
平成28年4月25日

星光ビル管理株式会社

大阪市中央区伏見町四丁目４番１号

代表取締役社長　饗　庭　浩　二

　　・平成２７年度事業計画書に基づく管理運営業務の実施（別紙①）

管理業務の実施状況

　　・自主的に行なった業務（別紙①-４）

　　・平成２７年度米子市万能町駐車場

（普通駐車 23,221台　　定期駐車 21,908 台）

施設の利用状況 　　・平成２７年度米子駅前地下駐車場

（普通駐車 143,188台　　定期駐車 6,452 台）

　　・平成２７年度米子駅前地下駐輪場

（一時駐輪 12,730台　　定期駐輪 1,277 台）

　・平成２７年度万能町駐車場駐車使用料収入額

20,669,720 円

使用料（利用料金）の

　・平成２７年度米子駅前地下駐車場駐車使用料収入額

収入実績 31,312,600 円

　・平成２７年度米子駅前地下駐輪場駐輪使用料収入額

7,891,190 円

米子市万能町駐車場、米子駅前地下駐車場、米子駅前地下駐輪場の管理業務に関する事業報告書

　　米子市長　　野　坂　康　夫　　様

名　 　　　称

所　 在 　地

代表者氏名



別紙①－１

米子市万能町駐車場 運営業務

・精算機内の利用料金収集、釣銭の補充及び市への納金

・発券機内の入場券の補充、精算機内のレシート紙、記録紙の取替

・２４時間別入出庫台数記録表の作成

・満車台数設定の検討、変更

・定期台数の検討、変更

・がいな祭り時の臨時常駐員配置

・機械警備

維持管理業務

・施設内の巡回点検（０７：００及び１３：００の１日２回実施）

・施設内の清掃、塵収集（１３：００から１日１回実施）

・施設に係る諸経費の支払（電気、水道、電話、保守）

・発券機、精算機エージング試験及びヘッド、ローラー清掃の実施

・不点灯照明器具の管球取替作業

・発券機駐車券カット位置調整

・北側精算機シャッターワイヤー取替立会

・南側発券機、精算機ゲートバー取替立会

・北側発券機カッター不良フィーダー取替立会

・場内駐車ます３台設置工事立会

・北側精算機ドア上部コーティング立会

・南側精算機シャッターグリスアップ

・北側南側停電時用バッテリー交換

・場内除草作業

利用許可業務

・定期使用許可申請書の交付

・パスカードの作成、貸与及び回収

・パスカード紛失時における再発行届書の作成

・利用者への対応　（施設案内、利用指導、苦情対応）

その他管理業務

・ローテーションによる施設管理

・施設に係る個人情報の適正管理

・月間管理運営報告書の作成

・管理運営業務に伴う庶務、経理等の事務対応

・弊社ホームページへの利用促進広告の掲載

・アンケートの実施

管理業務の実施状況



別紙①－２

米子駅前地下駐車場 運営業務

・精算機内の利用料金収集、釣銭の補充及び市への納金

・発券機内の入場券の補充、精算機内のレシート紙、記録紙の取替

・24時間別入出庫台数記録表の作成

・ＩＴＶモニター監視

・シャッター開閉、扉開施錠及び照明点灯、消灯

・エレベーター運転休止切替操作

・入出庫車両の誘導及び駐車機械設備操作

・最終列車延着時の施設閉場時間の延長

維持管理業務

・施設内の巡回点検

・施設内の清掃、塵収集（トイレ、階段、エレベーター等）

・閉場後の夜間機械警備

・施設内設備不具合箇所の修繕

・施設内設備各種保守点検

・施設に係る諸経費の支払（電気、水道、電話、保守）

・不点灯照明器具の管球取替作業

・発券機磁気リーダー不良取替立会

・地下１FA区域パズルパーキング通信基板不良取替立会

・地下２ＦＥ区域電気基板取替立会

・地下１F、２Ｆ排水管詰まり改修工事立会

・地上高さ制限案内板破損取替工事立会

・パズルパーキング横行レール干渉修理立会

利用許可業務

・定期使用許可申請書の交付

・パスカードの作成、貸与及び回収

・パスカード紛失時における再発行届書の作成

・利用者への対応（施設案内、利用指導、苦情対応）

その他管理業務

・ローテーションによる施設管理

