使用する自転車の帰属につい 

ては、別途、市との協議事項とします。 

 (4)  指定管理料の精算について 

施設にかかる修繕料については、次のとおり精算をするものとします。 

指定管理料には、指定管理者が実施する施設にかかる修繕に要する経費として、

各年度９８４千円（消費税を含む）を含んでいます。修繕に使用しなかった額につ

いては、各年度ごとに精算することとします。 

なお、指定管理業務を市が示した基準どおりに実施する中で、利用料金収入や事

業収入の増加、経費の削減など指定管理者の経営努力により生み出された剰余金に

ついては、原則として精算による返還を求めません。 

一方で、利用料金収入などが減少した場合でも、指定管理料による補填は行い

ません。 

ただし、催物などの実施回数が協定回数を下回った場合や協定時に見込まれてい

ない特段の事業の変更が生じた場合など、当初の協定金額どおり支払うことが合理

的でない場合については、精算による返還を求めます。 

(5)  前納の利用料金の取り扱いについて 

指定管理者が既に収納した利用者からの前納された利用料金については、原則、

利用者が施設を利用する日に、当該施設を管理する指定管理者の収入とします。よ

って、選定された指定管理者は、前指定管理者が前納した当該利用料金を引き継ぐ

ものとします。また、指定管理期間終了時には、次の指定管理者へ前納した当該利

用料金を引き継ぐものとします。 

（6）経費の支払い 会計年度（４月１日～翌年３月 31日）ごとに支払います。 

          分割方法や支払時期は協議の上、協定で定めます。 

（7）市が支払う委託料に含まれるもの 

人件費（社会保険料等雇用に要する経費を含む） 

管理費（消耗品費、修繕費、光熱水費、清掃費、保守管理費、警備費、通信費等） 

一般管理費等 

(8) 管理口座・区分経理 

   指定管理業務に係る経費及び収入は，原則として団体（グループの場合は代表団

体又は構成団体）自体の口座とは別の口座で管理してください。 

 また、指定管理業務に係る経理とその他の業務に係る経理（自主事業等）を区分

して整理してください。 

（9）その他 

万一、感染症等への対応のため、市の方針として閉鎖等の措置を行った場合は、

原則として、収入減となった分について補填を行います。ただし、年間を通じて収

支が黒字となる分については、補填しません。 
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１３ 選定の方法及び基準 

（1）選定の方法 

市民及び民間有識者の委員で構成する四日市市指定管理者選定委員会（以下「選

定委員会」という。）を設置し、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、指

定管理者の候補者の選定を行います。ただし、提案内容に対する得点が一定の基準

に満たない場合には、選定対象から除外されます。 

（2）選定の基準 

① 事業計画書による自転車等駐車場等施設の運営が、市民の平等な利用を確保す

ることができるものであること及びサービス向上が図られるものであること。 

② 事業計画書の内容が、当該管理を行う自転車等駐車場等施設の効用を最大限に

発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

③ 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。 

④ 施設の設置目的を達成するために必要な能力を有しているものであること。 

以上の選定基準に照らすとともに、次に掲げる事項を考慮し、総合的に判断します。 

 

