
15 仕様書【別冊】 

項目 業務内容 備考 

１ 機構及び利用者に対する電話対応 

（２４時間体制） 

・24 時間 365 日受付体制を有するコールセンター等を活用し、機構又は

駐車場利用者からの問合せに対応する。 

・受付けた問合せの内容や、確認した機械の故障、警報等の情報につい

て機構の指定先に報告書（書式不問）にて報告する。 

・現地看板の連絡先を、受託者の会社名および連絡先

へ更新する場合の費用は受託者が負担する。 

２ 故障、不具合等の対応・報告・修復（緊急保守） 

・故障又は不具合等を確認したときは、直ちに次に掲げる修復作業等を

行う。ただし、受託者の営業時間以外の不具合等については、利用者の

出庫を中心に対応することとし、それ以外の不具合等については、翌営

業日に速やかに対応することとする。 

 ①機械操作による利用者車両の出入庫 

 ②精算機の故障（利用者の誤操作による故障を含む）異常への 

一次対応。 

 ③紙幣又は硬貨詰まりの修復 

 ④領収書発行詰まりの修復 

 ⑤駐車料金表示異常の一時対応・修復 

 ⑥機構の指示による「駐車場機器故障」等の貼り紙掲示 

 ⑦一次修復業務の機構への報告（報告書の書式不問） 

⑧二次修復（本復旧）の実施 

・利用者から駐車料金の徴収は原則行なわない。 

・利用者から返金要請依頼があった場合には、受託者

は都度、機構に書面等により報告したうえで、機構

が了承したものに限り、受託者が立て替えて返金す

る。 

立替金額は、売上金から減額することにより請求に

替える。振込手数料や現金書留費用は、消耗品費の

請求時に機構に対して請求する。 

なお、過去の立替実績は、年 30～40 件程度。 

・利用者から領収書発行要請依頼があった場合には、

受託者は都度、機構に書面等により報告したうえで、

機構が了承したものに限り、受託者が代理発行して

利用者に交付する。切手代は消耗品費の請求時に機

構に対して請求する。なお、過去の領収書発送実績

は、無し。 

・硬貨を受付けず精算できない場合は、警備員等を出

動させて出庫処理を行い、後日機構より利用料金を

請求する旨を伝達し、機構にその旨を報告書（書式
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項目 業務内容 備考 

不問）にて報告する。 

・機械の故障（破損摩耗や経年劣化）・事故等による

損壊・自然災害等の原因が機構又は第三者等であり、

受託者以外にあるものの費用は機構が負担する。 

受託者は、二次修復が必要な場合は事前に機構へ作

業内容を報告・相談し、機構の指示に従うこと。 

また、二次修復後、機構へ報告書（書式不問）を提

出すること。 

・①～⑧業務において、1 コインパーキングあたり１

万円を超える部品費は機構が必要に応じ内容を確認

の上、その実費を負担する。 

1 コインパーキングあたり総額 1 万円未満の部品費

は受託者負担とする。 

・二次修復の作業費は、消耗品費の請求時に機構に対

して請求する。なお、過去の二次修復作業件数は年

25 件程度。 

・緊急保守（二次修復は含まない）に係る出張費は、

その出動回数に関わらず、受託者負担とする。 

・メーカーの部品供給保証期間を超えて部品が入手で

きずに修復が困難な場合は、機構へ相談すること。 

・事故の連絡を受けた場合は、緊急保守（駆けつけ）

をし、住まいセンターの営業時間にあっては住まい

センター、それ以外の時間にあっては緊急事故受付
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項目 業務内容 備考 

