
（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業入札説明書等質問・意見に対する回答

頁 章 節 項

1

基本協定書（案） 2 第4条第1項 事業予定者の設立 事業予定者であるＳＰＣは、会社法上の会計監査人
設置会社としなければならないとの理解でよいでしょ
うか。
ＳＰＣには会計監査人を設置せず、決算書類等の監
査は外部の公認会計士等に委託する方法を採用す
ることは認められますでしょうか。

　会社法上の会計監査人設置会社としなくてもよい
こととし、該当部分を修正します。

2

基本協定書（案） 3 第4条第1項 履歴事項証明の提
出について

履歴事項証明及び定款の原本証明付写しの貴市へ
の提出について、「…取締役、監査役及び会計監査
人の改選（再任を含む。）がなされ、又は定款を変更
した場合も同様とする。」とありますが、会計監査人
は毎年重任登記が必要となりますので、履歴事項証
明は毎年貴市へご提出する必要があるとの理解でよ
ろしいでしょうか。

　会計監査人を設置する場合においては、ご理解の
とおりです。設置しない場合においては、取締役、監
査役の改選（再任を含む）がなされ、又は定款の変
更があった場合にはその都度履歴事項証明および
その定款の原本証明付写しを提出してください。

3

基本協定書（案） 6 第10条 事業契約不成立の
場合の処理

基本協定書を締結する前であれば、辞退等の事業
者に責のない場合の契約の不成立に対する違約金
は発生しないものと考えてよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

4

基本協定書（案） 6 第10条 事業契約不成立の
場合の処理

事業者に帰責事由なく、専ら貴市のご都合又は帰責
事由により契約に至らなかった場合の準備費用は、
貴市にご負担頂ける措置を設けられるお考えはござ
いませんでしょうか。

　原案のとおりとします。

5

基本協定書（案） 6 第11条第2項 解約及び違約金等 「第7条第5項各号又は第6号各号の事由が生じた場
合～中略～違約金として市に支払うものとする」とあ
りますが、第7条8項で規定されている代替会社を補
完した場合は、違約金は発生しないという理解でよ
ろしいでしょうか。

　第7条第8項は同条第7項についての定めであり、
同条第5項、第6項については適用されません。
　なお、7条8項で規定されている代替会社を補完し
た場合であっても、7条5項各号に該当する場合に
は、11条2項により違約金が発生します。

6

基本協定書（案） 6 第11条第2項 解除及び違約金等 事故等による指名停止に起因した違約金は事業者
にとって過度の負担と考えますので、指名停止の場
合については違約金の対象から外していただけない
でしょうか。

　11条2項において違約金が発生するのは、7条5項
各号又は6項各号の事由が生じた場合です。

7

基本協定書（案） 6 第11条第2項 解除及び違約金等 「市が事業契約を解除するか否かにかかわらず」違
約金を課すことは過度の負担と考えますので、解除
した場合に限定していただけますでしょうか。

　原案のとおりとします。

8

基本協定書（案） 7 第11条第3項 解除及び違約金等 第3項にて、「…第7条第1項に定める期日（平成27
年8月7日）までに事業契約の締結に至らなかった場
合、…」とありますが、SPC設立手続きには１か月程
度かかります。SPC設立後に事業契約締結となりま
すので、当該手続き期間を踏まえて、落札者の決定
時期の前倒しを検討いただけますでしょうか。

　落札者においては、第7条第1項に定める期日まで
に事業契約の締結ができるよう計画をしてください。

9

基本協定書（案） 11 別紙
3

出資者誓約書  SPC株主が「連帯して誓約」とありますが、個々の会
社の宣誓で足りると考えますので、「連帯」の文言を
削除いただけませんでしょうか。

　原案のとおりとします。

10

事業契約書（案） 1 下段 議会承認リスクにつきましては、もし承認が得られな
い場合には事業者の事前経費をご負担頂ける措置
を設けられるお考えはございませんでしょうか。

　原案のとおりとします。

11

事業契約書（案） 7 1 1 第3条第4項 法令順守並びに公
共性及び事業の趣
旨の尊重等

・本項において、市が相殺可能の規定としておりま
すが、市が相殺を行う場合は、金融機関に事前に通
知し、協議して頂きたく存じます。

　市としては、直接協定に基づき事前に金融機関に
通知、協議することを想定していますが、相殺を行う
かどうかは金融機関からの意見踏まえ、最終的には
市が決定します。

12

事業契約書（案） 9 1 2 第9条 本件事業用地等の
使用

第3項は、事業者の責めによる場合について記載さ
れているとの認識でよろしいでしょうか。市の事由に
よるもの、法令変更、不可抗力等、事業者の責めに
依らない事象については、本事業契約の定めに従
い整理されるということでしょうか。以上の理解であれ
ば、他の条項に記載されているのと同様に「本契約
に別段の定めがある場合を除き、」との表現を追記
いただきたくお願いします。

