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水上公園整備・管理運営事業者募集要項 修正箇所 新旧対照表（4/6 修正版） 

番号 
募集要項修正版 

頁及び項目 
旧 修正後（案） 変更理由 

１ 募集要項P4 

(4)民間発案の実施及び検証 

この結果を踏まえ，本事業については，公園の計画から整備，管理運

営までを一貫して，民間活力を導入しながら実施することとしました。 

この結果を踏まえ，本事業については，公園の計画から整備，管理運営ま

でを一貫して，民間活力を導入しながら実施することとしました。 

※平成26年度の民間発案はアイデアを頂くために募ったものであり，６案

の発案者に対して今回の提案競技において有利な取り扱いを行うものでは

ありません。 

民間発案の取扱いを明確にするため。 

２ 募集要項P7 

6 事業スケジュール及び流れ 

○提案書類の提出締切     平成27年４月13日（月） 

○事業者候補者選定・公表   平成27年４月下旬 

○基本協定締結        平成27年５月上旬 

○実施設計委託契約締結    平成27年５月中旬 

○整備工事契約・着手     平成27年９月頃 

○営業開始          平成28年６月頃 

○提案書類の提出締切     平成27年５月13日（水） 

○事業者候補者選定・公表   平成27年５月下旬 

○基本協定締結        平成27年６月上旬 

○実施設計委託契約締結    平成27年６月中旬 

○整備工事契約・着手     平成27年10月頃 

○設置管理許可        平成28年６月頃 

○供用及び営業開始      平成28年６月頃 

本募集要項の修正に伴い，応募書類等の受付日程等

スケジュールを変更。 

また，設置管理許可及び供用開始のスケジュールを

追記。 

３ 募集要項P8 

(4)水上公園実施設計業務の

実施 

なお，必要な測量や調査等を含むものとします。 （削除） 別紙11に設計業務委託仕様書を追加し，業務内容を

明確にしたため。 

４ 募集要項P12 

(7) 河川護岸について 

 計画にあたっては，既存の河川護岸に影響を与えないよう配慮して

ください。事業者には，公園設計業務の際，必要に応じて，現況護岸

の調査や構造計算等を行っていただく場合があります。この場合の費

用負担は事業者とします。 

 なお，那珂川側の護岸については，平成27年度から平成28年度にか

けて，福岡県による護岸修景工事が計画されています。公園工事業務

の際には協議が必要となります。 

 計画にあたっては，既存の河川護岸に影響を与えないよう配慮してくだ

さい。なお，公園設計業務の中で河川管理者（福岡県）と協議が必要です。

大規模な盛土や河川区域で建築物等を設置する場合などに，河川管理者か

ら護岸の安全性等について確認を求められた場合，必要に応じて，事業者

の費用負担により，現況護岸の調査や構造計算等を行っていただく場合が

あります。 

 また，那珂川側の護岸については，平成27年度から平成28年度にかけて，

福岡県による護岸修景工事が計画されています。公園設計業務及び公園工

事業務の際には福岡県と協議が必要となります。 

 協議の際は市が窓口となります。 

 

河川管理者と協議が必要であり，事業者の費用負担

による現況護岸調査等が発生する場合の内容を明

確にするため。 

５ 募集要項P14 

(5)施設の設置について 

(f) 便所を設置する場合には，施設利用者のみならず，公園利用者が

利用し易い形態とするよう努めてください。 

(f)便所を設置する場合には，施設利用者のみならず，公園利用者が利用し

易い形態とするよう努めてください。なお，利用時間帯は休養施設の営業

時間内でも構いません。 

 

便所設置に対する考え方を明確にするため。 

６ 募集要項P15 

(6)施設の管理運営について 

事業者が設置管理許可区域内でイベントを実施する場合，原則として

２か月前までに，福岡市へ「イベント計画書」を提出する必要があり

ます。公園内であるため，イベント実施にあたっては，下記の条件に

適合する必要があります。 

事業者が設置管理許可区域内でイベントを実施する場合，原則として２か

月前までに，福岡市へ「イベント計画書」を提出する必要があります。な

お，イベントの実施は，設置管理許可区域内に限らず公園全域で可能です

ので，詳細は本募集要項P.18及びP.19の第2の６(4)～(5)を参照してくださ

い。 

 公園内であるため，イベント実施にあたっては，下記の条件に適合する

必要があります。 

 