センターに電話で一報を入れること。後日、機構に

報告書（書式不問、必要に応じて写真添付）を提出

すること。 

・利用者の出入庫に影響を及ぼさない、フラップ板や

看板等の保守は、緊急保守対象外とし、二次修復扱

いとする。 

・駐車場の鍵は機構が貸与する。ただし、受託者の都

合でこれを交換する場合の費用は受託者が負担す

る。 

３ 消耗品の補充 

・インクローラー、記録用紙、券紙類、コイン、定期券等、割引券、蛍

光灯等の駐車場の営業の用に供する消耗品を適宜補充し、欠損が生じな

いよう努め、補充に係る費用は受託者負担とする。 

・営業の用に供する消耗品費は受託者が購入し、消耗

品交換後に、委託費の請求とは別に機構に対して請

求する。その際、消耗品使用状況報告書を提出する

こと。 

４ 集金及び集金時の清掃 

・１～２週間に１度の頻度で売上金を集計し、一ヶ月分を纏めて翌月の

10 日までに機構に書面（書式不問）により報告し、翌月末日までに機

構が指定する口座に支払う。売上金は、ジャーナルを基に報告し、ジャ

ーナル原本もしくは写しも添付のこと。（報告書の書式不問） 

なお、振込手数料は受託者の負担とする。 

・釣銭については、受託者の負担とする。 

・集金時に駐車場の簡易清掃を行う。 

・粗大ゴミの回収等は業務範囲外とする。 

５ 定期保守 

・設置機器の破損の有無、注油、清掃及び一般調整、異常の有無の点検、

磨耗部分の修復、部品の交換調整、車止めの確認を定期的に年２回行い、

報告書を機構に提出する。 

・対象の機器は次のとおり。 

 (1)精算機  

 (2)フラップ板 
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項目 業務内容 備考 

 (3)案内標識（満車表示灯を含む）等 

・報告書は書式不問とする。 

〇  その他 

(1) 業務の履行開始時に受託者が変更となる駐車場について、受託者は機構及び従前の受託者との間で引き継ぎに係る協議を行い、円滑な業務の履行に努めるものとする。 

(2) 利用者からの問い合わせ、緊急保守、二次修復に関する報告書の提出期限は、対応後原則として２日以内の提出とし、定期保守の報告書の提出期限は、定期保守後原則として

３日以内とする。 

(3) 業務遂行時の車両は、空き車室に駐車し、作業すること。なお、その際の駐車場代は受託者の負担とする。 

(4) 全ての精算機において、オンラインシステム（駐車場システムの遠隔操作）はない。 

 

○  暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

(1) 工事（業務）の施工（履行）に際して、暴力団員等による不当要求又は工事（業務）妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、

不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により委託者に報告すること。 

(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議を行うこと。 

 

(参考)・本契約内での緊急保守に係る出張回数の実績（平成28・29年度実績より算出した平均）7.91回/月 ※参考数値であり、予定数量ではない。 
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配置図 東京エリア

