
【様式 6別紙】 

【第１回募集分全体】についての質問に対する回答 

事項 受付日 質問内容 回答 

入札対象施設等 

道路の占用の場所 

11 月 16 日 現状設置してある木杭については、指定場

所への運搬および原状回復の必要がある

のか。 

現状設置してある木柵については、撤去・

処分をしていただき、原則、原状回復でお

願いいたします。場合によっては、道路管

理者との協議の上、新たに設置していただ

いた柵等のまま引渡しも可能です。なお、

指定場所への運搬は必要ありません。 

11 月 16 日 現状設置してあるバリケード等は事業撤退

後、再設置する必要はあるのか。 

原則、原状回復をお願いしているため、再

設置をお願いいたします。 

11 月 16 日 時間貸駐車場を運営する場合は、運営終

了後、車室ライン、ペイント等は消す必要が

あるのか。 

原則、原状回復でお願いしているため、ラ

イン等の消去をお願いします。ただし、道

路管理者との協議の上、その後の維持管

理上支障がない場合などについては、そ

のままの引渡しも可能です。 

11 月 16 日 鉄製のＵ型バリカーでの区画は有効か。 有効です。 

占用の開始の時期 

入札対象施設等の設置に伴い必要となる清 
掃その他の措置 

占用計画における認定の有効期間 

11 月 16 日 最短の利用期間はどれくらいか。 最短利用期間は特に定めておりません。 



事項 受付日 質問内容 回答 

占用計画における認定の有効期間 

11 月 16 日 有効期間内に川崎市側からの途中解約は

あるのか。 

道路工事時期を考慮して認定期間を設定

しているため、途中解約を行うことは想定

しておりませんが、入札占用指針の「８道

路の占用許可（２）占用許可の条件 エ占

用許可の取り消し」に明記している項目に

該当する場合、占用許可を取消すことが

あります。また、「７入札占用計画の認定

（３）認定の取消」に該当する場合について

も、認定を取消すことがあります。 

11 月 16 日 仮に１年で終わった場合は、残りの期間は

どうなるのか。 

道路事業の状況にもよりますが、基本的

には再公募となります。 

占用料の額の最低額 

入札参加資格 

入札手続 

入札占用計画 

11 月 24 日 入札占用指針４項において、入札占用計画

の提出部数は１０部とありますが、 

誓約書（様式５）についても押印した正本が

１０部必要でしょうか。それとも正本１部・副

本９部の提出でも構いませんか。 

正本１部、副本９部で結構です。 

その他 

11 月 16 日 道路に関する点検および工事に伴う占用物

件の移転、改築、除去等とは具体的にどの

ような事態が想定されているのか。 

道路の管理上、やむを得ず占用箇所内で

工事が必要となった場合等です。 

11 月 16 日 参加資格取得後、入札に参加しなかった場

合のペナルティはあるのか。 

特にペナルティはございません。 



事項 受付日 質問内容 回答 

その他 

11 月 16 日 締結予定書類を事前に確認できないか。 今回の取組は、道路占用となるため、協定

や契約などの締結は行いません。道路占

用許可申請書を提出いただき、市側から

の道路占用許可により利用していただきま

す。 

11 月 21 日

入札物件（１）、（２）、（３）とあり、「入札は物

件ごとに行います。」の記載のとおり、例え

ば、（１）、（２）は応札し、（３）は応札しないと

いうことは可能でしょうか。 

入札は物件ごとに行いますので、可能で

す。 

その他（自己広告物） 

11 月 16 日 占有範囲内（今回の入札対象範囲内）の設

置でも別途費用発生するのか。 

入札占用指針の「９その他（１１）」に明記し

ておりますが、川崎市道路占用料徴収条

例に基づき別途占用料が必要になりま

す。 

11 月 16 日 占有範囲外に自家広告物（駐車場Ｐ看板・

料金案内看板等）の設置は可能か。また、

同範囲に、照明や防犯カメラ、フェンス等の

設置は可能か。 

今回の占用の場所以外での広告物、照

明、防犯カメラ、フェンス等の設置はできま

せん。 



【第１回募集：中原区市ノ坪の一般国道４０９号予定地（自転車駐車場）】についての質問に対する回答 

事項 受付日 質問内容 回答 

入札対象施設等 

