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調達案件名称 神奈川県庁東庁舎カフェ又はコンビニエンスストア設置・運営に係る 

行政財産の貸付け 

 

 

一 般 競 争 入 札 回 答 書 

  

令和４年10月３日 

 

神奈川県知事  黒岩 祐治 

 

質 問 内 容 回  答 

フランチャイズ加盟者が決まっていない状

況でも入札可能でしょうか。 

フランチャイズ加盟者が決まっていない状

況でも入札は可能です。ただし、契約締結時に

は決定していることが必要です。 

入札保証金額は「予定される入札金額の最

高価格の100分の５に相当する金額」とありま

すが、最高価格がどのような意味合いか例文

等をご教示頂けますでしょうか。 

また、上記の意味合いを入札金額を￥

20,075,000とした場合の入札保証金額を以下

に作成しましたが、下記の表記は正しいでし

ょうか。 

（例）￥20,075,000÷100×５＝￥1,003,750

（記載金額） 

また、５年分の賃借総計金額に（における）

として記載して宜しいでしょうか。 

3,000 万円から 4,000 万円の間で入札しよう

と予定している場合は、最高価格の 4,000万円

の 100分の５に相当する金額として 200万円を

記載して下さい。 

この場合、入札金額を 3,000万円とすること

は可能ですが、入札金額を 4,100万円とした場

合は、入札保証金が入札額の 100分の５に相当

する金額を満たさなくなるので、入札は無効に

なります。 

また、入札金額を 20,075,000 円とする場合

は、入札保証金は 1,003,750円で構いません。 

また、入札書に５年分であると記載されてお

り、入札保証金は入札金額の 100分の５に相当

する金額としているので、「５年分の賃借総計

金額における」等の記載は不要です。 

営業日に関して「基本年中無休とする」と記

載がありますが、年末年始(12/28-1/5)のうち

約６日間を休業としたいのですが、可能でし

ょうか。 

年末年始の休業については、仕様書３(２)ウ

の記載により妨げるものではありません。 

「県が商品を購入する際に伝票による購入

が可能」とは、掛売対応をする、ということで

よろしいでしょうか。 
お見込みのとおりです。 
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施工に関し、音出し工事、資材搬入は夜間・

日祭日等の規制はあるでしょうか。その他、施

工規定が有ればお教え下さい。 

 施工規定はありませんが、施工、資材搬入等

は原則として、開庁日の午前８時30分から午後

５時15分までとします。道路占用許可等の必要

な手続きをお願いします。作業に当たっては、

別途、作業届を提出してください。 

 音出し工事など他のフロアに影響が大きい

工事については、閉庁日又は開庁日の業務時間

外に実施していただきますが、詳細は、施工計

画に基づいて調整することとします。 

 また、工事の近隣への事前説明等、配慮をお

願いします。 

 その他、定期清掃、点検等により、作業が制

限される場合があります。また、日本大通りで

開催されるイベント等により、車両規制が実施

される場合がありますのでご留意ください。 

内装設計ＵＰ提出から、チェックバックま

での概略期間をお教え下さい。 

県としても、できるだけ速やかに確認作業を

進めますが、内容によっては時間を要する場合

があります。 

「障がい者雇用」の法定雇用率は、コンビニ

エンスストア本部の雇用率でよろしいでしょ

うか。 
お見込みのとおりです。 

ウッドデッキ及び日本大通り歩道を使用し

て、オープンカフェ又は同様の形式の場を設

ける」について、コンビニエンスストアにおい

ても必須でしょうか。 

コンビニエンスストアの場合も必須です。 
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「商品の搬出入に係る時間、経路、場所等」

の詳細をご教示願います。４ｔトラックでの

納品は可能でしょうか。（作業スペース 12m必

要） 

想定する車両の停車場所については、図のと

おりです。なお、道路占用許可等の必要な手続

きをお願いします。搬出入時、空きがあれば東

庁舎駐車スペースが利用可能です。（２ｔトラ

ック１台、開庁日の７時50分から18時まで） 

なお、定期清掃、点検等により、作業が制限

される場合があります。また、日本大通りで開

催されるイベント等により、車両規制が実施さ

れる場合がありますのでご留意ください。 

長時間の停車が想定される場合は、別途、作

業届を県へ提出してください。 

 