イベント実施について，公園全体で可能であること

をわかりやすくするため。 
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７ 募集要項P16 

4 「Ⅲ 水上公園実施設計業

務委託額の提案及び実施方

針」に関する条件等 

なお，必要な測量や調査等を含むものとします。 

 そこで，公園設計業務委託の費用について，2,292千円（税別）の範

囲内で提案してください。 

水上公園実施設計業務委託の仕様書案は，別紙11設計業務委託仕様書（案）

のとおりです。 

 そこで，公園設計業務委託の費用について，2,292千円（税別）の範囲内

で提案してください。なお，費用の積算にあたっては，公表されている設

計業務等標準積算基準や「福岡市土木工事実施設計単価表」（公募開始時点

の最新版）等に基づき行ってください。 

公園設計業務委託額の積算にあたって，積算の根拠

資料を明確にするため。 

８ 募集要項P17 

6 「Ⅴ 水上公園の維持管理に

係る官民の役割分担及び実

施方針」に関する条件等

（１） 

 

事業者は，上記３の設置管理許可を得た部分以外の公園区域全体につ

いて，福岡市より，公園施設の管理許可を得て，別紙７「公園緑地維

持管理業務共通仕様書」（以下「維持管理仕様書」という。）及び関係

法令等に基づき，維持管理を行っていただきます。 

 維持管理費用の一部は，条例第 21条に基づき，上記３（３）の使用

料より減免しますので，以下に示す標準的な公園の維持管理業務の項

目，管理単価及び管理頻度の目安を参考として，年間 250千円（税別）

の範囲内で提案してください。 

 また，事業者は，常に公園の美観を保つため，維持管理仕様書で求

める要求水準以上の業務を積極的に行ってください。そこで，その内

容や管理頻度，考え方等について提案書に記載してください。 

 なお，花壇の維持管理経費については，上記の費用に含まれていな

いので，事業者と別途協議して決定します。また，維持管理業務にあ

たり，必要な手続きや提出書類，提出頻度等は，事業者と別途協議し

て決定します 

【1】標準的な維持管理業務に係る費用の提案について 

 事業者は，上記３の設置管理許可を得た部分以外の公園区域全体につい

て，福岡市より，公園施設の管理許可を得て，別紙７「公園緑地維持管理

業務共通仕様書」（以下「維持管理仕様書」という。）及び関係法令等に基

づき，維持管理を行っていただきます。 

 標準的な公園の維持管理業務の項目，管理単価及び管理頻度の目安は，

下記の表のとおりです。その維持管理費用として，条例第 21条に基づき，

上記３(3)の使用料より減免します。減免額は年間 250千円（税別）の範囲

内とします。 

 そこで，下記の表を参考として，年間 250 千円（税別）の範囲内で，維

持管理費用相当額を提案してください。 

【2】要求水準以上の維持管理業務の提案について 

 事業者は，公園内の美観を常に保つため，維持管理仕様書で求める要求

水準以上の維持管理業務を積極的に行ってください。 

 そこで，その内容や管理頻度，考え方等について提案書に記載してくだ

さい。 

 なお，花壇設置は必須ではなく提案によりますが，維持管理経費につい

ては，上記減免額（年間 250 千円（税別）の範囲内）の費用に含まれてい

ないので，事業者と別途協議して決定します。 

※維持管理業務にあたり，必要な手続きや提出書類，提出頻度等は，事業

者と別途協議して決定します。 

公園の維持管理に係る提案項目及び提案内容を明

確にするため。 

９ 募集要項P17 

＜標準的な維持管理業務の項

目，管理単価及び管理頻度の目

安＞ 

 

