
■福岡東総合庁舎敷地有効活用事業　公募質問回答一覧（第１回） 平成３０年１２月７日（金）
福岡県

№ 種類
ページ
様式№

章 節 項 項目名 質問 回答

1 公募要項 1 1 事業の目的
　本計画は一般建物と考え、「官庁施設の基
本的性能基準」等の採用は無いものと考えて
よろしいでしょうか。

　本公募は民間企業の自由な提案を募ることを基本とし、最小限の条件
を公募要項に記載しておりますが、防火設備等、公募要項に記載がない
事項は国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修した各種基準
等によることとし（公募要項22Ｐ）、その他ご不明な場合は県に協議をお
願いします。

2 公募要項 1 3 （1） ※ 筑紫口中間換気所 換気所敷地の空中権の利用は可能でしょうか
　当該敷地は福岡市に貸付けることとしており、空中権は利用できませ
ん。

3 公募要項 1 3 (2) 敷地面積

　２１８－１については、地積測量図が確認で
きましたが、２１９については、確認できません
でした。地積測量図（実測図）等の有無につい
て教えてください。
無い場合の範囲の確認方法及び公募面積と
実測面積の差がある場合の面積確定方法を
教えてください。

　地番２１９番の土地の地積測量図については、法務局に備え付けられ
ていません。ただし、公募要項９Ｐに記載されているとおり、既存建物等
の竣工図面等の資料は、福岡県総務部財産活用課財産活用係（０９２－
６４３－３２３５）において閲覧することが可能であり、その中に「敷地面積
求積図」（未登記）もありますので、ご参照ください。

　なお、地番２１９番の土地は、土地区画整理事業において換地された土
地であり、法務局に不動産登記法第１４条第１項の地図が備え付けられ
ています。換地位置図については、福岡市（住宅都市局地域まちづくり推
進部地域計画課：０９２－７１１－４３９２）にお問合せください。

　また、公募面積と実測面積に差がある場合の面積確定方法の詳細に
ついては、優先交渉権者決定後、協議します。

4 公募要項 2 3 （6） ア 測量図

　計画地全体の敷地境界の位置がわかる資
料（既存庁舎の設計図、現況測量図等）をお
借りできますでしょうか。また、現地測量の予
定があればお聞かせください。

【Ｎｏ．３の回答参照】

　なお、後日、本公募への参加登録が完了した応募者に対しては、竣工
図面を電子データ等で配付することも検討しています。

　また、優先交渉権者決定前に測量や現地調査等をご希望される場合
は、各事業者において随時、個別に実施していただいても構いません
が、本県の立会いは行いません。

　ただし、測量や現地調査等で庁舎敷地内に入る場合は、福岡県総務部
財産活用課（０９２－６４３－３２３５）まで事前にご連絡いただくとともに、
博多県税事務所等の執務や来庁者の方に支障が生じないようご配慮を
お願いします。

5 公募要項 2 4 (1) 事業概要
　既存建物の解体工事期間は一般定期借地
契約の期間には含まれないという理解でよい
か。

お見込みのとおりです。
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■福岡東総合庁舎敷地有効活用事業　公募質問回答一覧（第１回） 平成３０年１２月７日（金）
福岡県

№ 種類
ページ
様式№

章 節 項 項目名 質問 回答

6 公募要項 2 4 (1) イ
仮移転及び移転に
係る不要品処分

　現博多県税事務所等の仮移転及び移転に
際して、不要品の選別・廃棄は現博多県税事
務所等が行うのか。

　博多県税事務所等において、あらかじめ可能な限り不要品の選別・廃
棄を行う予定ですが、移転直前まで必要又は既存建物と一体不可分で
あることなどにより事前の廃棄が困難なために、止む無く不要品が残置
される可能性はあります。
　ただし、公募要項４Ｐに記載されているとおり、既存建物等の解体・撤
去（一般及び産業廃棄物処分を含む）に伴う費用及び損害については、
すべて事業者の負担となるため、既存建物等に残置した不要品の廃棄
については、すべて事業者の負担となります。
　その他の詳細については、優先交渉権者決定後に協議します。

