京都駅八条口タクシー待機場指定管理者募集に係る質問及び回答
No
１

２

３

項目
京都駅八条口タクシー待機場指定管理者募
集要項
４ 管理運営に係る基本的事項
（４）指定管理者の収入等

京都駅八条口タクシー待機場指定管理者募
集要項
４ 管理運営に係る基本的事項
（１３）危機管理対応 ア災害時等の対応
京都駅八条口タクシー待機場管理運営業務
仕様書
１ 施設の運営に関する業務
（１）タクシー待機場等の監視業務

４

同上

５

同上

質問
回答
直近の収入金額を示していただいており
平成 28 年度の支出金額（概算）は，次のとお
ますが，支出金額も同様に教えてください。 りです。
なお，収支計画書作成のため事業費・人件
電気・通信料金
1,100 千円
費・管理費（光熱水費）・修繕費等の内訳も
機器監視・緊急対応
500 千円
教えてください。
機器点検・修理
2,800 千円
人件費
6,600 千円
合計
約 11,000 千円
「京都市の応急対策に準じた対応を行うこ
緊急時や災害時に，『タクシー待機場のゲート
と」とありますが，具体的にどのような対策 を上げて待機場内を開放する』など，本市から指
でしょうか。
示した内容について対応していただきます。
タクシー待機場ゲート監視（常時）は，PC
でモニター監視，現地で監視，どちらになり
ますか。

応募者からの提案に基づき実施していただき
ます。
例えば，9：00～17：00 は現地での監視員によ
る監視（現場巡回）及び管理事務所での PC での
モニター監視，17：00～9：00 は遠隔でのモニタ
ー監視を行っていただく形があります。
施設見学会の際に，タクシー乗り場に１名
タクシ－乗り場の監視員は，9：00～17：00 の
の警備員が配置されていましたが，巡回監視 間，駅前の乗り場，待機場，降り場等の巡回監視
（常時）または常駐どちらになりますか。こ を行うことを想定しています。
の場合の警備員配置は，個別の業務の再委託
警備員配置業務の再委託については，募集要項
と認められるでしょうか。
「４ 管理運営に係る基本的事項」「⑺ 業務の
再委託」の規定にあるとおり，事前に本市と協議
を行っていただく必要があり，京都市長が承認し
た場合，再委託することができます。
第２タクシー待機場の巡回監視（随時）は，
第２タクシー待機場の運用に支障が生じない
どのくらいの間隔で実施すればいいでしょ よう，応募者において，適切な巡回頻度を御検討
うか。
ください。

No

項目

質問
回答
「路上の誘導表示機の監視（6 箇所）
（随時）
」
誘導表示機の破損の有無や点灯状況の確認な
とありますが，具体的にどのようなことを行 ど，適切な保守管理を行っていただきます。
えばいいのか教えてください。

６

同上

７

同上

「監視業務として係員を１名配置」とあり
ますが，①～④のどの業務に１名配置という
ことでしょうか。

８

同上

「配置時間は，毎日 9：00～17：00」とあ
りますが，配置時間内で①～④の業務を実施
するということでいいでしょうか。

９

同上

「業務にあたっては，道路法に従うものと
する」とありますが，具体的にはどの業務が
どの条文，条項にあたるのか教えてくださ
い。

待機場や乗降場は，道路法上の道路であるた
め，道路法の規定に従っていただく必要がありま
す。個別の事案ごとに道路法の規定に基づく対応
をお願いします。

１０

京都駅八条口タクシー待機場管理運営業務
仕様書
１ 施設の運営に関する業務
（３）タクシー待機場利用に関する事務手続
き
京都駅八条口タクシー待機場管理運営業務
仕様書
２ 施設の維持管理に関する業務
（１）施設等の保守管理

利用料金の徴収対象時間以外での利用に
おいて，自動的に課金されないシステムが構
築されているのでしょうか。

待機場に 6：00～23：00 の間に入場した場合は
課金し，それ以外は課金をしないシステムになっ
ています。

遠隔監視対応（24 時間対応）は，24 時間
システムやモニター監視用にオペレーター
の人員配置を必要とするということでしょ
うか。この場合の人員配置は個別の業務の再
委託と認められるのでしょうか。