施設の軽微な修繕 16,000円/回 

（緊急特殊管理 B） 

必要時 施設の軽微な

修繕 

16,000円/回 

（緊急特殊管理 B） 

必要時 

(参考) 平成 26 年度に警固公園で行った軽微な修繕

は以下のとおりです。 

①漏水調査・配管清掃 22,700円 

②車止め蓋復旧 118,400円 

③植栽 94,500円 

④支柱移設 38,900円 

 なお，1件当たり「緊急特殊管理 B」を超える施設

の修繕は，福岡市が行います。 
 

施設の軽微な修繕費について，事業者が負担する額

の目安を明確にするため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 募集要項P18 

6 「Ⅴ 水上公園の維持管理に

係る官民の役割分担及び実

施方針」に関する条件等

（２） 

(a)事業者以外が条例第４条第１項に基づき行う行為の許可 

(b)法第六条に基づく占用許可 

(c)照明灯電気料金 

(d)上下水道料金 

(e)施設の営業時間外の緊急対応 

(f)災害時の対応 

(g) 1件1万円程度以上の施設の修繕 

【福岡市が行う業務】 

(a)事業者以外が条例第４条第１項に基づき行う行為の許可 

(b)法第六条に基づく占用許可 

(c)施設の営業時間外の緊急対応 

(d)災害時の対応 

(e) 1件当たり「緊急特殊管理B」を超える施設の修繕 

【福岡市が支払う公共料金】 

(a)照明灯電気料金 

(b)上下水道料金 

公園の維持管理業務の分担について，施設の修繕に

ついて前項の表と整合性を図るため。 



 3 / 7 
 

11 募集要項P21 

4 水上公園整備実施設計業

務の実施にあたっての条件等 

この契約額は，事業提案による提案額を参考に決定します。 この契約額は，事業提案による提案額及び内訳を基に，福岡市において，

契約時における最新の設計業務等標準積算基準や「福岡市土木工事実施設

計単価表」等に基づき積算を行い決定します。 

公園設計業務委託額の積算にあたって，事業者候補

者の提案額のみでなく，内訳も参考にするととも

に，積算の根拠資料を明確にするため。 

12 募集要項P21 

4 水上公園整備実施設計業

務の実施にあたっての条件等 

（追加）  ※別紙11 「設計業務委託仕様書（案）」 水上公園実施設計業務委託の内容を明確にするた

め。 

13 募集要項P21 

5 水上公園整備工事の実施

にあたっての条件等 

福岡市において積算を行い決定します。 福岡市において，契約時における最新の土木工事標準積算基準や「福岡市

土木工事実施設計単価表」等に基づき積算を行い決定します。 

公園整備工事請負契約額の積算にあたって，積算の

根拠資料を明確にするため。 

14 募集要項P22 

6 民設民営の休養施設等の

管理運営及び水上公園の維持

管理にあたっての条件等 

初年度は供用開始日前までに， 初年度は供用開始日の1か月前までに， 「民設民営休養施設等管理運営計画」及び「水上公

園維持管理計画」の提出期限が，「供用開始日まで」

では遅すぎるため。 

15 募集要項P23 

7 事業期間及び事業評価等

に関する条件等 

供用開始する日までに 供用開始する日の1か月前までに 「民設民営休養施設等管理運営計画」及び「水上公

園維持管理計画」の提出期限が，「供用開始日まで」

では遅すぎるため。 

16 募集要項P24 

(2)維持管理・運営に関する事業

報告書の提出及び事業評価 

事業者は，「民設民営の休養施設等の管理運営計画」及び「水上公園維

持管理計画」に基づく管理運営・維持管理の状況を記載した「事業報

告書」を作成し，毎年度終了後30日以内に提出していただきます。 

事業者は，「民設民営の休養施設等の管理運営計画」及び「水上公園維持管

理計画」に基づく管理運営・維持管理の状況を記載した「事業報告書」を

作成し，毎年度終了後30日以内に提出していただきます。また，同時に事

業者の最新の財務諸表を提出していただきます。 

事業者が安定的，継続的な管理運営業務が実施でき

る状況であるか，毎年度確認する必要があるため。 

17 募集要項P24 

(2)維持管理・運営に関する事業

報告書の提出及び事業評価 

⑧その他，水上公園の魅力向上に貢献していたか。 ⑧安定的，継続的に事業を継続できる状況であるか。 

⑨その他，水上公園の魅力向上に貢献していたか。 