ア 団体の経営状態 

イ 事業計画 

・施設運営の基本方針及び実施方針 

・施設の運営体制及び組織（人員配置、勤務体制等） 

・事業への具体的な取り組み方 

・適正な管理及び経理の事務処理 

・安全管理、緊急時の対応 

・環境や障害者等への配慮 

・過去の実績等 

ウ 地域貢献 

上記の選定の基準に基づく選定審査項目及び配点は別紙のとおりです。 

（3）選定審査及び候補者の選定 

候補者の選定にあたっては、提出書類により応募資格、提案内容及び提案価格等

について、選定委員会で書類審査を行います。 

また、令和３年９月下旬～（予定）に応募者ヒアリングを行います。応募者ヒア

リングの日時、場所等については、提出締切り後に別途通知します。 

提出書類と応募者ヒアリングの結果を基に、選定委員会において総合的に審査を

行います。 

提案内容の審査については、各応募者の指定申請等書類及びヒアリングの内容を

基に、選定委員会において、選定審査項目ごとに５段階評価を行い（提案価格を除

く）、審査項目ごとの配点に５段階評価に対する率を乗じて得られた点数を全項目

加算（65 点満点）し、得られた各委員の点数を合算したものを、65 点満点換算し

て各応募者の提案内容の得点とします（小数点第２位まで求め、以下四捨五入）。 

提案価格の審査については、各応募者からの提案価格のうち最低提案価格に対す

る割合に応じて、提案価格の点数＝35 点×最低提案価格／当該提案価格の計算式で、
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得られた点数を提案価格の得点とします。 

これら提案内容と提案価格の総計得点（100点満点）において、最も高い応募者

を第１順位として候補者を選定します。 

（4）選定審査対象からの除外 

① 選定審査に対し不当な要求等を申し入れた場合 

② 選定委員会委員に個別に接触した場合 

③ 提出書類に虚偽又は不正があった場合 

④ 募集要項に違反又は著しく逸脱した場合 

⑤ 提出書類等の提出期間を経過してから提出書類が提出された場合 

⑥ 提出書類提出後に事業計画の内容を変更した場合 

⑦ その他不正な行為があった場合 

（5）選定審査結果の報告 

選定委員会は、選定審査の結果を四日市市長に報告します。 

（6）候補者の決定及び通知 

四日市市長は、選定委員会による選定結果報告に基づき指定管理者の候補者を決

定し、応募団体に文書で通知します。 

また、選定結果（選定審査報告書）については、選定された団体、選定されなか

った団体問わず、応募団体名とともに採点結果及び選定講評等を記載し、市ホーム

ページにて公表します。 

（7）再度の選定 

指定管理者に指定されるまでの間に、当該候補者が辞退した場合や、協議が整わない

場合など、指定管理者とすることができない事情が生じたときは、四日市市長は既に行

った候補者の決定を取り消し、審査において次点となったものから順に候補者を決定で

きることとします。 

また、管理開始後に、上記と同様の理由により指定管理者が管理できない事情が生じ

た時も次点候補者と交渉できることとし、その交渉権は令和３年度中に限るものとしま

す。 

 

１４ 指定管理者の指定及び協定に関する事項  

（1）候補者との仮協定の締結 

四日市市と指定管理者の候補者は、指定管理者に指定されるまでの間は、仮協定

を締結します。 

（2）指定管理者の指定 

指定管理者の指定については、四日市市議会の議決が必要です。指定管理者の候

補者について、令和３年 11月四日市市議会定例月議会に上程し議会の議決が得られ

れば、当該候補者は指定管理者に指定されることになります。 

（3）協定の締結 

指定管理者の指定を受けた団体は、四日市市と自転車等駐車場等施設の管理に関

する協定を締結します。 

協定の主な内容は、次のとおりです。 



16 

① 指定期間に関する事項 

② 利用の許可等に関する事項 

③ 事業計画に関する事項 

④ 利用料金に関する事項 

⑤ 事業報告及び業務報告に関する事項 

⑥ 市が支払うべき管理費用に関する事項 

⑦ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

⑧ 指定管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項等 

（4）指定に係る留意事項 

① 指定管理者の候補者となっている団体が、協定の締結に応じない場合又は指定

管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合、指定管

理者の指定の議決後においても、指定しないことがあります。 

② 指定管理者の指定を受けた団体が、協定の締結までに地方自治法第 244 条の２

第 11項に規定する場合又は関係条例に違反した場合、その指定を取消すことが

あります。 

③ 指定管理者の指定について議会の議決が得られなかった場合又は否決された場

合においても、指定管理者の候補者となっている団体が指定管理に係る業務の準

備等のために支出した費用等については、原則として当該団体の負担とします。 

 