7 公募要項 3 4 (1) エ
建物賃貸借契約の

登記
　建物賃貸借契約の登記は不要という理解で
よいか。

お見込みのとおりです。

8 公募要項 3 4 (1) エ
再移転に係る不用

品処分

　新博多県税事務所等の移転に際して、不要
品の選別・廃棄は新博多県税事務所等が行
うのか。

【Ｎｏ．６の回答参照】

　ただし、レガロ内に残置した不要品については、その廃棄処分は県に
おいて行います。詳細については、レガロから新施設への再移転前に協
議します。

9 公募要項 3 4 (3) イ
土地貸付に係るリス

ク・責任等

　確認できていない土壌汚染等のリスクを事
業者が負うとなると、万が一の発生に備え予
備費を積む必要があり、事業性の悪化から応
募を断念せざるを得ない事態も想定されま
す。土壌汚染等のリスクについては、土地所
有者である貴県がご負担いただくのが合理的
と考えますが、いかがでしょうか。

　公募要項３Ｐに記載のとおり、土壌汚染、地下埋設物、埋蔵文化財等、
本公募時点において県が確認できていなかった瑕疵により事業者が受
けた損害に係るリスク・責任等については、すべて事業者の負担としま
す。
　なお、応募・提案に当たっては、各事業者において、そのリスクについ
ても十分ご検討いただきますようお願いします。

10 公募要項 3 4 (3) イ
土地貸付に係るリス

ク・責任等

　現在、福岡県様で確認している土壌汚染、
地下埋設物等、または今後の調査の有無を
ご教示願います。

　現時点において、本件地については、県では土壌汚染や地下埋設物の
存在等について確認・把握はしておらず、今後も調査する予定はありま
せん。

11 公募要項 6 1 (2) エ 重複参加の禁止
　重要な人的関係に該当する役員とは、社外
取締役も該当するのか。

　社外取締役・監査役については業務執行の適正化のために設置され
たという趣旨に鑑み、提案内容に重要な影響を及ぼすことはないと考え
られることから、「重要な人的関係」には該当しません。
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章 節 項 項目名 質問 回答

12 公募要項 8 1 (5) イ 欠格期間

　欠格期間が参加受付時（2018年12月）から
定借契約締結時（2022年3月）までと3年を超
えております。建設企業は、（あってはならな
いですが、）労災事故により指名停止になるリ
スクを抱えており、例えば、参加受付時～落
札時（2019年9月）迄に短縮していただけない
でしょうか

　公募要項に記載のとおりとします。
　ただし、労災事故による指名停止が発生した場合の実際の欠格要件の
適用については、県が個別に判断します。

13 公募要項 9 2 （1） イ
既存建物の竣工図

面等
　既存建物の竣工図についてコピーもしくは
データの提供は可能でしょうか

【Ｎｏ．３及び４の回答参照】

14 公募要項 9 2 （1） イ
既存建物の竣工図

面等
換気塔の竣工図はございますでしょうか。

　換気塔の竣工図については県は所有していないため、福岡市（交通局
建設部技術課：０９２－７３２－４１６５）にご確認ください。

15 公募要項 10 2 (5) ア
応募書類の添付書

類

　キャッシュフロー計算書の作成義務がない
ため、監査人の監査を受けた諸表がございま
せん。提出用に作成した諸表（未監査）で審査
上問題ありませんでしょうか。

　お見込みのとおりです。その際は、未監査であることを明記してくださ
い。

16 公募要項 15 1 (6) ア 本件地の借地料

　ご提示されている実質借地料（最低額）を
ベースに、適正な工事費や民収施設の賃料
収入を想定したうえで賃貸事業としてのフィー
ジビリティスタディを行いましたが、期待するよ
うな結果を得られず、このままでは応募が困
難な状況です。実質借地料を減額いただけな
いでしょうか。