なお，福岡市が必要と認める場合は，本事業の状況について事業者に報告

を求める場合があります。福岡市は，報告により，本事業が適切に実施さ

れていないと認める場合は，事業者に対しその改善を指示することができ，

事業者はその指示に従うものとします。 

事業者が安定的，継続的な管理運営業務が実施でき

る状況であるか，毎年度確認する必要があるため。 

また，毎年度末の事業評価に関わらず，年度途中で

あっても事業報告を求め，必要であれば改善を指示

する必要があるため。 



 4 / 7 
 

18 募集要項P25 

(3)その他注意事項  

施設・機器等の不備又は施設管理上の瑕疵等による事故への対応のた

め，事業者はリスクに応じた保険（施設賠償保険など）に加入するも

のとします。 

施設・機器等の不備又は施設管理上の瑕疵等による事故への対応のため，

事業者はリスクに応じた保険（施設賠償保険など）に加入するものとしま

す。 

なお，福岡市の公の施設は，「全国市長会市民総合賠償補償保険」に加入し

ており，管理業務に起因する賠償責任についても，本保険の対象となりま

す。ただし，民設民営の休養施設等については，財産権が事業者に帰属す

るため，この保険の対象外となります。 

「全国市長会市民総合賠償補償保険」 

ア  保険契約者：福岡市 

イ  保険期間：毎年（自動更新） 

ウ  てん補限度額： 

身体賠償 
1名につき 1億円以上 

1事故につき 10億円以上 

財物賠償 1事故につき 2,000万円以上 

エ  補償する損害：次の事故により、市民等の生命もしくは身体

が害され、または市民等の財物が滅失・き損もしくは汚損され

た場合において、本市が法律上の賠償責任を負担することによ

って被る損害。 

(a)市が所有、使用または管理する施設に起因する偶然な事故 

(b)市業務に起因する偶然な事故 

(c)市が福祉施設・保養施設において生産、販売または提供す

る飲食物に起因する偶然な事故 

福岡市が加入している施設賠償責任保険の情報を

提供するもの。 

19 募集要項P25 

９ 私権の制限 

 事業者は，本事業に係る協定上の地位及び権利義務並びに，設置管

理許可又は管理許可の権利を，第三者に譲渡・転貸し，又は担保に供

することはできません。 

 また，事業者は，事業者が所有する民設民営の休養施設等の所有権

を，構成員以外の第三者に譲渡することはできません。 

 なお，その他制限については，別紙８「基本協定書（案）」を確認

してください。 

 私権の制限については，別紙８「基本協定書（案）」第25条のとおりです。 募集要項と協定書の内容の整合を図るため。 

20 募集要項P28 

■事業期間と公園施設の設置

管理許可期限との関係 

10年間 最長10年間 記載漏れ。 

21 募集要項P32 

(1)募集・選定のスケジュール 

項目 時期 

募集要項等の配布 平成 27年２月 27日(金)～３月 27日(金) 

説明会の開催 平成 27年３月６日（金） 

質問の受付 平成 27年３月６日(金)～３月 27日（金） 

質問への回答 平成 27年３月６日（金）～31 日(火)（予定） 

応募書類等の受付 平成 27年４月６日(月)～４月 13日(月) 

プレゼンテーション及び

ヒアリング 

平成 27年４月下旬（予定） 

事業者候補者の決定 平成 27年４月下旬（予定） 

協定の締結 平成 27年５月上旬（予定） 
 

項目 時期 

募集要項等の配布 平成 27年２月 27日(金)～４月 24日(金) 

説明会の開催 平成 27年３月６日（金） 

質問の受付 平成 27年３月６日(金)～４月 24日（金） 

質問への回答 平成 27年３月６日（金）～４月 30日(木)（予定） 

応募書類等の受付 平成 27年５月７日(木)～５月 13日(水) 

プレゼンテーション

及びヒアリング 

平成 27年５月下旬（予定） 

事業者候補者の決定 平成 27年５月下旬（予定） 

協定の締結 平成 27年６月上旬（予定） 
 

本募集要項の修正に伴い，応募書類等の受付日程等

スケジュールを変更。 

22 募集要項P32 

(2)募集要項等の配布 

【掲載期間】 平成 27年２月 27日（金）から３月 27日（金）まで 【掲載期間】 平成 27年２月 27日（金）から４月 24日（金）まで 本募集要項の修正に伴い，応募書類等の受付日程等