・施設に係る個人情報の適正管理

・月間管理運営報告書の作成

・管理運営業務に伴う庶務、経理等の事務対応

・弊社ホームページへの利用促進広告の掲載

・大規模災害模擬訓練（全社的に実施）

管理業務の実施状況



別紙①－３

米子駅前地下駐輪場 運営業務

・一時駐輪、定期駐輪利用料金の収集釣銭の補充及び市への納金

・ＩＴＶモニター監視

・シャッター開閉、扉開施錠及び照明点灯、消灯

・エスカレーター運転休止切替操作

・サイクルライン運転休止切替操作

・最終特急列車延着時の施設閉場時間の延長

維持管理業務

・施設内の巡回点検

・施設内の清掃、塵収集（トイレ、階段、エスカレーター等）

・閉場後の夜間機械警備

・施設内設備不具合箇所の修繕

・施設内設備各種保守点検

・施設に係る諸経費の支払（電気、水道、電話、保守）

・不点灯照明器具の管球取替作業

・エスカレーター修繕工事立会

・エスカレーター横非常階段上蜂の巣駆除立会

・男子トイレ水洗修理立会

・身障者トイレ入口ドア修理立会

利用許可業務

・定期使用許可申請書の交付

・定期券の作成、貸与及び回収

・定期券紛失時における再発行届書の作成

・利用者への対応（施設案内、利用指導、苦情対応）

その他管理業務

・ローテーションによる施設管理

・施設に係る個人情報の適正管理

・月間管理運営報告書の作成

・管理運営業務に伴う庶務、経理等の事務対応

・弊社ホームページへの利用促進広告の掲載

・大規模災害模擬訓練（全社的に実施）

管理業務の実施状況



別紙①－４

米子市万能町駐車場 接遇マナー研修

米子駅前地下駐車場 ・定期研修１回目（４／１～２日間）受講者２５名

米子駅前地下駐輪場 ・定期研修２回目（９／１～２日間）受講者２５名

（年次途中入社の者はその都度実施）

管理運営状況及び研修習熟度の確認

・随時実施

個人情報保護研修

・定期研修１回目（４／１～２日間）受講者２５名

・定期研修２回目（９／１～２日間）受講者２５名

（年次途中入社の者はその都度実施）

情報の公開を行うための措置

・管理運営業務に係る各種データーを電子ファイル化にて蓄積、保存

安全衛生週間

（｢安全管理、品質向上、マナー向上｣、毎月第三週の一週間ワッペンを着用
し、更なる意識付けを図る）

・４月度（４／２０～４／２６）着用者２５名

・５月度（５／１８～５／２４）着用者２５名

・６月度（６／１５～６／２１）着用者２５名

・７月度（７／２０～７／２６）着用者２４名

・８月度（８／１７～８／２３）着用者２４名

・９月度（９／２１～９／２７）着用者２４名

・１０月度（１０／１９～１０／２５）着用者２４名

・１１月度（１１／１６～１１／２２）着用者２４名

・１２月度（１２／２１～１２／２７）着用者２４名

・１月度（１／１８～１／２４）着用者２４名

・２月度（２／１５～２／２１）着用者２２名

・３月度（３／２１～３／２７）着用者２４名

インスペクション

（管理運営状況が適切であるか米子出張所長が随時検証、確認）

・１回目（９／３０）

・２回目（３／３１）

管理業務の実施状況



第三者に行わせた業務内容

業務内容 委託会社名

米子市万能町駐車場 機械警備 株式会社セコム

米子駅前地下駐車場 機械駐車設備保守 富士変速機株式会社

機械設備保守 安藤産業株式会社

消防設備保守 ホーチキ株式会社

フィルター交換保守 安藤産業株式会社

エレベーター設備保守 三菱ビルテクノサービス株式会社

パーキング設備保守 株式会社アマノ

夜間警備 株式会社セコム

米子駅前地下駐輪場 機械設備保守 安藤産業株式会社

消防設備保守 ホーチキ株式会社

フィルター交換保守 安藤産業株式会社

エスカレーター設備保守 日立ビルシステム株式会社

夜間警備 株式会社セコム



月別利用者台数一覧表　－１

米子市万能町駐車場 ・４月度駐車利用台数： 3,739 台 （内、普通駐車利用台数： 1,982 台）
定期駐車契約件数： 84 件 （毎月の報告書から３ヶ月は３件とカウント）