　本項は、事業用地等の使用に係る費用の負担は
原則として事業者であることを示したものであり、質
問のような問題が生じた場合の対応を想定しての記
載ではありません。
　そのため、提案の追記はしませんが、第３項の文言
に誤りがありますので、一部文言は修正します。

13

事業契約書（案） 10 1 2 第11条第3項 責任と負担 「市は～何ら責任を負わず、事業者は、市の責任を
追及しない。」とあります。蓋然性は低いですが、例
えば貴市に一度ご承諾いただいた事項について、
その後反故にされた場合において、事業者は貴市
の責任を追及できないということでしょうか？

　市の承諾等があったとしても、入札説明書等、基本
協定書、事業契約書及び事業者提案等に記載され
た業務内容について、事業者の責任を免れるもので
はありません。
　なお、両者間の合意により業務内容を変更した場
合には、変更後の内容について事業者が責任を負
担することになります。

14

事業契約書（案） 11 1 2 第17条 関係者協議会にお
ける協議が整わな
かった場合

第4項の関係者協議会の下部組織とは、どのような
会議体を想定していますでしょうか。

　協議事項を進めるに当たり、必要な事項を整理検
討するワーキンググループ等を想定しています。

回　　　　答質　問　内　容No. 書類名
箇所

項目
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頁 章 節 項
回　　　　答質　問　内　容No. 書類名

箇所
項目

15

事業契約書（案） 12 1 2 第19条第1項第2
号

本件業務に関する
保証

維持管理･運営業務についても契約保証金の納付
を規定しておりますが、契約保証金を課すことによっ
て、保険費用をサービス購入料に加えることで、その
分入札金額に反映され、結局、川崎市が負担するこ
ととなってしまうことを考えると、維持管理・運営費用
の契約保証金は必要ないのではないでしょうか。以
上のことから、維持管理･運営業務の契約保証金の
納付は免除という形に変更していただけないでしょう
か。

　原案のとおりとします。

16

事業契約書（案） 12 1 2 第19条第1項 本件業務に関する
保証

「～維持管理・運営期間中の契約保証金として第２
号に係る金額を当該事業年度の維持管理・運営期
間開始日までに納付する。」とありますが、維持管
理・運営期間には、開業準備業務期間も含まれます
でしょうか。

　事業契約書（案）を修正します。
　開業準備期間についても保証は必要です。

17

事業契約書（案） 12 1 2 第19条第1項第2
号

契約保証金 維持管理運営期間中の履行保証保険は維持管理
運営業務費の10％とありますが、維持管理運営費の
うち光熱水費はその費用の性質上、除いた額とする
例が多くあります。本案件においても光熱水費を除
いた維持管理運営業務費の10％としていただけな
いでしょうか。

　原案のとおりとします。

18

事業契約書（案） 13 1 2 第20条第5項、6
項

許認可、届出等 本項に記載されている増加費用及び損害について
は、金融費用（例えばブレークファンディングコスト）
等も含まれるという理解でよろしいでしょうか？

　市の責めに帰すべき理由の場合においては、合理
的な範囲で市が当該費用又は損害を負担します。
ただし、当該金融費用が可能な限り抑制できるような
配慮を検討してください。

19

事業契約書（案） 15 1 2 第22条第4項 施設整備に伴う近
隣住民対策

本項に記載されている「当該注意義務」は「善良なる
管理者の注意義務」若しくは「それを超える注意義
務」、どちらを指しているのでしょうか？

　事業契約書案に記載したとおりです。

20

事業契約書（案） 15 1 2 第22条第4項 電波障害 「電波障害は通常避けることのできない事由に含ま
ない」とありますが、電波障害の対策費については、
更地に建物を建設するという「本事業を実施すること
自体に付随」する部分についても、すべて事業者負
担になるとのお考えでしょうか。

　ご理解のとおりです。

21

事業契約書（案） 16 1 3 第25条第1項 要求水準書等の充
足

「～落札者が本事業の落札者として選定されたこと
は、市により未充足部分の不存在が確認されたもの
ではないことを了解する」とありますが、そもそも未充
足の提案をする事業者が落札者になることがあると
いうことなのでしょうか？