スケジュールを変更。 
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23 募集要項P33 

(4)質問の受付・回答 

【質問受付期間】  平成 27年３月６日（金）から３月 27日（金）

まで 

【質問受付期間】  平成 27年３月６日（金）から４月 24日（金）まで 本募集要項の修正に伴い，応募書類等の受付日程等

スケジュールを変更。 

24 募集要項P33 

(5) 応募書類の受付期間及び

受付時間 

【提出期間】 平成 27年４月６日（月）から４月 13日（月）まで 【提出期間】 平成 27年５月７日（木）から５月 13日（水）まで 本募集要項の修正に伴い，応募書類等の受付日程等

スケジュールを変更。 

25 募集要項P33 

【応募登録書類】 

⑤事業者の経理状況調書 様式６ ⑤事業者の経理状況調書 様式７ 誤記 

26 募集要項P34 

【応募登録書類】 

営業報告書 事業報告 誤記 

27 募集要項P34 

【応募登録書類】 

⑨建設業許可等の状況 様式７ ⑨建設業許可等の状況 様式６ 誤記 

28 募集要項P34 

【事業提案書類】 

Ⅱ 民 設 民

営 の 休 養

施 設 等 の

設置・管理

運営計画 

(ｱ)施設

の 管

理・運

営計画 

様式

自由 
施設について，コンセプト，業務

の内容（運営形態，メニュー営業

時間，利用者のイメージなど），

集客に対する考え方，維持管理計

画，その他工夫する事項等を記載

すること。 
 

Ⅱ民設民営の

休養施設等の

設置・管理運

営計画 

( ｱ )施設

の 管

理・運営

計画 

様式

自由 
施設について，コンセプト，業務の内

容（運営形態，メニュー及び価格帯，

営業日，営業時間，利用者のイメージ

など），集客に対する考え方，維持管理

計画，その他工夫する事項等を記載す

ること。 
 

幅広い市民利用が可能か確認する必要があるため。 

29 募集要項P35 

【事業提案書類】 

Ⅲ水上公園整備実施

設計業務委託額の提

案及び実施方針 

様式

自由 
福岡市が負担する，民設民営施設

を除く公園区域全体の実施設計

業務委託の費用を記載すること。 
また，設計業務の実施方針，確実

な実施のための方策，その他設計

業務における工夫等について具

体的に記載すること。 
 

Ⅲ水上公園整備実施設

計業務委託額の提案及

び実施方針 

様式

自由 
福岡市が負担する，民設民営施設を除

く公園区域全体の実施設計業務委託の

費用とその内訳を記載すること。 
また，設計業務の実施方針，確実な実

施のための方策，その他設計業務にお

ける工夫等について具体的に記載する

こと。 
 

公園設計業務委託額の積算にあたって，事業者候補

者の提案額のみでなく，内訳も参考とするため。 

30 募集要項P37 

【選定委員会委員名簿】 
 

氏名 
（順不同，敬称略） 

所属・役職名 

上瀧 伊佐美 福岡市住宅都市局都市づくり推進部長 

 

氏名 

（順不同，敬称略） 
所属・役職名 

町田 一彦 福岡市住宅都市局都市づくり推進部長 

市の人事異動に伴う委員の変更。 

31 募集要項P37 

2 評価の視点 

(1)  

（１）事務局による事前審査 

事務局による事前審査は，以下の項目及び視点に基づき行います。 

なお，評価において不可があった場合は，失格となります。 

 

 

※評価において不可があった場合は，失格とする。 

項目 評価の視点 配点 評価 

（１）事務局による基礎審査 

事務局による基礎審査は，以下の項目に基づき行います。 

なお，審査において不可があった場合は，失格となります。 

 

 

※審査において不可があった場合は，失格とする。 

項目 審査事項 審査 

事務局による事前審査においては採点を行わず，選

定委員会において採点をするよう変更。また，事務

局の事前審査は評価ではなく「基礎審査」に変更。 

32 募集要項P37 

2 評価の視点 

(1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 評価の視点 配点 評価 

Ⅱ 民設民

営の休養

施設等の

設置・管理

運営計画 

損益・資金 

収支計画 

○収支計画は適切

か。 

○継続的に事業実

施可能な計画とな

っているか。 

５ － 

Ⅵ その

他 

業務遂行

能力 

○業務遂行のため

の経営基盤を有し

ているか。 

５ － 

合  計 １０ ※ 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局による事前審査においては採点を行わず，選