工事中ならびに営業開始後、搬出入の際の

車両の停車場所を示すための図面。 

想定する車両の停車場所については、図のと

おりです。なお、道路占用許可等の必要な手続

きをお願いします。搬出入時、空きがあれば東

庁舎駐車スペースが利用可能です。（２ｔトラ

ック１台、開庁日の７時50分から18時まで） 

なお、定期清掃、点検等により、作業が制限

される場合があります。また、日本大通りで開

催されるイベント等により、車両規制が実施さ

れる場合がありますのでご留意ください。 

長時間の停車が想定される場合は、別途、作

業届を県へ提出してください。 
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営業開始後、ごみ集積場所を示すための図

面ならびに分別分類と収集曜日など 

ごみ集積場所は図のとおりです。 

分別分類については、横浜市の事業系ごみの

分別のとおりにお願いします。収集曜日につい

ては、横浜市では事業系ごみは収集しませんの

で、仕様書３(17)に記載のとおり、全て事業者

の責任で行ってください。 

 

ごみ集積場所として使用できる場所の面積

をご教示願います。 

ごみ集積場所として利用できる面積は約４

㎡(2.1m×1.95m)です。ただし、他事業者の利用

状況によっては増減する場合があります。 

ガラス面に目隠し用のカッティングシート

及びイメージライン、各出入口扉にロゴマー

ク等の貼付は可能でしょうか。 

仕様書３(９)、(18)に記載のとおり、県及び

横浜市と協議等になります。 

仕様書６ページ（屋外広告物等の設置場所）

に関して、歩道面における看板設置について、

「県が許可した場所」とありますが、それを示

すための図面ならびに最大面積値や禁止事項

など 

仕様書３(９)、(18)に記載のとおり、県及び

横浜市と協議等になります。 

「日本大通り活性化委員会に係る経費」と

して発生する経費の内容・月額金額をご教示

願います。 

仕様書３(27)に記載の問合せ先までご確認

ください。 

仕様書７ページ（27 日本大通りでの出店に

係る手続き等）で、「日本大通り活性化委員会

への入会すること」と書かれていますが、入会

費・年会費等を教えて頂きたい。 

仕様書３(27)に記載の問合せ先までご確認

ください。 

東庁舎地下１階

女子

トイレ

男子

トイレ

階段

ゴミ置場

非常用

EV

2100mm×1950m
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工事区分表ではＢ工事無しの記載ですが、

