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61 募集要項 P.19 

図表「維持管理・運営

における役割分担の

例」 

提案の「協力企業」が持つコンテンツでイベントを

実施する場合は、「事業者以外の者」に該当すると

いうことでしょうか？ 
また、その協力企業がコンソーシアム協定の構成員

になれば、事業者としてのイベント実施が可能にな

るということでよろしいでしょうか？ 

ご指摘の場合については，事業者の責任のもと，事業者の主催又

は共催で協力企業のコンテンツでイベントを実施するのであれ

ば，事業者主催とみなします。 
必ずしも，コンソーシアム協定の構成員とする必要はありませ

ん。 
 

62 募集要項 P.29 
（1）応募者の定義② 

応募者は３社以上により構成されるとありますが、

設計企業、建設企業、管理運営企業をそれぞれ２社

以上で構成することは可能でしょうか？ 

ご質問のとおり，2 社以上で構成することは可能ですが，公園設

計業務委託契約及び公園整備工事請負契約は，設計企業グループ

及び建設企業グループそれぞれの代表企業または JV と締結し，

設置管理許可及び管理許可は代表企業へ与えます。 
63 募集要項 P13 

(3)使用料徴収につい

て 

仮に屋根付き広場下を夜間閉鎖できるようにした

場合、屋根下の部分は、一般の公園利用者に使用で

きない部分として見なされ、使用料は発生するので

しょうか。 

閉鎖する時間帯が，例えば深夜のみなど，1 日のうちほとんどの

時間帯で一般利用者に開放されているのであれば，使用料徴収の

対象とはしません。 

64 募集要項 P.12 
(8)その他 

引き込み可能な下水管の埋設場所、既存上水道の場

所はどこでしょうか？ 
別紙の質問 No.64 平面図のとおりです。 

65 募集要項 P16 

5「Ⅳ水上公園の整備

に係る官民の役割分

担及び実施方針」… 

公園整備工事の上限額を超え、民間企業費用負担に

て整備した公園部分の事業終了後の原状回復時の

扱いはどうなりますか。 

原則として原状回復していただきます。ただし，民間企業費用負

担部分と福岡市が工事費を負担する部分とが明確に区分するこ

とが困難な場合（例えば，公園全体の舗装のグレードを上げるこ

とで上限額 40,000 千円を超える場合など）については，本市に

寄付していただき，原状回復の対象としない場合もあります。 
 

66 募集要項 P26 

13 原状回復の義務 

休養施設等の原状復旧を行う際の、施設跡の舗装等

の仕上げに決まりはございますか。 
 

現時点では定めておりません。 
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67 募集要項 P23 

7事業期間及び事業評

価等に関する条件等 

原状復旧が完了後、保証金の精算後に保証金の返還

があるとのことですが、時期に関しては具体的に定

まってますでしょうか。 

現時点では定めておりません。 

68 募集要項 P14 

（4）使用料の納付に

ついて 

使用料の納付者と福岡市からの維持管理費の支払

先が異なる場合は可能でしょうか。 

民設民営休養施設等の設置管理許可と水上公園管理許可は同一

の管理運営企業に与え，管理運営企業は市からの維持管理費分を

差し引いて使用料を支払っていただきます。 

※市が維持管理費を支払うものではございません。 

69 （様式 9） 

本事業の損益計算書

及び資金収支計画書 

当計画書は休養施設における維持管理者と運営者

が異なる場合は、維持管理者の損益計算で構わない

でしょうか。 

民設民営休養施設等の設置管理許可は，一つの管理運営企業に与

えるため，維持管理者と運営者が異なる場合でも，両者を含めた

民設民営休養施設等全体の損益計算書を提出してください。 

 

70 募集要項 P10 

2 「Ⅰ 水上公園整

備・管理運営事業基本

計画」作成に関する条

件 

福岡市では街区公園の整備にあたり，緑被率３０％

の指導をされていますが，確保する必要があります

か。またその場合，西中洲公園 821 ㎡の緑被率をお

知らせください。 

原則として，福岡市都市緑化マニュアルに基づき，緑被率３０％

以上とします。なお，詳細は，実施設計時に協議して決定するも

のとします。 

71 募集要項 P12 

(7)河川護岸について 

県護岸工事の改修があると説明会で話がありまし

たが，護岸の転落防止柵は，県工事に含まれますか。

県工事の場合，デザインされたものにしたいのです

が，その場合，費用負担は公園整備に含まれるので

すか。 

護岸の転落防止柵は，県工事に含まれません。 

費用負担は公園整備に含まれます。 

72 募集要項 P12 

 (6) 博多どんたく港

まつり 

桟敷席設置に伴う準備，建設，撤去などにより，公

園工事及び建築工事が制限されると思いますが，工

程に影響しますので，その期間をお知らせくださ

い。 

工事期間中の桟敷席設置（準備含む）は想定しておりませんので

考慮する必要はございません。 
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73 募集要項 P.15 

(6) 施設の管理運営

について 

必要な法令等の手続きは，今回提案の前に確認をし

ておくべきか。 

バーベキューの炭火使用，消防上の二方向避難な

ど。 

 