１５ 指定管理者の業務実施及び履行責任等に関する事項 

（1）法令等の遵守 

自転車等駐車場等施設の管理運営にあたっては、次に掲げる法令等を遵守し適正

な管理に努めてください。 

① 地方自治法、同施行令 

② 四日市市自転車等駐車場等条例、同施行規則 

③ 四日市市個人情報保護条例、同施行規則 

④ 四日市市行政手続条例、同施行規則 

⑤ 三重県交通安全条例 

⑥ 労働関係法令（労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働

者派遣法等、職員の雇用に関する法令等） 

⑦ 施設・設備の維持保全関係法令（建築基準法、消防法、電気事業法等、建物及

び設備の管理に関する法令等） 

⑧ その他関係法令 

（2）事業報告書の作成及び提出 

指定管理者は、毎年度の終了後 30日以内に、自転車等駐車場等施設に関する事業

報告書を作成し、四日市市に提出するものとします。 

（3）指定管理業務に係る予算と実績の比較検証について 

指定管理料の水準等を把握するため、応募時及び年度計画書において提出した収 

支計画書を基に、毎年度終了後、指定管理業務に係る予算と実績を比較検証し、そ

の増減理由については、事業報告書の収支状況（収支決算書）等に明記してくださ
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い。 

（4）業務報告の聴取等 

四日市市は、指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し、定期

的に報告を求め、業務等の実施状況を確認するため、実地に調査し、又は必要な指

示をすることができるものとします。 

（5）責任分担 

協定締結にあたり、四日市市が想定する責任分担の方針は、別紙責任分担表のと

おりです。詳細については、協定で定めるものとします。 

（6）損害賠償 

指定管理者は、故意又は過失によりその管理する自転車等駐車場等施設の当該施設

又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を四日市市に賠償

しなければなりません。 

（7）第三者への賠償 

指定管理者の責めに帰すべき事由により施設利用者等第三者に損害が生じた場合、

指定管理者はその損害を賠償しなければなりません。ただし、その損害が四日市市

の責めに帰すべき事由又は双方の責めに帰すことができない事由による場合は、こ

の限りではありません。 

（8）保険の付保 

指定管理者は、その管理する業務の実施にあたり、（6）、（7）の適切な範囲で保険

等に加入するものとします。 

 

１６ 業務の継続が困難になった場合における措置 

（1）指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難となった場合には、

四日市市は指定管理者の指定の取消しを行うことができるものとします。 

その場合において、指定管理者に損害が生じても、四日市市はその賠償の責めを

負いません。 

なお、指定管理者の責めに帰すべき事由とは、 

 指定管理者の業務実施に際し不正行為があった場合、 

 指定管理者が虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合 

 協定の内容を履行せず、又はこれらに違反した場合、 

 その他指定管理者自らの責めに帰すべき事由により指定管理者から協定の

締結解除の申出があった場合等を示しています。 

（2）不可抗力等による場合 

不可抗力が発生した場合、指定管理者は、不可抗力の影響を早期に除去するよう

適切に措置しなければなりませんが、不可抗力その他四日市市又は指定管理者の責

めに帰することができない事由により業務の継続が困難となった場合には、業務継

続の可否について、四日市市と協議することができるものとします。 

協議の結果、やむをえないと判断された場合、四日市市は指定の取消しを行うも

のとします。 
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（3）管理業務の水準が低下した場合の措置 

定期的に実地調査等を行い、指定管理者の業務が仕様書に規定した内容や水準を

満たしていないと判断した場合、是正や改善等必要な指示を行い、指示に従わない

ときその他管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、

又は期間を定めて管理の業務の停止を命ずることがあります。 

（4）管理業務の未実施による場合 

   指定管理者の責に帰すべき事由によらず指定管理者が管理業務を実施しないとき

は、管理業務を実施しなかったことにより負担しない費用相当分を管理料から減額

することがあります。 

 