　要求水準について未充足の者が落札することはあ
りません。ただし、万一、提案書及びヒアリングだけ
では要求水準の充足を確認しきれない部分があった
としても、当然ながら業務実施段階において要求水
準を充足した履行を求めるものです。

22

事業契約書（案） 16 1 3 第26条第1項 市による要求水準
書の変更協議

1項にはサービス購入料の減額のみの記載がありま
すが、増減額ではないのでしょうか？

　市はサービス対価が減額になると考えられる場合
に変更の協議を求めることができる旨例示的に示し
ており、その他「合理的に必要があると認められる」
場合には、変更協議を求めることができます。その結
果として増額が必要になる場合には、26条3項、4
項、6項に従って決定されます。

23

事業契約書（案） 16 1 3 第25条第2項 要求水準書等の充
足

「事業者選定委員会が提案書類に関して述べた意
見、その他市からの要望事項を、事業者提案で提示
した費用の範囲で対応できる限りにおいて尊重しな
ければならない」と記載されていますが、工事費の増
減が無いとしても、様々な検討を行うことは、設計業
務等の費用が必ず発生します。追加要望事項につ
いては、第35条（設計の変更）で対応すべきではな
いでしょうか。また、併せて第35条で扱う事象と第25
条第2項で扱う事象の明確な定義も明示願います。

 設計業務に限らず、様々な検討・詳細化を行ってい
ただくことは当然ながら事業者の業務内容に含まれ
ます。業務を行うにあたり、市からの要望事項につい
てはできるかぎり尊重していただきたいと考えていま
す。

24

事業契約書（案） 16 1 3 第26条 市による要求水準
書の変更協議

要求水準変更に伴いサービス金額が変更となった
場合、変更時の単価は時価でよろしいでしょうか。ご
教示ください。

　ご理解のとおり、変更時の市況に合わせた価格で
の変更を想定しています。

25

事業契約書（案） 17 1 3 第26条第6項 市による要求水準
書の変更協議

本項に記載されている増加費用及び損害について
は、金融費用（例えばブレークファンディングコスト）
等も含まれるという理解でよろしいでしょうか？

　回答No.18をご参照ください。

26

事業契約書（案） 19 2 2 第31条第3項（2） 事前調査業務 「社会通念上やむを得ないと認められる場合」とあり
ますが、具体的にどのような場合は、社会通念上や
むを得ない場合に該当しますでしょうか？

　市の公告資料によりその状況を想定できなかった
ことが合理的であると考えられる場合を想定していま
す。一例としては、　事業者提案時において、市が
公表した調査結果及びその適切な分析によっても、
事業者が計画する杭の位置に岩盤があることを認識
できなかったことが合理的であると考えられる場合が
あげられます。

27

事業契約書（案） 19 2 2 第31条第3項、5
項、6項

事前調査業務 本項に記載されている増加費用及び損害について
は、金融費用（例えばブレークファンディングコスト）
等も含まれるという理解でよろしいでしょうか？

　回答No.18をご参照ください。
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頁 章 節 項
回　　　　答質　問　内　容No. 書類名

箇所
項目

28

事業契約書（案） 21 2 3 第35条第4項 設計の変更 「当該変更に起因して事業者に増加費用（設計費
用、工事費用等の業務費用及び合理的な金融費用
を含むが、それらに限らない。以下、本契約におい
て同じ。）又は損害が発生した場合は、市は、合理的
な範囲の当該増加費用又は損害を負担する」とあり
ますが、将来的に維持管理費用が増加した場合の
費用も含まれているという理解でよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

29

事業契約書（案） 21 2 3 第35条第1項 設計の変更 「市の関係部署」「市議会関係者」「関連する市民団
体や財団等」等による変更要望も、市が採否を決定
を決定することから、市からの変更要望として扱うと
の理解でよろしいでしょうか。

　本条においては、市は設計の変更を要望するもの
によらず、市が合理的に必要があると認められる場
合において設計の変更を求めることができる規定と
なります。

30

事業契約書（案） 21 2 3 第35条第6項 設計の変更 事業者が設計図書の変更を申し出た場合でも、当
該変更の原因が貴市にある場合は、貴市にて増加
費用等をご負担いただけるという認識でよろしいで
しょうか。