防災（ＳＰ・自火報、等）ビル全体に影響する

工事はビル指定業者にてＣ工事になります

か。 

 ビル防災設備を停止しないと施工が出来ま

せん、消防への変更申請もビル全体が絡むの

でＣ工事業者では困難と思われます。 

すべてＣ工事となり、ビル指定業者はありま

せん。 

消防法で規定される設備については、所轄消

防署と協議し、その内容に沿って工事を実施し

ていただければ問題ないと考えます。 

なお、工事内容等については仕様書３(９)に

記載の通り、事前に県の承認を得ていただき、

ビル全体に係る変更申請等については、必要に

応じて県で行います。 

屋外機に付きまして、空調及び冷設の屋外

機（３～４台予定）を１階ウッドデッキ上に設

置予定しています、冷媒配管ルート確保と天

井内配管用の軒天点検口はＡ工事で宜しいで

しょうか。 

Ｃ工事にて対応願います。 

ＣＶＳの商品発注などに光回線が必要にな

り、ビルＭＤＦから区画内まで 28Φ×２本の

Ａ工事施工は可能でしょうか、メタル 10回線

も必要です。 

Ｃ工事にて対応願います。 

電気式フライヤーを設置予定です、排風機

を区画内設置記載ですが排気先までの距離を

お教え下さい、距離・高さにより設置できない

場合が有りますので。 

参考資料として追加で東庁舎１階ダクト平

面図(詳細)を電子メールで配付します。希望す

る場合は、入札説明書６(４)に記載のお問い合

わせフォームに、「様式１－３ 参考資料配付

申請書」に記載の「申請者情報」等を記入し、

「参考資料の取扱については、参考資料配付申

請書記載の事項を遵守します。」と追記の上、

送信してください。 

意匠上二重天井を中止し、直天井とした場

合建築基準法上の機械排煙設備容量について

問題はないでしょうか。 

当該区画は、最大区画ではないため、直天井

としても問題ありません。 

仮に直天井とした場合現在の二重天井は撤

去頂けるのでしょうか。 

二重天井の撤去については、Ｃ工事にて対応

願います。なお、原状回復時には、Ｃ工事にて

復旧して頂きます。 

１階店舗-1 の上階(2 階)には水場的な部屋

はあるでしょうか。 

１階店舗-1の上階(２階)は、執務室であり、

トイレ、洗面室、給湯室、厨房等水場はござい

ません。なお、柱のボード面内側には雨水配管

が通っています。 
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吐出しサッシレベルは１ＦＬ±０で躯体ま

でＦＬ-110と考えて宜しいでしょうか。 

横浜開港資料館側 Ｘ１ａ-Ｘ２間ステンレ

ス製ＦＩＸ窓（一部片引き戸Ｗ920）において、

屋外テラスウッドデッキ部（１ＦＬ±０）、サ

ッシレベル（１ＦＬ±０）、店舗内躯体コンク

リート金ゴテ押え（１ＦＬ－110）となります。 

現在一部ＯＡフロアーとなっていますが、

高さは50もしくは100どちらでしょうか。 

暫定利用のため一部ＯＡフロア―（高さ100

程度）としていますが、県が撤去します。 

現在一部タイルカーペット敷となっている

部分は撤去していただけるものと考えて宜し

いでしょうか。 

現在設置しているタイルカーペット等は、県

が撤去します。 

コロナ対策として、換気設備は設置されて

いるでしょうか。また、設置が済んでいる場合

には、換気の循環機能を示す資料などを頂け

ますでしょうか。（〇分間で入れ替わるなどの

データ資料） 

 空調設備機器表(3)-1のHEX-104-1,2で対応

可能でしょうか。尚この空調設備工事はテナ

ント工事と考えるのでしょうか。 

換気設備は設置していません。室内の一般換

気は全熱交換器対応と想定していますが、必要

換気量は検討の上、機器能力を決定してくださ

い。また、この工事はＣ工事となります。 

空調設備の配置計画は変更可能でしょう

か。この空調設備についてもテナント工事と

なるのでしょうか。 

室内の機器配置は変更可能です。屋外機の配

置については仕様書別紙２「２ 工事区分表

（カフェ又はコンビニエンスストア）」のうち、

工事区分「空調設備」に記載のとおりです。ま

た、この工事はＣ工事となります。 

テナント側の電気容量ＭＡＸは、空調設備・

厨房設備機器合わせた合計が35.4kwと考えて

宜しいでしょうか。尚この電気容量は超える

ことはないと思いますが変更は可能でしょう

か。 

店舗内の動力分電盤からは、35.4kWの動力設

備に電源供給できます。 

 送電元の開閉器及び電源ケーブルを変更す

ることはできませんが、使用する機器で幹線計

算書を提示していただき、電気設備上問題がな

いことが確認できれば協議することは可能で

す。 

外部テラス側には電気配線が設置されてい

るのでしょうか。また照明設備等設置は可能

でしょうか。 

外部テラス側には電気配線は設置していま

せん。テラスには天井照明が設置されていま

す。照明設備等の設置は横浜市の景観協議に影

響するため、協議の上決定します。 
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200.6㎡のカフェ合計賃借面積は法令420㎡

未満となり、グリーストラップの設置は不要

と見受けられますが、当該場所に義務付けら

れておりますでしょうか。 

お見込みの通り、水質汚濁防止法上はグリー

ストラップの設置義務はありません。ただし、

建築基準法、下水道法及び地方自治体で定めて

いる基準を踏まえて必要な処置を検討して下

さい。 

職員数の内訳（常勤・非常勤・委託）をご教

示願います。 

職員数の内訳については、把握していませ

ん。 

職員の１日あたり出勤数（平日・休日別）を

ご教示願います。 

職員の１日あたり出勤数については、把握し

ていません。 

来庁者の１日あたり人数（平日・休日別）を

ご教示願います。 
来庁者の１日あたり人数については、把握し

ていません。 

12階レストランの開設時期、営業日、営業時

間、席数をご教示願います。 

12階レストランに係る内容については、現在

未定です。 

 