１７ その他 

（1）書類の追加提出 

選定委員会が選定審査の過程において必要書類を求めた場合は、速やかに提出し

てください。 

（2）業務の引継ぎ 

指定管理者は、協定発効までの間、指定管理に係る必要書類の作成、各種印刷物

の作成、業務の引継ぎ、研修等を行うものとし、その経費負担は、原則として指定

管理者の負担とします。また、指定の終了に際しては、四日市市又は次期指定管理

者に対し、円滑に業務の引継ぎを行うものとします。 

（3）原状回復義務 

指定管理者は、指定が終了したときは、その管理しないこととなった自転車等駐

車場等施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければなりません。 

（4）個人情報の取扱い 

指定管理者は、四日市市個人情報保護条例を遵守し、個人情報が適切に保護され

るよう必要な措置を講じなければなりません。 

（5）連絡調整会議の設置 

四日市市と指定管理者は、自転車等駐車場等施設の管理運営業務等を円滑に実施

するため、情報交換や業務の調整を図る連絡調整会議を設置するものとします。 

（6）災害・事故への対応 

大規模災害が発生した場合など市が必要と認める場合には、市の指示に従い、指

定管理施設を避難所等として使用するとともに、避難所等の開設の補助を求める場

合があります。 

使用不能となった期間の精算及び補償については、別途協議を行います。 

（7）その他業務の実施条件等 

その他業務の実施条件、業務の実施、緊急時の対応、指定管理料及び利用料金、

指定又は指定の取消し等に係る具体的な取扱いや細目的な取決めについては、協定

で定めるものとします。 
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１８ 問い合わせ先 

〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号 

四日市市都市整備部道路管理課       

電話  059-354-8154 

Ｆａｘ  059-354-8302 

E-mail dourokanri@city.yokkaichi.mie.jp 



20 

四日市市 指定管理者

募集要項、仕様書 1 募集要項、仕様書等、市が作成した内容の誤り、変更に関するもの ○

2
事業計画書等、指定管理者が提案した内容の不備、誤りに関するも
の

○

3 応募費用に関するもの ○

4
法制度・許認可・税制度の新設・変更に関するもので本施設に特別に
影響を及ぼすもの

○ △

5 上記以外の法制度・許認可・税制度の新設・変更に関するもの ○

6 許認可の遅延に関するもの（四日市市が取得するもの） ○
7 許認可の遅延に関するもの（上記以外） ○

8 本施設の設置・運営等に対する住民要望及び訴訟への対応 ○

9 指定管理者が行う業務に関する苦情・要望等への対応 ○

10
指定管理者が行う業務に起因する有害物質の排出・漏洩、騒音、振
動、大気汚染、水質汚濁、光、臭気に関するもの

○

11 上記以外の市が行う業務に起因するもの ○

12
指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者(利用者を含む）に損
害を与えた場合

○

13 上記以外の事由によるもの ○

14 指定管理者の事業放棄・破綻によるもの ○

15 市の方針変更、その他手続の遅延などによるもの ○

不可抗力 16
風水害・地震・津波等などの自然災害、テロ・暴動など当事者が制御
できない人為的な事象に起因して生じた損害及び事業履行不能

○ 　

17
施設の劣化及び特定できない第三者による行為（予め取り決めた規
模以下のもの）

○

18 施設の劣化及び特定できない第三者による行為（上記以外のもの） ○

19
指定管理者の責めに帰すべき事由による事故・火災等による施設の
損傷

○

20 市の責めによる事故・火災等による施設の損傷 ○
21 施設の瑕疵によるもの ○
22 指定管理者が善管注意義務を怠っていた場合 　 ○

23
指定管理者の責めに帰すべき事由によるサービスの仕様・要求水準
の不適合、未達

○

24
市の責めに帰すべき事由によるサービスの仕様・要求水準の不適
合、未達

○ 　

25
指定管理者の事由による施設・設備の変更等に伴う、指定管理者が
行う施設の点検・保守・補修の遅延、費用の増加に関するもの

　 ○

26
市の事由による施設・設備の変更等に伴う、指定管理者が行う施設の
点検・保守・補修の遅延、費用の増加に関するもの

○ 　

27 指定管理者の責めに帰すべき事由による備品等の損傷、滅失 ○

28 市の責めに帰すべき事由による備品等の損傷、滅失 ○
29 経年劣化によるもの（指定管理者が設置したもの） ○
30 経年劣化によるもの（市が設置したもの） ○
31 指定管理者の責め帰すべき個人情報等の外部流出 ○
32 市の責めに帰すべき事由による個人情報等の外部流出 ○