定委員会において採点をするよう変更。 
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33 募集要項P38 

(2)選定委員会による評価の

視点表 

 

項目 評価の視点 配点 

Ⅱ 民設民

営の休養

施設等の

設置・管理

運営計画 

施設計画 ○景観・デザインが，本事業趣旨

にふさわしく，魅力的か。 

○環境への配慮があるか。 

○建築に十分な経費を掛けてい

るか。 

○建築設計及び建築工事の十分

な実績があるか。 

３０ 

管理運営

計画 

○必要な管理運営項目が計画さ

れているか。 

○業務内容が本事業趣旨にふさ

わしく，魅力的か。 

○利用者サービスの向上の工夫

があるか。 

○環境や景観への配慮があるか。 

○バランスよく経費を掛けてい

るか。 

○本事業と同種又は類似施設の

管理運営実績があるか。 

Ⅵその他 イベント

計画 

○賑わいを創出する魅力的なイ

ベント計画が提案されているか。 

○日常の賑わい創出が考慮され

ているか。 

○実現可能な提案か。 

１０ 

合  計 100 

 

項目 評価の視点 配点 

Ⅱ 民設民

営の休養施

設等の設

置・管理運

営計画 

施設計画 ○景観・デザインが，本事業趣旨にふ

さわしく，魅力的か。 

○環境への配慮があるか。 

○建築に十分な経費を掛けているか。 

○建築設計及び建築工事の十分な実

績があるか。 

３５ 

管理運営

計画 

○必要な管理運営項目が計画されて

いるか。 

○業務内容が本事業趣旨にふさわし

く，魅力的か。 

○利用者サービスの向上の工夫があ

るか。 

○環境や景観への配慮があるか。 

○バランスよく経費を掛けているか。 

○本事業と同種又は類似施設の管理

運営実績があるか。 

損益・資金

収支計画 

○収支計画は適切か。 

○継続的に事業実施可能な計画とな

っているか。 

Ⅵその他 イベント

計画 

○賑わいを創出する魅力的なイベン

ト計画が提案されているか。 

○日常の賑わい創出が考慮されてい

るか。 

○実現可能な提案か。 

１５ 

業務遂行

能力 
○業務遂行のための経営基盤を有

しているか。 
合  計 110 

事務局による事前審査においては採点を行わず，選

定委員会において採点をするよう変更。 

34 募集要項P40 

(4)結果の公表 

事業者候補者は，平成 27年４月下旬に決定する予定です。 事業者候補者は，平成 27年５月下旬に決定する予定です。 本募集要項の修正に伴い，応募書類等の受付日程等

スケジュールを変更。 

35 基本協定書（案）P2 

第6条（契約手続き） 

３ 第１項の契約額は，事業提案による提案額を参考に，甲乙協議の上

決定する。 
３ 第１項の契約額は，事業提案による提案額及び内訳を基に，福岡市に

おいて，契約時における最新の設計業務等標準積算基準，「福岡市土木工事

実施設計単価表」等に基づき積算を行い決定する。 

 

36 基本協定書（案）P2 

第7条（業務の遂行） 

乙は，前条の委託契約締結後，事業提案に基づき，委託契約書及び関

係法令等を遵守し業務を行わなければならない。 

乙は，前条の委託契約締結後，募集要項及び事業提案に基づき，委託契約

書及び関係法令等を遵守し業務を行わなければならない。 

 

37 基本協定書（案）P3 

第8条（契約手続き） 

３ 前項の工事請負契約の内容及び金額は，募集要項，事業提案及び公

園設計業務の成果品に基づき，甲乙協議して定めるものとする。 

３ 前項の工事請負契約の内容及び金額は，事業提案による提案額及び

公園設計業務の成果品を基に，福岡市において，契約時における最新

の土木工事標準積算基準，「福岡市土木工事実施設計単価表」等に基づ

き積算を行い決定する。 

 