同上

「ゲート障害緊急対応（随時），システム
障害対応（随時）」とありますが，２４時間
随時ということでしょうか。

人員配置等の内容については，応募者により，
個別に判断していただくことになります。
遠隔監視対応（24 時間対応）について，オペレ
ーターの人員配置が必要であり，個別業務として
再委託する場合，事前に本市と協議を行っていた
だく必要があり，京都市長が承認した場合，再委
託することができます。
24 時間随時対応となります。

１１

１２

応募者からの提案に基づき実施していただき
ます。
例えば，①～④の全ての業務について，9:00～
17：00 の間，１名で実施することも可能です。
そのとおりです。

No
１３

同上

項目

１４

同上

１５

１６

京都駅八条口タクシー待機場管理運営業務
仕様書
２ 施設の維持管理に関する業務
（２）清掃業務
全体

１７

同上

１８

同上

質問
ゲートの保守点検（２回／年）の保守業務
委託費を教えてください。

回答
（１と同様）
個別の費用については，応募者において御見積
ください。
サーバー，PC，表示装置点検（１回／年） （１と同様）
の保守業務委託費を教えてください。
個別の費用については，応募者において御見積
なお，第２タクシー待機場出口満空制御盤 ください。
等は保守に含まれるのでしょうか。
また，第２タクシー待機場出口満空制御盤等に
ついても保守管理の対象に含まれます。
第２タクシー待機場内にある仮設トイレ
第２タクシー待機場の仮設トイレについては，
について，管理範囲に含まれ清掃の対象とな 管理範囲に入っていません。清掃の実施も不要で
るのでしょうか。
す。
指定管理者に選定された場合，配車システ
ムの管理場所移転に伴う初期費用等を教え
てください。

配車システムを運用していくうえで，保守
業務以外に必要となってくる年間経費は他
にありますか。
例えば，システム通信費の負担は，京都市
または指定管理者どちらになりますか。指定
管理者が負担する場合，どの程度の支出額に
なるか教えてください。
現在の登録事業者数（法人・個人），登録
台数を教えてください。

配車システムに係る機器は，現在，京都市伏見
区内に設置しています。管理事務所の移転に伴
い，設置しているパソコン，モニターやインタホ
ン親機等の移設，通信回線の設置費用等が発生し
ます。費用については，応募者において御見積く
ださい。
現地監視員の配置（昼間），遠隔監視業務（夜
間），システム通信費及び電気料金が必要となり
ます。
システム通信費は，28 年度の概算で年間約 40
万円程度（税抜）となっており，指定管理者の負
担となります。
平成 29 年 4 月現在，法人・個人合せて約 75 事
業者，約 1,800 台が登録されています。

No
１９

同上

項目

質問
現在の人員の配置箇所と人数を教えてく
ださい。

回答
9：00～17：00 の間，待機場に 1 名を配置して
います。

２０

同上

タグの購入は，京都市または指定管理者ど
ちらになりますか。指定管理者が購入する場
合，１つあたりの単価を教えてください。

２１

同上

タクシーへのタグは，貸与でしょうか。そ
れとも買い取りでしょうか。

タグについては，平成 29 年 6 月現在，本市が，
2,000 個所有しており，タクシー配車システム登
録者に対して，委託業者を通じて貸与していま
す。今後も指定管理者がタグを購入することは想
定していません。
タクシーのタグは，本市の市有物品であり，指
定管理者に貸与することになります。

２２

同上

自動販売機等の機器について，設置可能で
しょうか。

現在運用しているタクシー待機場，第２タクシ
ー待機場等は道路区域であるため，道路法の規定
に従う必要があります。機器の設置に当たって
は，応募者において，個別に道路管理者に御相談
ください。
ただし，第２タクシー待機場として，応募者が
別の場所（民間用地等）を提案し，その場所を本
市が承認した場合は，この限りではありません。