33
指定管理者の責めに帰すべき事由により施設の供用ができなくなった
場合

○

34
市の責めに帰すべき事由により施設の供用ができなくなった場合（施
設の瑕疵によるものを含む）

○

35
指定管理者の事由による事業内容・用途の変更等に伴う、事業の遅
延、運営費の増加に関するもの

　 ○

36
市の事業内容・用途の変更等に伴う、事業の遅延、運営費の増加に
関するもの

○ 　

37
指定管理者の業務範囲内のサービス内容等に対する利用者からの
苦情及び施設内における利用者間のトラブルへの対処

○

38 上記以外の利用者からの苦情及び利用者間のトラブルへの対処 ○

39
利用者の増減による運営費及び業務量の増減（利用料金収受に伴う
部分を除く）

※ ※

40
利用料金収受に伴う業務における利用者の増減による利用料収入の
増減

○

○は主負担、△は従負担（原則は○側の負担とし、一定の割合又は金額を負担）
※四日市市と指定管理者の協議事項
上記の責任分担表については、協定の締結までに変更することがあります。

利用者対応

維
持
管
理
運
営

利用者の増減

備品等の損傷

情報管理

事業運営

施設損傷

維持管理

施設の停止、中止

要求水準仕様未達

第三者賠償

債務不履行

共通

制度関連

住民対応

許認可

応募

No.項目

四日市市と指定管理者との責任分担表

環境問題

負担者
責任分担の内容
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大項目 中項目

1
施設の性格や目的等に合致した方針があ
ること

第２号様式４ 4

施設管理運営の実施方針（合目的性） 第２号様式５ 3

過去の実績等 第２号様式３ 2

65

35

100

　　　　四日市市近鉄四日市駅南自転車等駐車場及び四日市市近鉄四日市駅北自転車
等施設指定管理者候補者選定審査項目及び配点

9

区分 
評価項目

配点
事業計画書等

関係様式

4

3 施設の効用が最大限発揮されていること 4

12

適正な管理や経理（明瞭性、規律性） 9

安全管理、緊急時等の対応（安全性）

5 事業計画

施設の運営体制や組織（責任性、実行
性） 9

事業への具体的な取組み方（機能性、独
創性）

5

2

6 団体の地域貢献 2

環境、障害者等への配慮（社会性）

第２号様式９

第２号様式６－
（７）

第２号様式７

第２号様式８

総　　計（ａ＋ｂ）

ａ．評価点（６５点換算）

提案価格

提案価格

ｂ．価格点（３５点×最低提案価格／当該提案価格）

合　　計

提案内容

第２号様式６－
（１）、（２）

第２号様式６－
（３）、（４）、
（５）、（６）

団体の経営状態（経営の健全性）4

市民の平等な利用が確保されていること2 基本的な
考え方

第２号様式１、
２、３、団体に関
する書類

第２号様式４

第２号様式４
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別表（利用料金表） 

現行の上限   

１ 自転車等駐車場に係る料金 

利用の区分 料金の上限額 

一時利用 定期利用（１か月） 定期利用（３か月） 

自転車 一般 １２０円 ２，２００円 ６，６００円 

学生 １２０円 １，７６０円 ５，２８０円 

原動機付自転車 ２２０円 ３，０８０円 ９，２４０円 

自動二輪車 ５０cc超

１２５cc

以下 

３３０円 ３，７４０円 １１，２２０円 

１２５cc

超 

４４０円 ４，７３０円 １４，１９０円 

２ レンタサイクルに係る料金 

利用の区分 料金の上限額 

１日利用 定期利用（１か月） 

自転車（電動アシスト

自転車を除く。） 

一般 １２０円 ２，２００円 

学生 １２０円 １，７６０円 

電動アシスト自転車 ２４０円  

備考 学生とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校、同法第

124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれに類

するものとして市長が認める施設に通学している者をいい、一般とは、学生以外の

者をいう。 


