
水上公園整備・管理運営事業者募集 質問及び回答② 
平成 27 年 4 月 2 日回答分 

No. 質問箇所 質問事項 回答 
17 募集要項 P.11 

第 2.2(5)  
下水道管理施設につ

いて 

下水道管理施設に多少盛土することは可能ですか。

点検孔以外の部分です。 
車両乗入を考慮しない場合（歩行者考慮 5kN/mm2），土被り

2.60m まで盛土可能です。 
また，管理用車両の乗入れを考慮する場合（活荷重 T-14），土被

り 2.35m まで盛土可能です。 
※なお，現計画は土被り 1.44m です。 

18 募集要項 P.7 
第 1.6 事業スケジュ

ールの流れ 

平成 27 年 9 月頃整備工事契約・着手とありますが、

諸官庁協議及び許認可申請等を考慮したならば、実

施設計委託契約締結後の期間が短いと思われます。

必要な期間を提案しても宜しいでしょうか。 

必要な期間の提案も受け付けます。 

19 募集要項 P.8 
第 1.7 事業期間 

「現状復旧が完了後」とありますが、現状復旧とは

民設民営の休養施設（建物）を撤去した状態と考え

て宜しいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

20 募集要項 P.12 
第 2.2 (7) 
河川護岸について 

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。とありますが、具体的

にどのような場合を想定されていますか。 

大規模な盛土を行う場合や河川区域（那珂川側：護岸から３ｍ，

薬院新川側：護岸から２ｍ）に建築物等を設置する場合に，護岸

の安全性について，河川管理者から確認を求められる場合がある

と考えられます。 
21 募集要項 P.12 

第 2.2 (7) 
水上公園内のボーリングデータがございましたら、

ご提示ください。 

電子データとして貸与しておりますのでお申込みください。 

22 募集要項 P.12 
第 2.2(8)その他 

雨水排水は那珂川に放流と考えて宜しいのでしょ

うか。 

雨水は下水管（合流式）へ排水することとしてください。 

23 募集要項 P.14 
第 2.3 (5)(h) 
施設の設置について 

太陽光発電装置など環境に配慮した設備の使用に

努めるとありますが、補助金制度がございました

ら、ご教示ください。 

本募集に係る施設整備にあたって，対象となる福岡市の助成金制

度は特にございません。 
※太陽光発電導入に係る福岡市の補助金制度は，住宅が対象で

す。 



水上公園整備・管理運営事業者募集 質問及び回答② 
平成 27 年 4 月 2 日回答分 

No. 質問箇所 質問事項 回答 

26 募集要項 P.13 
第 2.3(3) 
使用料徴収 
 
P.16 第 3.5 
公園整備工事の官民

役割分担 

13 ページの模式図内に①飲食物の提供等営業行為

を行う部分と②飲食物の提供等営業行為を行う部

分以外の部分が記載されていますが、16 ページの

①「事業者が工事費を負担する部分」②「福岡市

が工事費を負担する部分」とは番号は連動してい

ないものと考えて宜しいでしょうか。 
 

連動しておりません。 

13 ページは，16 ページの①「事業者が工事費を負担する部分」に

関して，使用料徴収の考え方の下記２パターンを示したものです。 
【1】使用料を徴収：「①飲食物の提供等営業行為を行う部分」 
【2】使用料を免除：「②飲食物の提供等営業行為を行う部分以外

の部分」 

27 募集要項 P.16 
第 3.5 公園整備工事

に係る官民役割分担 

モニュメント等の移設費用、土台設置費用につい

ては別途福岡市が負担するものとし、②「福岡市

が工事費を負担する部分」にも含まれないものと

考えて宜しいでしょうか。 

モニュメント等の移設費用、土台設置費用は，②「福岡市が工事

費を負担する部分」に含まれ，市が別途負担するものではありま

せん。 

 

24 募集要項 P.12 
第 2.2 (6) 
博多どんたく港まつ

り 

どんたくのステージは設置例とほぼ同様のものが

必要と考えますが、収容人員が多少なりとも減じる

ことは可能でしょうか。 

また、幅と奥行きのプロポーションを変えてもいい

のでしょうか。 

更に、現在使用されている仮設ステージをそのまま

お使いになられるわけではないと理解して宜しい

でしょうか。 

博多どんたく港まつり桟敷席について，収容人員を減じる提案，

プロポーション変更の提案も可能です。別紙６は，設置例です。

ただし，実際の設置位置や設置時期は事業者と福岡市，主催者の

協議により決定します。 

 