38 基本協定書（案）P4 

第15条（水上公園管理許可） 

乙は，水上公園の供用開始日までに，甲に対し，法令に基づく水上公

園管理許可申請書を提出し，その許可を受けなければならない。 

乙は，水上公園の供用開始日の1か月前までに，甲に対し，法令に基づく水

上公園管理許可申請書を提出し，その許可を受けなければならない。 

「民設民営休養施設等管理運営計画」及び「水上公

園維持管理計画」の提出期限が，「供用開始日まで」

では遅すぎるため。 

39 基本協定書（案）P5 

第16条（民設民営休養施設等

設置管理許可） 

乙は，民設民営の休養施設等の供用開始日の 1 か月前までに，法令に

基づく民設民営休養施設等設置管理許可申請書を提出し，その許可を

受けなければならない。 

乙は，民設民営の休養施設等の供用開始日の1か月前までに，法令に基づく

民設民営休養施設等設置管理許可申請書を提出し，その許可を受けなけれ

ばならない。 

「民設民営休養施設等管理運営計画」及び「水上公

園維持管理計画」の提出期限が，「供用開始日まで」

では遅すぎるため。 
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40 

 

基本協定書（案）P9 

第27条（事業の調査等） 

第 27 条 甲は必要と認める場合，乙の費用負担に基づき，本事業の状

況について自ら調査を行い，又は乙に報告を求めることができる。 

２ 甲は，前項の調査又は報告により，本事業が適切に実施されていな

いと認める場合，乙に対し，その改善を指示することができる 

第 27条 甲は必要と認める場合，本事業の状況について乙に報告を求める

ことができる。 

２ 甲は，前項の報告により，本事業が適切に実施されていないと認める

場合，乙に対し，その改善を指示することができる。 

内容が不明瞭であったため，明確にしたもの。 

41 基本協定書（案）P12 

第35条（事業の報告及び評価） 

３ 甲は，事業報告書を基に，次の各号に掲げる事項につき，事業評

価を実施する。 

３ 乙は，前項に定める事業報告書とともに，最新の財務諸表を甲へ提出

しなければならない。 

４ 甲は，事業報告書及び財務諸表を基に，次の各号に掲げる事項につき，

事業評価を実施する。 

事業者が安定的，継続的な管理運営業務が実施でき

る状況であるか，毎年度確認する必要があるため。 

42 基本協定書（案）P12 

第35条（事業の報告及び評価） 

⑧その他，水上公園の魅力向上に貢献していたか。 ⑧安定的，継続的に事業を継続できる状況であるか。 

⑨その他，水上公園の魅力向上に貢献していたか。 

事業者が安定的，継続的な管理運営業務が実施でき

る状況であるか，毎年度確認する必要があるため。 

43 基本協定書（案）P19 

別紙2-2 

リスク分担表 

※３ 施設・機器等の不備又は施設管理上の瑕疵等による事故への対

応のため，事業者はリスクに応じた保険（施設賠償保険など）に加入

するものとする。 

※３ 施設・機器等の不備又は施設管理上の瑕疵等による事故への対応の

ため，事業者はリスクに応じた保険（施設賠償保険など）に加入するもの

とする。 

なお，福岡市の公の施設は，「全国市長会市民総合賠償補償保険」に加入

しており，管理業務に起因する賠償責任についても，本保険の対象となる。

ただし，民設民営の休養施設等については，財産権が事業者に帰属するた

め，この保険の対象外となる。 

 「全国市長会市民総合賠償補償保険」 

  ア  保険契約者：福岡市 

  イ  保険期間：毎年（自動更新） 

  ウ  てん補限度額： 

     身体賠償：1名につき1億円以上，1事故につき10億円以上 

     財物賠償：1事故につき2,000万円以上 

  エ  補償する損害：次の事故により、市民等の生命もしくは身体が害

され、または市民等の財物が滅失・き損もしくは汚損された場合に

おいて、本市が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害。 

     (a)市が所有、使用または管理する施設に起因する偶然な事故 

     (b)市業務に起因する偶然な事故 

     (c)市が福祉施設・保養施設において生産、販売または提供する

飲食物に起因する偶然な事故 

福岡市が加入している施設賠償責任保険の情報を

提供するもの。 

44 別紙11 （追加） 別紙１１ 設計業務委託仕様書（案） 水上公園実施設計業務委託の内容を明確にするた

め。 
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