公募要項に記載のとおりとします。

17 公募要項 15 1 (1) ア 優先交渉権者

　「企業グループである場合は…」とあります
が定期借地契約は代表企業及び構成員全員
で締結するとの理解でよろしいでしょうか？
また、その場合に①全員が連帯してその責め
を負うのか、②各企業が分担（借地権持ち分
割合を設定）するのか、③両方可能（①、②選
択可能）なのかご教示ください。
　更に、借地権持ち分割合の設定が可能な場
合（②、③）持ち分割合0を選択する事も可能
でしょうか？

　企業グループで応募した場合は、定期借地契約については、グループ
各社の連名で締結することとなります。
　このため①のとおり、グループ各社が借地人としての責務を連帯して負
うこととなります。
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№ 種類
ページ
様式№

章 節 項 項目名 質問 回答

18 公募要項 16 1 (6) エ 市町村交付金
　本件地における、市町村交付金額をご教示
願います。

　現在は、本件地全てが公用利用であるため、県から福岡市に対して市
町村交付金を交付しておりません。
　定期借地開始後、県から福岡市に市町村交付金を交付する予定です
ので、その際に算出した上でお知らせします。

19 公募要項 16 1 (7) 契約保証金

　現金に代わる担保として国債や銀行による
保証とした場合、その償還期間や保証期間ご
とに差し替えを行うという理解でよろしいでしょ
うか？

お見込みのとおりです。

20 公募要項 16 1 (7) 契約保証金
　契約保証金について、最大でも36か月分が
一般的かと認識しておりますが、減額の可能
性はありますでしょうか。

公募要項に記載のとおりとします。

21 公募要項 17 1 (8) ウ 定期借地権の譲渡

　出口戦略の多様化という観点から、貴県が
事前に事業の安定性や譲渡先の適性等を総
合的に判断し承諾した場合に限り、第三者へ
の譲渡をお認めいただけないでしょうか。

そうした場合の対応については、県が個別に判断します。

22 公募要項 17 1 (9) ア
建物賃貸借契約の

再契約

　建物賃借人との契約は、本件地の定借期間
を超えなければ同一賃借人と再契約すること
は可能か。

可能です。

23 公募要項 17 1 （8） 定期借地権の譲渡

　分離処分可能規約を公正証書にて締結する
事により、借地権の地位譲渡・転借地なく、借
地上の区分所有建物を譲渡する事ができま
すが、その場合は当該条項（地位譲渡）の制
限に当たらないとの理解でよろしいでしょう
か？

　公募要項１９Ｐ「（３）新施設の譲渡について」に記載のとおり、新施設の
譲渡は県が承諾した場合を除き原則として認めません。ご質問のような
区分所有についても同様の取り扱いとします。
　なお、定期借地権又は定期借地権付建物の信託や譲渡は、本事業に
おいては認めておりませんので、その点についてもご留意ください。

24 公募要項 18 2 (1)
土地利用・用途・事
業内容等の制限

　総合設計制度など都市計画手法を活用する
前提での提案は可能か。可能な場合、許認可
権のある福岡市と協議を行ってもよいか。

　可能です。また、福岡市と事前協議していただくことも可能です。
　ただし、福岡市との協議状況や今後の見通し等、実現可能性やその根
拠等について、具体的に提案書に記載してください。
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章 節 項 項目名 質問 回答

25 公募要項 18 1 (11) 土地の管理

　現時点では、隣地との境界は全て確定済み
（公募要綱Ｐ１８）とありますが、立会いに関す
る書面（明示図面）の有無について教えてくだ
さい

　地番２１９番の土地は、土地区画整理事業において換地された土地で
あることから、境界は確定済みです。

　また、隣接地の地番２２０番の土地の地積測量図（昭和６２年作成）が
法務局にあるため、地番２１９番の土地の東側の境界については、境界
確認協議書等に添付の明示図面があるものと思われますが、当該書面
の確認ができておりません。

　なお、一部（市道に隣接する北側の２点）を除き、境界杭や境界標を打
設しており、これまで隣接地との境界について特段の争い等が生じたこと
もないことから、県としては境界については問題ないものと考えていま
す。