25 募集要項 P.33～35 
第5.2 事業提案書類 

Ⅰ（ア）基本計画説明書の中に管理運営の考え方、

事業実施体制を記載することを求められています。

しかし、管理運営はⅡ（ア）に実施体制はⅣ（イ）

に求められています。Ⅰ（ア）はⅡ（ア）とⅣ（イ）

に集約させてよろしいでしょうか？ 

 

Ⅰ（ア）「基本計画説明書」は，事業全体の基本的な考え方や方針

を記載していただく書類ですので，「管理運営の考え方」及び「事

業実施体制」についても，その概要を記載してください。 

そして，その詳細について，Ⅱ（ア）及びⅣ（イ）に記載してく

ださい。 



水上公園整備・管理運営事業者募集 質問及び回答② 
平成 27 年 4 月 2 日回答分 

No. 質問箇所 質問事項 回答 

28 募集要項Ｐ.21 

第 3.4 公園整備実施

設計業務 

「公園設計の十分な経験がある管理技術者」の公園

設計の実績は，どの程度ないと不可となるのでしょ

うか。小さい公園だと不可なのでしょうか。 
 

参加要件としての公園設計実績については，公園の規模により不

可とすることはありません。 
 

29 募集要項 P.9 

基本協定書 P.15 

設計、建設、維持管理は貴市とコンソーシアムの担

当企業が直接契約するとなっております。また基本

協定書には、「構成員は，本事業の実施について連

帯してその責を負うものとする。」となっておりま

す。これは貴市と直接契約する個別の設計、建設業

務につきまして各社が連帯して責任を負うと意味

でしょうか。 

市と直接契約する個別の設計，建設業務については，通常の公共

工事と同様の設計業務委託あるいは請負工事契約となりますの

で，設計・施工の責任は各契約書に基づき，それぞれ発生します。 
ただし，本事業全体としては，設計・施工から維持管理までを一

体的な事業として実施するコンソーシアムを募集するものである

ため，各構成員が連携して実施し，連帯して責任を負うものとし

ます。 
30 募集要項Ｐ.20 

基本協定 

最優秀提案者がなんらかの理由で基本協定書を締

結できなかった場合には、なんらかのペナルティー

はありますか。 

特にペナルティは設定していません。 
その場合には次点の提案者と基本協定を締結することを想定して

います。 
31 募集要項Ｐ.20 

基本協定 

「事業者候補者は，提案した事業提案に基づき，福

岡市と協議の上，本事業を実施するための細目や役

割分担等について，基本協定を締結します。」とあ

りますが、協議によって当初提案からの変更するこ

とはどの程度可能でしょうか。 

事業者候補者の都合による提案内容の変更は，原則として認めま

せん。 

32 募集要項Ｐ.4 平成 26 年に行われた民間発案の募集について、6

案の提案とありましたが、6つの提案の内容や、発

案者の公表は行われないのでしょうか。 

民間発案募集に関する提案の内容及び発案者の名称は，ノウハウ

等の流出を懸念する民間事業者に配慮して，原則として非公開・

非公表としております。 

33 募集要項Ｐ.10-11 

第 2.2(3) 

モニュメント等 

記念樹である、ハナミズキ及びトチノキについて、

樹木の高さや幹の広がり等、現在の生育状況をご教

授ください。 

記念樹であるハナミズキ及びトチノキは，下水道工事の際撤去し

ているため，公園工事に際して，新植していただきます。なお，

別途保管してある記念碑も同時に復旧していただきます。 



水上公園整備・管理運営事業者募集 質問及び回答② 
平成 27 年 4 月 2 日回答分 

No. 質問箇所 質問事項 回答 

34 募集要項 P.12 
第 2.2 (6) 
博多どんたく港まつ

り 

「博多どんたく港まつり」時に観光桟敷席として約

880席分用意されているとのことですが、本事業で

整備後も同等の席数の確保が必要でしょうか。 

博多どんたく港まつり桟敷席について，前述のとおり，収容人員

を減じる提案，プロポーション変更の提案も可能です。別紙６は，

設置例です。ただし，実際の設置位置や設置時期は事業者と福岡

市，主催者の協議により決定します。 

35 募集要項 P.10 
第 2.1 (2) 
西中洲公園について 

「今回の事業者募集にあたっては，水上公園の直近

の西中洲公園（821㎡）を水上公園と一体的な公園

として，公園条例第3条に基づく水上公園の区域の

変更の公示（1,236㎡→2,057㎡）を行う予定です。

なお，本事業の事業区域は西中洲公園区域を含みま

せん。」とありますが、今後の西中洲公園との連携

についてお考えがありましたらご教示ください。 

現在のところ，福岡市において，水上公園と西中洲公園とで連携

する事業等の予定はありません。 

36 募集要項 P.10 
第 2.2 (2) 
建ぺい率 

立体都市公園制度の活用による建蔽率の緩和は可

能でしょうか。 

 