・５月度駐車利用台数： 3,759 台 （内、普通駐車利用台数： 2,183 台）
定期駐車契約件数： 80 件

・６月度駐車利用台数： 3,551 台 （内、普通駐車利用台数： 2,004 台）
定期駐車契約件数： 87 件

・７月度駐車利用台数： 3,940 台 （内、普通駐車利用台数： 2,170 台）
定期駐車契約件数： 86 件

・８月度駐車利用台数： 3,872 台 （内、普通駐車利用台数： 2,130 台）
定期駐車契約件数： 81 件

・９月度駐車利用台数： 3,534 台 （内、普通駐車利用台数： 1,964 台）
定期駐車契約件数： 95 件

・10月度駐車利用台数： 4,070 台 （内、普通駐車利用台数： 2,031 台）
定期駐車契約件数： 93 件

・11月度駐車利用台数： 3,896 台 （内、普通駐車利用台数： 2,000 台）
定期駐車契約件数： 90 件

・12月度駐車利用台数： 3,876 台 （内、普通駐車利用台数： 1,829 台）
定期駐車契約件数： 109 件

・１月度駐車利用台数： 3,478 台 （内、普通駐車利用台数： 1,584 台）
定期駐車契約件数： 88 件

・２月度駐車利用台数： 3,460 台 （内、普通駐車利用台数： 1,569 台）
定期駐車契約件数： 85 件

・３月度駐車利用台数： 3,954 台 （内、普通駐車利用台数： 1,775 台）
定期駐車契約件数： 94 件

・年間駐車利用台数： 45,129 台 （内、普通駐車利用台数： 23,221 台）
定期駐車契約件数： 1,072 件

施設の利用状況



月別利用者台数一覧表　－２

米子駅前地下駐車場 ・４月度駐車利用台数： 11,890 台 （内、普通駐車利用台数： 11,082 台）
定期駐車契約件数： 36 件

・５月度駐車利用台数： 12,390 台 （内、普通駐車利用台数： 11,661 台）
定期駐車契約件数： 40 件

・６月度駐車利用台数： 10,857 台 （内、普通駐車利用台数： 10,124 台）
定期駐車契約件数： 35 件

・７月度駐車利用台数： 12,819 台 （内、普通駐車利用台数： 12,122 台）
定期駐車契約件数： 32 件

・８月度駐車利用台数： 16,616 台 （内、普通駐車利用台数： 15,944 台）
定期駐車契約件数： 36 件

・９月度駐車利用台数： 12,845 台 （内、普通駐車利用台数： 12,200 台）
定期駐車契約件数： 26 件

・10月度駐車利用台数： 12,117 台 （内、普通駐車利用台数： 11,730 台）
定期駐車契約件数： 27 件

・11月度駐車利用台数： 11,988 台 （内、普通駐車利用台数： 11,631 台）
定期駐車契約件数： 22 件

・12月度駐車利用台数： 12,628 台 （内、普通駐車利用台数： 12,277 台）
定期駐車契約件数： 29 件

・１月度駐車利用台数： 12,216 台 （内、普通駐車利用台数： 11,887 台）
定期駐車契約件数： 26 件

・２月度駐車利用台数： 10,328 台 （内、普通駐車利用台数： 9,983 台）
定期駐車契約件数： 27 件

・３月度駐車利用台数： 12,946 台 （内、普通駐車利用台数： 12,547 台）
定期駐車契約件数： 24 件

・年間駐車利用台数： 149,640 台 （内、普通駐車利用台数：143,188 台）
定期駐車契約件数： 360 件

施設の利用状況



月別利用者台数一覧表 －３

米子駅前地下駐輪場 ・４月度普通駐輪利用台数：1,059 台 （内、自転車駐輪利用台数：1,044 台 内、原付 15 台）

　定期駐輪件数：　　一般 21 件 学生 228 件 原付 10 件

・５月度普通駐輪利用台数：1,382 台 （内、自転車駐輪利用台数：1,354 台 内、原付 28 台）

定期駐輪件数：　　一般 19 件 学生 80 件 原付 7 件

・６月度普通駐輪利用台数：1,209 台 （内、自転車駐輪利用台数：1,159 台 内、原付 50 台）

定期駐輪件数：　　一般 17 件 学生 44 件 原付 9 件

・７月度普通駐輪利用台数：1,347 台 （内、自転車駐輪利用台数：1,307 台 内、原付 40 台）

定期駐輪件数：　　一般 17 件 学生 70 件 原付 7 件

・８月度普通駐輪利用台数：1,353 台 （内、自転車駐輪利用台数：1,310 台 内、原付 43 台）

定期駐輪件数：　　一般 14 件 学生 50 件 原付 7 件