26 公募要項 18 1 （12）
新施設の解体・撤
去及び本件地の返

還

　新設建物の解体費は現在の単価、工法をも
とに算出いたしますがよろしいでしょうか。

　解体費の算出については、各事業者において適切と考えられる方法で
算出してください。

27 公募要項 18 1 (12)
新施設の解体・撤
去及び本件土地の

返還
「更地」の状態・仕様について教えてください

　ここで言う「更地」とは、地上・地下を含めた既存施設及び新施設に係る
全ての建築物・工作物等の定着物（地中杭や擁壁等を含む）や建材ゴミ
等が完全に撤去され、整地作業が実施された状態の土地を指します。

28 公募要項 18 2
施設計画及び施設

整備の条件
　現在の庁舎屋上に設置のあるバナーや掲
揚台は必要でしょうか。

新施設においては不要です。

29 公募要項 18 2
施設計画及び施設

整備の条件
　高さ制限について、提案する上での前提条
件はあるか。

　航空法に基づく高さ制限規制等の公法規制を遵守すれば、県として
は、それ以外に前提条件はありません。

30 公募要項 19 2 (2) ウ
有害物質に係る含

有調査
　既存建物の有害物質調査等は行われる予
定はありますでしょうか？

ありません。

31 公募要項 19 2 （2） ウ
有害物質に係る含

有調査
　有害物質調査の予定がない場合、現地調査
は可能でしょうか。

可能です。

【その他、Ｎｏ．４の回答参照】

32 公募要項 19 2 (2)
既存建物等の解

体・撤去

　既存建物の解体に際し、建物所有権の移転
や土地の一時使用契約はなく、土地・建物は
貴県所有のまま、各種協定に基づき解体を実
施するものとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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33 公募要項 19 2 (4) 新施設のネーミング
　施設名称に「福岡」「ふくおか」等を入れる必
要はあるか。

　必要はありませんが、そのような名称を入れることは差し支えありませ
ん。

34 公募要項 19 2 (2) ウ
既存建物等の解

体・撤去

　アスベストやPCB等の有害物質調査の事前
現地調査は2019年4月26日提案書提出期限
前に可能でしょうか？

【Ｎｏ．４及び31の回答参照】

35 公募要項 19 2 (2)
既存建物等の解

体・撤去
　既存建物等の図面の提供もしくは閲覧させ
て欲しい。

【Ｎｏ．３及び４の回答参照】

36 公募要項 20 2 (6) -
埋蔵文化財につい

て

　福岡市教育委員会への事前のヒヤリングは
2019年4月26日提案書提出期限前に可能で
しょうか？

可能です。

37 公募要項 20 2 (7)
福岡市営地下鉄に
係る設計・施工上の

協議・対応

　既存の地下鉄換気塔について、福岡市との
協議によっては、再設置やデザインの変更は
可能でしょうか。

　福岡市と十分に協議し、合意した上であれば、再設置やデザインの変
更は可能です。
　また、その場合は、優先交渉権者決定後、県にも協議してください。

38 公募要項 20 2 （7）
福岡市営地下鉄に
係る設計・施工上の

協議・対応

　交通局との協議を行うとの記載が有ります
が、受注後に関する条件と考え、提案時は事
前協議は行わないことと判断してよろしいで
しょうか。

　福岡市交通局との協議のタイミングについては、各事業者において判
断してください。

39 公募要項 20 2 （7）
福岡市営地下鉄に
係る設計・施工上の

協議・対応

　事前協議を行わない場合、換気塔や地下鉄
に関する設計及び施工条件があればご提示く
ださい。

　設計や施工については、換気塔や地下鉄躯体の維持管理や機能等に
支障を来たさないように配慮していただく必要がありますので、詳細な条
件等については、直接、福岡市（交通局建設部技術課：０９２－７３２－４
１６５）にお問合せください。

40 公募要項 20 2 （7）
福岡市営地下鉄に
係る設計・施工上の

協議・対応

　現在の地下鉄換気塔や植栽等の構築物と、
敷地境界の位置関係が分かる資料を掲示い
ただけませんでしょうか。

【No.３、４及び14の回答参照】
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■福岡東総合庁舎敷地有効活用事業　公募質問回答一覧（第１回） 平成３０年１２月７日（金）
福岡県