1 高島平 板橋区高島平

（拡大図）
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配置図 東京エリア

2 王子五丁目 北区王子五丁目

（拡大図）
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配置図 東京エリア

3 南六郷二丁目 大田区南六郷二丁目

（拡大図）
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配置図 東京エリア

4 大谷田一丁目 足立区大谷田一丁目

（拡大図）
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配置図 東京エリア

5 船堀一丁目 江戸川区船堀一丁目

（拡大図）
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配置図 東京エリア

6 豊洲四丁目 江東区豊洲四丁目

（拡大図）
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配置図 東京エリア

7 府中グリーンハイツ 府中市晴見町一丁目

（拡大図）
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配置図 東京エリア

8 グリーンプラザひばりが丘南 西東京市谷戸一丁目

（拡大図）
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配置図 東京エリア

9 三鷹台 三鷹市牟礼二丁目

（拡大図）
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配置図 東京エリア

10 ひばりヶ丘パークヒルズ 西東京市ひばりが丘三丁目

（拡大図）
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配置図 東京エリア

11 多摩ニュータウン永山 多摩市永山三丁目

（拡大図）
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配置図 東京エリア

12 多摩ニュータウンメゾン聖ヶ丘-1 多摩市聖ヶ丘一丁目

（拡大図）
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配置図 東京エリア

13 多摩ニュータウン貝取 多摩市貝取

（拡大図）
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配置図 東京エリア

14 多摩ニュータウン豊ヶ丘 多摩市豊ヶ丘

（拡大図）
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配置図 東京エリア

15 南原台 八王子市大和田一丁目

（拡大図）
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配置図 東京エリア

16 プロムナード荻窪 杉並区桃井三丁目

（拡大図）
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配置図 千葉エリア

17 あやめ台団地 千葉市稲毛区あやめ台

（拡大図）
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配置図 千葉エリア

18 習志野台 船橋市習志野台

（拡大図）
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配置図 千葉エリア

19 千葉幸町 千葉市美浜区幸町

（拡大図）
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配置図 千葉エリア

20 高洲第一 千葉市美浜区高洲

（拡大図）
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配置図 千葉エリア

21 行田 船橋市行田

(拡大図）
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配置図 千葉エリア

22 千葉ニュータウン内野 印西市内野

(拡大図）
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配置図 千葉エリア

23 谷津パークタウン壱番街 習志野市谷津

(拡大図）
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配置図 千葉エリア

24 グリーンタウン光ヶ丘 柏市光ヶ丘団地

(拡大図）

28/51



配置図 神奈川エリア

25 相模台 相模原市南区相模台団地

（拡大図）
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配置図 神奈川エリア

26 洋光台北 横浜市磯子区洋光台

（拡大図）
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配置図 神奈川エリア

27 南永田 横浜市南区永田みなみ台

（拡大図）
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配置図 神奈川エリア

28 すすき野 横浜市青葉区すすき野

（拡大図）

コインP（直営）
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配置図 神奈川エリア

29 港南台かもめ 横浜市港南区港南台二丁目

（拡大図）
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配置図 神奈川エリア

30 サンスクエア川崎 川崎市川崎区日進町

（拡大図）
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配置図 神奈川エリア

31 プラザシティ相模大野 相模原市南区相模大野六丁目

（拡大図）
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配置図 神奈川エリア

32 サンヴァリエ日吉 横浜市港北区下田町四丁目

（拡大図）
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配置図 神奈川エリア

33 ビューコート小湊 横浜市中区小港町一丁目

（拡大図）
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配置図 神奈川エリア

34 プロムナード矢部 横浜市戸塚区矢部町

（拡大図）
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配置図 神奈川エリア

35 ビーコンヒル能見台サウスヒル 横浜市金沢区能見台東

（拡大図）
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配置図 神奈川エリア

36 コンフォール明神台 横浜市保土ヶ谷区明神台

（拡大図）
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配置図 神奈川エリア

37 コンフォール藤沢 藤沢市藤が岡一丁目

（拡大図）
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配置図 神奈川エリア

38 コンフォール南日吉 横浜市港北区日吉本町四丁目

（拡大図）
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配置図 神奈川エリア

39 コンフォール相模上原 相模原市南区文京二丁目

（拡大図）
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配置図 埼玉エリア

40 田島 さいたま市桜区田島六丁目

（拡大図）
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配置図 埼玉エリア

41 北坂戸 坂戸市溝端町

（拡大図）
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配置図 埼玉エリア

42 狭山台 狭山市狭山台

（拡大図）
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配置図 埼玉エリア

43 朝霞浜崎 朝霞市朝志ヶ丘一丁目

（拡大図）
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配置図 埼玉エリア

44 川口芝園 川口市芝園町

（拡大図）
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配置図 埼玉エリア

45 所沢パークタウン並木通り 所沢市並木八丁目

（拡大図）
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配置図 埼玉エリア

46 コンフォール霞ヶ丘 ふじみ野市霞ヶ丘一丁目

（拡大図）
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配置図 埼玉エリア

47 コンフォール松原 草加市松原1丁目

（拡大図）
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