・９月度普通駐輪利用台数：1,033 台 （内、自転車駐輪利用台数： 996 台 内、原付 37 台）

定期駐輪件数：　　一般 26 件 学生 60 件 原付 8 件

・10月度普通駐輪利用台数：1,298 台 （内、自転車駐輪利用台数：1,250 台 内、原付 48 台）

定期駐輪件数：　　一般 21 件 学生 187 件 原付 7 件

・11月度普通駐輪利用台数：875 台 （内、自転車駐輪利用台数： 849 台 内、原付 26 台）

定期駐輪件数：　　一般 17 件 学生 70 件 原付 7 件

・12月度普通駐輪利用台数：766 台 （内、自転車駐輪利用台数： 740 台 内、原付 26 台）

定期駐輪件数：　　一般 16 件 学生 34 件 原付 5 件

・１月度普通駐輪利用台数： 704 台 （内、自転車駐輪利用台数： 691 台 内、原付 13 台）

定期駐輪件数：　　一般 13 件 学生 73 件 原付 4 件

・２月度普通駐輪利用台数： 648 台 （内、自転車駐輪利用台数： 620 台 内、原付 28 台）

定期駐輪件数：　　一般 13 件 学生 44 件 原付 4 件

・３月度普通駐輪利用台数：1,056 台 （内、自転車駐輪利用台数：1,016 台 内、原付 40 台）

定期駐輪件数：　　一般 25 件 学生 37 件 原付 6 件

・普通駐輪利用台数： 12,730 台 （内、自転車駐輪利用台数：12,336 台 内、原付 394 台）
定期駐輪件数：　　一般 219 件 学生 977 件 原付 81 件

施設の利用状況



月別使用収入一覧表　－１

米子市万能町駐車場 ・４月度駐車使用料収入額： 1,702,410 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 706,950 円、定期駐車使用料収入額： 984,960 円
　　　　　 駐車回数券販売収入額： 10,500 円

・５月度駐車使用料収入額： 1,753,730 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 797,030 円、定期駐車使用料収入額： 950,400 円
　　　　　 駐車回数券販売収入額： 6,300 円

・６月度駐車使用料収入額： 1,632,000 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 610,620 円、定期駐車使用料収入額：1,010,880 円
　　　　   駐車回数券販売収入額： 10,500 円

・７月度駐車使用料収入額： 1,860,570 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 837,330 円、定期駐車使用料収入額：1,002,240 円
　　　　   駐車回数券販売収入額： 21,000 円

・８月度駐車使用料収入額： 1,767,480 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 787,440 円、定期駐車使用料収入額： 959,040 円
　　　　   駐車回数券販売収入額： 21,000 円

・９月度駐車使用料収入額： 1,806,900 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 726,900 円、定期駐車使用料収入額：1,080,000 円
　　　　   駐車回数券販売収入額： 0 円

・10月度駐車使用料収入額： 1,794,910 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 711,190 円、定期駐車使用料収入額：1,062,720 円
　　　　   駐車回数券販売収入額： 21,000 円

・11月度駐車使用料収入額： 1,830,890 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 783,590 円、定期駐車使用料収入額：1,036,800 円
　　　　   駐車回数券販売収入額： 10,500 円

・12月度駐車使用料収入額： 1,820,620 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 598,660 円、定期駐車使用料収入額：1,200,960 円
　　　　   駐車回数券販売収入額： 21,000 円