№ 種類
ページ
様式№

章 節 項 項目名 質問 回答

41 公募要項 20 2 (8) オ
外観設計やテナント
の業種・業態の選

定

　公用施設が入居することへの配慮に関し、
具体例があればご教示ください。

　風営法等の各種公法規制や公募要項の記載事項を遵守した上で、公
用施設（県税事務所）が入居する施設として相応しくない雑居ビルのよう
な雑多な外観等とならないよう配慮していただければ、それ以外に特に
具体例はありません。

　なお、ご参考として、県庁行政棟においては、県の指定金融機関である
福岡銀行の支店、郵便局、コンビニ、喫茶店、飲食店及び診療所等が入
居しており、その他の金融機関のＡＴＭ等も設置されています。
　また、本県の事務所が民間のビルに入居している例では、北九州市小
倉北区の「ＡＩＭビル」がございますので、参考にしてください。

42 公募要項 20 2 (8) オ
外観設計やテナント
の業種・業態の選

定

　「テナントの業種・業態の選定に際しては、
公用施設が入居することに十分配慮」とある
が、現段階で入居が望ましくない具体的な業
種・業態はあるか。

【No.41の回答参照】

43 公募要項 21 2 (11)
県産木材の利用及
び内装等の木質化

の促進

　「スギ・ヒノキについては原則として県産木材
を利用」とあるが、県産品であることを示す上
ではどういった手続きを行えばよいか。

　福岡県産木材供給体制推進協議会（事務局：（一社）福岡県木材組合
連合会　０９２－７１４－２０６１）の県産木材認証事業体又は福岡県産木
材供給連絡協議会（事務局：福岡県森林組合連合会　０９２－７２１－２１
７１）が発行する証明書の写しを、後日、県に提出してください。

44 公募要項 22 3 (1) ア
県が賃借する新博
多県税事務所等の

スペース

　県税事務所は原則２階となっているが、建物
計画上の理由によっては３階でも問題ないで
しょうか。

　公募要項の記載事項を遵守すれば、３階以上とする提案でも支障はあ
りませんが、２階よりも３階の方が望ましい理由・根拠を提案書に記載し
てください。

45 公募要項 22 3 (1) ア
県が賃借する新博
多県税事務所等の

スペース

　事業者から博多県税事務所等に建物を賃
貸する場合の契約形態を定期建物賃貸借と
することは可能か。

　博多県税事務所の賃借契約に係る契約形態（普通借家・定期借家）や
契約年数等の詳細については、優先交渉権者決定後に協議します。

46 公募要項 22 3 (1) ア
県が賃借する新博
多県税事務所等の

スペース

　県税事務所の階層は1階は不可、という理
解でよいか。

　公募要項22Ｐに記載のとおり、原則としては２階以上としますが、その
他の記載事項を遵守すれば、１階とする提案でも支障はありません。そ
の場合、２階よりも１階の方が有利な理由・根拠を提案書に記載してくだ
さい。

　ただし、公募要項24Ｐに記載のとおり、軽油実験室については、新施設
の１階又は地下階に設置してください。
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■福岡東総合庁舎敷地有効活用事業　公募質問回答一覧（第１回） 平成３０年１２月７日（金）
福岡県

№ 種類
ページ
様式№

章 節 項 項目名 質問 回答

47 公募要項 22 3 (1) イ 仮移転及び移転
　費用算出のため、移転の物量及び残置され
る物量について詳細をご教示願います。

　移転費用については、公募要項等に記載した内容に加え、先日の現地
説明会（Ｈ３０．１１．１４）で確認していただいた現地の状況、当日の配付
資料及び説明内容等からお見積もりください。

　なお、原則として、現在使用中の什器類や保管中の書類等はすべて移
転対象とすることを想定しておりますが、実際に残置する物量について
は、現時点で県からお示しすることは困難です。

48 公募要項 22 3 (1) イ 仮移転及び移転
　各移転の手配全般の負担は事業者となって
いるが、対象となる荷物の物量（ダンボール
○箱程度、机○台など）を提示して欲しい。