11 月 21 日 月極専用、時間貸専用ではなく、月極と時間

貸しの混在した形として計画してもよろしいで

すか。 

月極と時間貸しの混在した形でも構いませ

ん。 

11 月 21 日 時間貸の場合、最初の２時間を無料にするこ

とは必須でしょうか。 

そのような条件は付しておりませんので、

必須ではございません。 

道路の占用の場所 

11 月 16 日 利用可能範囲はどこか。（現状のフェンスお

よび木杭の範囲か。） 

利用可能範囲は、現状のフェンスおよび木

柵内です。 

11 月 16 日 当該地東側（東急駐車場出入り口側）への利

用者の通行は可能か。（東急との通行の協

議を行っているのか。） 

東急様へは今回の利用に関して周知して

いるところですが、駐車場出入りの支障と

ならない範囲で通行は可能だと考えており

ます。占用者が決まり、利用計画を見た上

で、改めて、本市より協議を行うことになり

ます。 

11 月 21 日 一次側電源工事の所掌範囲はどちらです

か。 

入札占用指針の「８道路の占用許可 ウ権

利譲渡、負担等（キ）」に明記しております

が、一次側電源工事も含め、占用にあたり

施設、設備を設置する費用は、占用者の

負担になります。 

占用の開始の時期 

入札対象施設等の設置に伴い必要となる
清 掃その他の措置 

占用計画における認定の有効期間 

占用料の額の最低額 

入札参加資格 



入札手続 

入札占用計画 



【第１回募集：中原区宮内４丁目の一般国道４０９号予定地（自動車駐車場）】についての質問に対する回答 

事項 受付日 質問内容 回答 

入札対象施設等 

道路の占用の場所 

11 月 16 日 利用可能範囲が現地で視認できないが、敷

地のどの範囲なのか。現地が物件詳細の図

面より大きく、どの範囲を利用することが出来

るのかが分からない。 

１１月２４日（木）までに、カラーコーンにて

利用可能範囲がわかるようにいたします。

11 月 21 日 一次側電源工事の所掌範囲はどちらです

か。 

入札占用指針の「８道路の占用許可 ウ権

利譲渡、負担等（キ）」に明記しております

が、一次側電源工事も含め、占用にあたり

施設、設備を設置する費用は、占用者の

負担になります。 

占用の開始の時期 

入札対象施設等の設置に伴い必要となる
清 掃その他の措置 

占用計画における認定の有効期間 

占用料の額の最低額 

入札参加資格 

入札手続 

入札占用計画 
11 月 24 日 各物件につき正本１部・副本９部の提出で構

わないでしょうか。 

正本１部、副本９部で結構です。 



【第１回募集：多摩区布田の小杉菅線予定地（自動車駐車場）】についての質問に対する回答 

事項 受付日 質問内容 回答 

入札対象施設等 

11 月 21 日 時間料金以外に最大料金の設定や、イベン

ト開催時に料金体系を変更してもよろしいで

しょうか。 

料金設定につきましては、特に条件は付し

ておりませんので、料金体系を変更しても

構いません。 

道路の占用の場所 

11 月 16 日 占用範囲外へのバリカーまたはフェンス等の

設置可否およびペイント（車室番号の付番

等）の可否、設置する場合の費用について知

りたい。一般的な時間貸駐車場の車室全長

は、５,０００ｍｍのため、募集要項の内容で

は（敷地全長５,０００ｍｍ）区画が困難。 

今回の占用の場所以外へのバリカーまた

はフェンス等の設置はできません。占用の

場所の変更はできませんので、占用の場

所内で配置計画を立案してください。 

11 月 16 日 線路からの歩行者導線の確保についてどの

ようにしたら良いのか。 

今回の占用の場所については、線路（踏

切）から２～３ｍ離れた箇所としており、ま

た、占用範囲を柵又は縁石等の工作物等

により明確にすることで歩行者導線は確保

できると考えております。 

11 月 16 日 現状の街灯の使用可否 現状の街灯については、今年度中に撤去

する予定であるため、使用はできません。

占用の開始の時期 

入札対象施設等の設置に伴い必要となる
清 掃その他の措置 

占用計画における認定の有効期間 

占用料の額の最低額 

入札参加資格 

入札手続 



入札占用計画 

11 月 24 日 各物件につき正本１部・副本９部の提出で構

わないでしょうか。 

正本１部、副本９部で結構です。 