・１月度駐車使用料収入額： 1,507,900 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 477,880 円、定期駐車使用料収入額：1,019,520 円
　　　　   駐車回数券販売収入額： 10,500 円

・２月度駐車使用料収入額： 1,511,530 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 492,730 円、定期駐車使用料収入額： 993,600 円
　　　　   駐車回数券販売収入額： 25,200 円

・３月度駐車使用料収入額： 1,680,780 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 584,220 円、定期駐車使用料収入額：1,071,360 円
　　　　   駐車回数券販売収入額： 25,200 円

・年間駐車使用料収入額： 20,669,720 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 8,114,540 円
      　  定期駐車使用料収入額： 12,372,480 円
　　　　　  駐車回数券販売収入額： 182,700 円

使用料（利用料金）の収入実績



月別使用収入一覧表 －２

米子駅前地下駐車場 ・４月度駐車使用料収入額： 2,590,000 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 2,059,000 円、 定期駐車使用料収入額：432,000 円
　　　     駐車回数券販売収入額： 99,000 円

・５月度駐車使用料収入額： 2,757,820 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 2,231,300 円、 定期駐車使用料収入額：479,520 円
　　　     駐車回数券販売収入額： 47,000 円

・６月度駐車使用料収入額： 2,727,500 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 2,213,300 円、 定期駐車使用料収入額：421,200 円
　　　     駐車回数券販売収入額： 93,000 円

・７月度駐車使用料収入額： 2,677,220 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 2,269,900 円、 定期駐車使用料収入額：382,320 円
　　　     駐車回数券販売収入額： 25,000 円

・８月度駐車使用料収入額： 2,804,340 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 2,288,500 円、 定期駐車使用料収入額：429,840 円
　　　     駐車回数券販売収入額： 86,000 円

・９月度駐車使用料収入額： 2,564,140 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 2,108,300 円、 定期駐車使用料収入額：321,840 円
　　　     駐車回数券販売収入額： 134,000 円

・10月度駐車使用料収入額： 2,570,600 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 2,198,800 円、 定期駐車使用料収入額：334,800 円
　　　     駐車回数券販売収入額： 37,000 円

・11月度駐車使用料収入額： 2,666,560 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 2,333,400 円、 定期駐車使用料収入額：272,160 円
　　　     駐車回数券販売収入額： 61,000 円

・12月度駐車使用料収入額： 2,630,520 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 2,166,800 円、 定期駐車使用料収入額：360,720 円
　　　     駐車回数券販売収入額： 103,000 円

・１月度駐車使用料収入額： 2,465,280 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 2,099,600 円、 定期駐車使用料収入額：319,680 円
　　　     駐車回数券販売収入額： 46,000 円

・２月度駐車使用料収入額： 2,459,500 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 2,073,700 円、 定期駐車使用料収入額：334,800 円
　　　     駐車回数券販売収入額： 51,000 円

・３月度駐車使用料収入額： 2,399,120 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 2,082,200 円、 定期駐車使用料収入額：295,920 円
　　　     駐車回数券販売収入額： 21,000 円

・年間駐車使用料収入額： 31,312,600 円
【内訳】　普通駐車使用料収入額： 26,124,800 円
           定期駐車使用料収入額： 4,384,800 円

　　 　　　 駐車回数券使用料収入額： 803,000 円

使用料（利用料金）の収入実績



月別使用収入一覧表 －３

米子駅前地下駐輪場 ・４月度駐輪使用料収入額： 1,591,040 円
【内訳】　一時駐輪収入額： 150,060 円、 定期駐輪収入額： 1,411,980 円
　　　　      回数券収入額： 29,000 円

・５月度駐輪使用料収入額： 692,340 円
【内訳】　一時駐輪収入額： 196,100 円、 定期駐輪収入額： 474,240 円
　　　　      回数券収入額： 22,000 円

・６月度駐輪使用料収入額： 447,420 円
【内訳】　一時駐輪収入額： 167,840 円、 定期駐輪収入額： 253,580 円
　　　　      回数券収入額： 26,000 円