【No.47の回答参照】

49 公募要項 23 3 (2) イ その他の費用
　新博多県税事務所等の専有部分において、
職員及び外来者の使用に起因する修繕は県
負担でよいか。

お見込みのとおりです。

50 公募要項 23 3 (3) イ
県税事務所の主な

仕様等
　所長室にふさわしい内装の参考となる仕様
等ありませんでしょうか。

　提案に当たっては、一般的なオフィス仕様をベースとし、応接室としても
使用可能な仕様・内装としてください。詳細については、優先交渉権者決
定後、改めて協議します。

51 公募要項 23 3 (3) イ 主な仕様等

　各窓口について、必要なカウンター数をご教
示ください。（年間の来客数は要項中に記載
ありますが、各窓口での対応人数が不明のた
め）

　新博多県税事務所のレイアウトが未定である現時点においては、各窓
口のカウンターの数量や全長についてお示しすることは困難であるた
め、公募要項等に記載した内容に加え、先日の現地説明会（Ｈ３０．１１．
１４）で確認していただいた現地の状況、当日の配付資料及び説明内容
等からお見積もりください。

　詳細については、優先交渉権者決定後に改めて協議します。

52 公募要項 23 3 (3) イ 主な仕様等
　金庫等の重量物を設置する予定はあるか。
その他、特殊な設備はあるか。

　現在、耐火金庫が２台存在するため、これをレガロ及び新施設に移転・
設置する予定です。各金庫の主な仕様は以下のとおりです。
　①サイズ：５７．０ｃｍ　×　５８．５ｃｍ　×　１３３．５ｃｍ
　　　　　　　 及び
　　　　　　　 ５１．５ｃｍ　×　５４．０ｃｍ　×　８８．０ｃｍ
　②重量（カタログベース）：約２７０ｋｇ及び約２００ｋｇ

　また、重量物については、公募要項23Ｐに記載のとおり、書庫に可動式
書架を設置する予定のため、床の積載荷重については十分ご配慮くださ
い。
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章 節 項 項目名 質問 回答

53 公募要項 23 3 (3)
博多県税事務所用
の事務所スペース
の仕様及び条件

　事業者負担の各種仕様・設備について、設
置後は貴県の資産区分との認識で良いか。
（ﾒﾝﾃﾅﾝｽや設備入替等は貴県による負担で
良いか？）（※会議室スペースも同様）

　新施設について、敷地や建物に付随し、一体不可分な内装・設備（例：
空調、照明、給湯設備、ＯＡフロア、各種サイン、収納窓口、可動式書
架、シャワー、掲示板等）については、すべて事業者の所有であり、将来
的な維持管理や修繕・更新も事業者の負担となります。

　ただし、県税事務所の賃借部分内における、建物に付随せず、分離可
能な内装・設備（パーテーション、畳等）や消耗品等については県の所有
とし、将来的な維持管理や修繕・更新及びレイアウト変更等については、
県が負担します。このことを前提に賃料等のご提案をお願いします。
　なお、従来から県が所有していた什器（机、椅子、カウンター、キャビ
ネット等）やICT機器等については、維持管理等は引き続き県において行
います。

54 公募要項 25 3 (4) ウ
県専用会議室の設
計・提案・施工等

　会議室の鍵の管理等は、博多県税事務所
が行うのか。

　お見込みのとおりです。
　ただし、博多県税事務所の開所日ではない休日の利用も想定されるた
め、新施設の監視室等でも会議室の鍵を管理していただく必要がありま
す。

55 公募要項 25 3 （5） ア 必要台数
　1台スペース規格についてご要望があれば
教えてください（公用、職員、身体障がい者、
差し押さえ自動車保管用）

　自動車１台当たりの駐車マスについては、「福岡市建築物における駐
車施設の附置等に関する条例」（附置義務条例）に基づき、以下のとおり
としてください。
　①公用車・職員・外来者・差押自動車保管用
　　　それぞれ「幅２．３ｍ　×　奥行５．０ｍ　以上」
　②身体障がい者用
　　　「幅３．５ｍ　×　奥行５．０ｍ　以上」