提案に当たっては，法令を遵守してください。不明な法令につい

ては，必要に応じて各自確認を行ってください。 

 

なお，バーベキューの炭火使用については提案可能としますが，

火気や炭の安全管理，他の利用者や近隣に迷惑を及ぼさないよう

な対策が必要です。バーベキューの運営管理について，事業者決

定後，公園管理者と協議が必要です。 

また，二方向避難については，消防法，建築基準法等の関係法令

の確認を行ってください。 

74 募集要項 P.33 

⑥オ 会社法に定める

計算書類とキャッシ

ュフロー計算書 

決算時に作成義務がないので、B/S、P/L に株式資

本変動計算書と個別注記表を作成しています。それ

を提出することでよろしいでしょうか？ 

ご質問のとおりの書類で構いません。 

75 募集要項 P.33 

⑥キ 納税証明賞の写

し 

消費税及び地方消費税と市町村税は本社所在地で

取ればよろしいですか？市町村税は福岡市のもの

も必要ですか？ 

○消費税及び地方消費税 

 本社所在地の所轄の税務署発行の証明書を提出してください。 

  証明書の種類は「納税証明書（その３）」を選択してください。 

（「その３の２」「その３の３」でも可） 

○市町村税 

①福岡市内に本店又は支店・営業所等を有する方は，福岡市発行

の「市税に係る徴収金（本税及び延滞金等）に滞納がないことの

証明」を提出してください。 

②上記①以外の方は，所在地市区町村発行の証明書で，市町村税

の滞納がないことが確認できるものを提出してください。 
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76 募集要項 P.17 

【2】要求水準以上の

維持管理業務の提案

について 

 

・花壇設置について 

花壇に変わる公園設備として、芝生は該当します

か？ 

ベンチ等の公園設備の維持管理・更新費用は維持管

理費用の協議の中で検討できますか？ 

花壇に代わる公園設備として，芝生は該当しません。また，ベン

チは本来の公園施設であるため，その維持管理・更新は通常の公

園維持管理業務として，公園管理許可を得て維持管理を行ってい

ただくものです。 

【補足】花壇は年４回程度の植替え・施肥・潅水・除草等により

通常の植栽地より維持管理費用がかかるため，別途協議としてい

ます。 

77 募集要項 P.34 

事業提案書類 

 

・提案に記載する内容について 

提案内で重複する記載は問題ないでしょうか？ 

例として、実施体制は主にⅥその他に記載すること

となっておりますが、ⅢおよびⅣでの実施方針・実

施方策の内容として実施体制や技術者設置の考え

方を重複して記載してもよろしいでしょうか？ 

ご質問のとおり，重複した記載内容で構いません。 

78 募集要項 P.34 

事業提案書類 

・様式９ 

収支の提案は 10 年間となっていますが、22 年間の

事業提案でもよろしいでしょうか？ 

22 年間の事業提案も可能です。 

79 募集要項 P.33 

応募登録書類 

・納税証明書の写し 

 

過去３年分とありますが、納税額の証明３年分では

なく、現況での未納税の額のない証明でもよろしい

でしょうか？ 

ご質問のとおり，未納税の額のない証明のご提出をお願いしま

す。 

80 募集要項 P.6 

5 事業対象地 

対象地の容積率について記載が有り、400％となっ

ているが、二階建てなど多層階の建物を建築するこ

とは可能ですか？ 

また、その場合、休養施設であれば、の 大建築可

能延床面積は 984 ㎡になるのでしょうか？ 

ご質問のとおり，多層階の建築物の建築は可能で， 大の延べ床

面積は 984 ㎡まで可能です。 
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81 募集要項 P12 

第 2-1-(8) 

④自転車駐車場 

公園及び休養施設は、「福岡市自転車等駐車場の附

置及び建設奨励に関する条例」に記載のある附置義

務の対象となる施設の用途に該当しないため、駐輪

場の設置は任意という理解でよいか。 

ご質問のとおり，駐輪場の設置は任意です。ただし，利用予測等

により駐輪スペースが必要と見込まれる場合は計画してくださ

い。 

82 募集要項 P14 

第 3-3-(5) 

施設の設置について 

 

民設民営となる休養施設は、通常の建築物同様に確

認申請が必要となるのか、もしくは福岡市所有の土

地での工事となるため計画通知となるのか。 

通常の建築物同様に確認申請が必要です。 

 

 

 

 

83 募集要項 P12 

④自転車駐車場 

・自転車駐車場について 

公園および休養施設の設置に際し、法令上の駐輪場

の附置義務はありますか？設置提案は任意でしょ

うか？ 

ご質問のとおり，設置提案は任意です。ただし，利用予測等によ

り駐輪スペースが必要と見込まれる場合は計画してください。 

84 募集要項 P23 

7 事業期間及び事業

評価等に関する条件

等 

 

・事業期間の更新について 

当初 10 年、以降 3年ごとに 大 4回の更新とあり

ますが、更新の際は再度プロポーザル形式によるも

のでしょうか？通常の契約にあるような自動更新

の考え方でよろしいでしょうか？ 

更新時，プロポーザルは実施しません。 

募集要項 P24 の事業評価により，評価項目の内容について問題が

ない場合は更新するものとします。 

 