・７月度駐輪使用料収入額： 588,050 円
【内訳】　一時駐輪収入額： 184,200 円、 定期駐輪収入額： 377,850 円
　　　　      回数券収入額： 26,000 円

・８月度駐輪使用料収入額： 491,470 円
【内訳】　一時駐輪収入額： 201,480 円、 定期駐輪収入額： 269,990 円
　　　　      回数券収入額： 20,000 円

・９月度駐輪使用料収入額： 609,480 円
【内訳】　一時駐輪収入額： 163,980 円、 定期駐輪収入額： 426,500 円
　　　　      回数券収入額： 19,000 円

・１０月度駐輪使用料収入額： 1,310,270 円
【内訳】　一時駐輪収入額： 175,800 円、 定期駐輪収入額： 1,115,470 円
　　　　      回数券収入額： 19,000 円

・１１月度駐輪使用料収入額： 542,960 円
【内訳】　一時駐輪収入額： 130,380 円、 定期駐輪収入額： 392,580 円
　　　　      回数券収入額： 20,000 円

・１２月度駐輪使用料収入額： 354,290 円
【内訳】　一時駐輪収入額： 118,080 円、 定期駐輪収入額： 211,210 円
　　　　      回数券収入額： 25,000 円

・１月度駐輪使用料収入額： 428,390 円
【内訳】　一時駐輪収入額： 124,320 円、 定期駐輪収入額： 292,070 円
　　　　      回数券収入額： 12,000 円

・２月度駐輪使用料収入額： 309,690 円
【内訳】　一時駐輪収入額： 94,420 円、 定期駐輪収入額： 201,270 円
　　　　      回数券収入額： 14,000 円

・３月度駐輪使用料収入額： 525,790 円
【内訳】　一時駐輪収入額： 152,340 円、 定期駐輪収入額： 357,450 円
　　　　      回数券収入額： 16,000 円

・年間駐輪使用料収入額： 7,891,190 円
【内訳】一時駐輪使用料収入額： 1,859,000 円
           定期駐輪使用料収入額： 5,784,190 円

　　　　回数券収入額： 248,000 円

使用料（利用料金）の収入実績



金額 (円)

2,575,840

運営費
内訳)
　光熱水費
　その他
　　消耗品費
　　印刷費
　　修繕費

2,575,840合　　計 合　　計 2,575,840

　　保険料
　　印紙代
　  パーキングシステム保守

88,000

　　通信費 464,840

内訳)
　夜間警備 231,000

552,840

指定管理料 人件費 1,792,000
委託費 231,000

米子市万能町駐車場管理業務の実施に係る収支状況

収　　　入 支　　　出

項　　　目 項　　　目 金額 (円)



金額 (円)

36,374,928

36,374,928合　　計 合　　計 36,374,928

　　通信費 2,495,070
　　保険料
　　印紙代

　　消耗品費
　　印刷費
　　修繕費

内訳)
　光熱水費 6,950,000
　その他

　パーキングシステム保守 309,000
　夜間警備 180,000
運営費 9,445,070

　消防設備保守 852,000
　エレベーター設備保守 741,000
　フィルター設備保守 175,000

内訳)
　機械駐車設備保守 2,569,408
　機械設備保守 745,000

指定管理料 人件費 21,358,450
委託費 5,571,408

米子駅前地下駐車場管理業務の実施に係る収支状況

収　　　入 支　　　出

項　　　目 項　　　目 金額 (円)



金額 (円)

13,394,672
51,428

13,446,100 13,446,100合　　計 合　　計

　　電気代
　　清掃費
　(外観確認含む)

　　印紙代
飲料水自動販売機支出 51,428
内訳)

　　修繕費
　　通信費 458,000
　　保険料

　その他
　　消耗品費
　　印刷費

運営費 2,183,000
内訳)
　光熱水費 1,725,000

　エスカレーター設備保守 2,476,072
　フィルター設備保守 39,000
　夜間警備 46,000

内訳)
　機械設備保守 185,000
　消防設備保守 212,000

指定管理料 人件費 8,253,600
飲料水自動販売機収入 委託費 2,958,072

米子駅前地下駐輪場管理業務の実施に係る収支状況

収　　　入 支　　　出

項　　　目 項　　　目 金額 (円)