56 公募要項 25 3 (5) ア 必要台数
　必要台数の内訳にあります職員用の台数に
ついて、車の利用目的をご教授ください。（例
えば、職員様の通勤用等）

主に、職員の通勤及び県税事務所の業務に伴う出張等のためです。

57 公募要項 25 3 (5) ア 必要台数
　上記職員用の用途が通勤等の場合、機械
式駐車場（※タワーパーキング等）の利用は
可能でしょうか。

「不可」とします。公募要項に記載されているとおり自走式とします。

58 公募要項 25 3 (5) ア 必要台数
　将来的に駐車場スペースの必要台数が減る
可能性はあるか。その場合、空いたスペース
を他の用途に転用することは可能か。

　可能性はあります。
　また、空いたスペースの転用については、その都度、協議します。
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59 公募要項 25 3 (5) ア 必要台数
　必要台数として示されている４７台は、新施
設の附置義務駐車台数にカウントしてよい
か。

　「福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」（附置義務
条例）について、県から福岡市に確認したところ、附置義務駐車台数にカ
ウントしてよい、との回答を得ております。
　ただしこれとは別に、荷さばき用の駐車場（「幅３．０ｍ　×　奥行７．７
ｍ　以上」かつ「高さ３．０ｍ以上」）が必要となる可能性があります。
　なお、新施設の駐車場に係る企画・設計については、福岡市（道路下
水道局駐車場施設課：０９２－７１１－４４４３）に事前に協議してください。

60 公募要項 25 3 (5)
駐車場スペース（自
走式）の仕様及び

条件

　自走式駐車場は車路を設け、車室は機械式
駐車場としてよろしいでしょうか。

　県が賃借する県税事務所の駐車場については、「不可」とします。公募
要項に記載されているとおり、完全な自走式駐車場とする必要がありま
す。
　ただし、上記以外の駐車場については、機械式駐車場として提案しても
差し支えありません。

61 公募要項 26 3 (6) キ
駐輪場・バイク置場
及び屋根の設置

　ご要望のある駐輪場・バイク置場の福岡県
事務所で確保が必要な台数を教えてください

　台数の指定は特にありませんが、それぞれ既存建物における現状のス
ペース以上を確保してください。現状のスペースについては、以下のとお
りです。
　①駐輪場：「５．９ｍ　×　４．３ｍ」
　②バイク置場：「１．８ｍ　×　２．８ｍ」
　なお、駐輪場及びバイク置場の設置については、福岡市条例等の公法
規制を遵守してください。

62 選定基準 別紙
来所者の利便性・

快適性等

　評価視点として、駐車場管理システム・案内
システム等が挙げられているが、上記システ
ムの導入・運用について、事業者による負担
を想定されているのか。

　公募要項３Ｐに記載されているとおり、新施設の企画、設計及び建設に
係るリスク・責任等については、すべて事業者の負担となります。
　ただし、県が賃借する専有部分について、将来の維持管理、修繕・更新
等に係る負担の詳細については、優先交渉権者決定後、協議します。

63 基本協定書 1 3
本事業における甲
及び乙の役割及び

義務

　当該契約は代表企業及び構成員全員で締
結する事になっておりますが、当該条文の乙
の義務は、契約を締結した企業が連帯でその
責めを負うとの理解でしょうか？

　お見込みのとおりです。
　ただし、グループにおける県との事務手続きや協議の窓口について
は、原則として代表企業に担っていただくこととなります。

64 基本協定書 5 10 1 違約金
　違約金発生事由から、労災事故に伴う指名
停止の場合を除外していただけないでしょう
か。

【Ｎｏ．12の回答参照】

65 その他 割印

　企業グループの場合、応募書類を袋とじす
る際の割印は、代表企業のもののみで可なの
か、グループの全構成員のものが必要なの
か。

　割印については、その書類の連続性を確認できれば足りるため、グ
ループ全構成員の割印は必要ありません。
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