立体都市公園制度を活用した提案も可能です。ただし，建ぺい率

については，募集要項に示したとおりです。 

37 募集要項Ｐ.10-11 

第 2.2(3) 

モニュメント等 

「彫刻「風のプリズム」の設計にあたっては，作者

の意向を十分踏まえて設置する必要があるため，提

案のとおり設置できない場合もあります。」とあり

ますが、どのような意向が考えられるのでしょう

か。 

作者との協議によります。 

38 募集要項Ｐ.12 

第 2.2(8)その他 

②電気 

公園インフラについ

て 

電気については、貴市の負担分と事業者の負担分を

分けるとの記載があり、公園内の電気関係インフラ

については貴市の整備となっておりますが（別紙4

参照）、公園インフラ全般の引き込みは貴市で行う

との理解でよろしいでしょうか。 

 

募集要項に記載のとおり，公園照明灯などの福岡市が負担する部

分と，事業者の施設に必要で事業者の負担となる部分とは，分け

て別々に引き込んでいただき，その工事費用についても，それぞ

れの負担とします。 



水上公園整備・管理運営事業者募集 質問及び回答② 
平成 27 年 4 月 2 日回答分 

No. 質問箇所 質問事項 回答 

39 募集要項Ｐ.18 

第 2.6(4) 

施設の管理運営につ

いて 

事業者が主催するイベントについては、使用料およ

び占有料は全額減免していただけるとのことです

が、その対象範囲は、設置管理許可区域内だけでな

く水上公園全体との理解で間違いないでしょうか。

事業者が主催するイベントにかかる使用料及び占用料の全額減免

の範囲については，募集要項に記載のとおり，設置管理許可区域

内だけでなく，管理許可区域内（水上公園全体）も対象です。 

40 募集要項Ｐ.16 

第 2.4 及び 5 

業務委託及び請負費

用について 

公園設計業務委託と公園整備工事請負契約につい

て、それぞれご指定の範囲がございますが、双方の

費用を合わせて各業務に適正に配分するという提

案は可能でしょうか。 

そのような提案も可能ですが，実際の執行については事業者と協

議の上決定させていただきます。 

41 募集要項 P.23 

第 2.7(1)  

事業期間及び許可期

間 

民設民営の飲食物の提供等営業行為を行う部分と、

飲食物の提供等営業行為を行う部分以外の部分、ま

たは、それ以外の公園区域の運用開始時期を別々に

することは可能でしょうか。 

供用開始については，基本的には全て同時期を想定していますが，

必要に応じて事業者と協議して決定します。 

42 募集要項 P.26 

第 3.13 事業終了後

の措置について 

民設の施設について、事業終了後も運用される場合

の措置について、貴市のお考えをお聞かせくださ

い。 

事業終了後も民設の施設が利用できる状態であると判断できる場

合が想定されます。その際の手続きについては，募集要項に記載

のとおりです。 

43 募集要項 P.29 

第 4.2(1)  

応募資格 

コンソーシアムの構成員と協力企業それぞれの定

義についてご教示ください。 

 

コンソーシアムの構成員の定義は募集要項に記載のとおりです。

本事業の公園設計業務を行う設計企業，公園工事業務を行う建設

企業及び維持管理・運営を行う管理運営企業はコンソーシアムの

構成員となることが必須要件となります。 

協力企業とは，コンソーシアムの構成員以外で本事業に関わる企

業をいいます。 

44 募集要項 P.14 

第 2.3(5)施設の設置 

親水空間の提案は可能でしょうか。 

 

ご質問の親水空間が，公園区域外の河川区域内でのご提案であれ

ば，今回の事業の対象外となります。 

45 募集要項 P.33 

第 4.2 応募書類 

事業提案資料の様式は一部を除き自由とあります

が、枚数等の指定はないでしょうか？ 

枚数の指定はありません。 



水上公園整備・管理運営事業者募集 質問及び回答② 
平成 27 年 4 月 2 日回答分 

No. 質問箇所 質問事項 回答 

46 募集要項 P.4 

第 1.3 用語の定義  

休養施設として，宿泊施設は可能でしょうか。 都市公園法においては，宿泊施設は休養施設ではなく，便益施設

となるため，建ぺい率２％の範囲内となります。 

  