　第35条第5項、第6項は、事業者の都合による設計
変更を規定しています。市に帰責事由があると認め
られる場合には、市の求めによる場合と同様に考え
ます。

31

事業契約書（案） 22 2 3 第36条第1項 設計図書等につい
ての責任

事業者は設計図書等の瑕疵担保責任については、
無期限で保証するという理解でよろしいでしょうか？

　施設引渡後２年間、故意又は重過失の場合10年
間とします。

32

事業契約書（案） 23 2 4 第38条 本件施設整備期間
中の保険付保につ
いて

「工事開始予定日までに当該保険の証券又は…」と
ありますが、調理設備設置工事については、調理設
備設置工事の工事開始予定日までに当該工事に該
当する保険を付保すればよいとの理解でよろしいで
しょうか。

　施設整備期間中の保険については、一体で工事
期間全てにかかるものを想定しておりますが、別紙６
に示したとおり、事業者の判断に基づき、別紙6に示
した内容よりさらに付保範囲の広い内容とすることを
妨げるものではありません。別紙６に示した必要最小
限度以上の保険の付保をお願いします。

33

事業契約書（案） 25 2 4 第44条第1項 本件工事に伴い第
三者に及ぼした損
害

事業者が負う損害賠償の負担は、事業者の責めに
帰すべき事由による場合に限定いただけませんで
しょうか。

　原案のとおりとします。

34

事業契約書（案） 27 2 6 第50条 引渡しの遅延等に
よる費用等の負担

第1項に記載される事業者が負担することとなってい
る「市又は事業者の増加費用及び損害」の負担につ
いては、公平性の観点から、市の責めに帰すべき事
由において記載されているのと同様に「合理的な範
囲の増加費用及び損害を負担」としていただくようお
願いします。

　ご提案のとおり、「合理的な範囲の増加費用及び
損害を負担」とし、該当箇所を修正いたします。

35

事業契約書（案） 29 2 6 第53条 引渡し 引渡書を市へ提出した際に、当該引渡が完了した
旨の書面等はいただけますでしょうか。

　引渡完了確認書は、本件施設の引渡しを完了した
ときに発行することを想定しています。なお、事業契
約書案別紙３の一部を修正します。

36

事業契約書（案） 29 2 6 第55条第2項 本件施設の瑕疵担
保

実施方針の資料2リスク分担表において、瑕疵担保
期間経過後であっても「事業者に帰責性がある場合
は事業者のリスク負担とする」となっておりましたが、
事業契約第55条の該当箇所についてご教示くださ
い。

　事業契約書第55条に追記いたしました。

37

事業契約書（案） 30 2 6 第55条第5項 本件施設の瑕疵担
保

調理設備の瑕疵担保責任については、無期限で保
証するという理解でよろしいでしょうか？

　瑕疵担保期間については、No.31の回答をご参照
ください。
　またNo.36の回答を併せてご参照ください。

38

事業契約書（案） 37 4 2 第69条第5項 異物混入・食中毒
等

念のための確認ですが、異物混入・食中毒等によっ
て遂行不能になるのは維持管理・運営業務であっ
て、設計・建設業務については履行済みにつき、
サービス購入料の支払に変化はないとの理解でよろ
しいですか？

　ご理解のとおりです。

39

事業契約書（案） 37 4 2 第69条第5項 異物混入・食中毒
等

第5項第(3)号において、「本件施設の運営ができな
かった期間の維持管理・運営に係る対価の固定費
のうち本件施設の維持管理業務に係る部分のみを
支払う」とありますが、当該「維持管理業務に係る部
分」には、SPCの一般管理費等の「その他費用」も含
まれるとの理解でよろしいでしょうか。

　　「その他費用」の全ては含みませんが、維持管
理・業務の実施の有無に拘わらず固定的に生じる経
費について負担します。対象となる費用の詳細につ
いては、事業者と協議し決定します。

40

事業契約書（案） 39 6 1 第74条 契約期間の満了 事業契約締結後に市議会において本契約について
の議会の可決を得れなかった場合の、費用負担は
貴市が負担するという理解でよろしいでしょうか？

　回答No.10をご参照ください。

41

事業契約書（案） 40 6 1 第77条 本件業務の終了に
伴う検査及び支払

本条は事業期間半ばで終了する場合の条項でしょう
か。

　終了事由の如何にかかわらず適用されます。

42

事業契約書（案） 40 6 1 第77条 本件業務の終了に
伴う検査及び支払

本条第2項において、「損傷又は汚損等が見られた
ときは、…修補を行うよう事業者に対して請求するこ
とができる。」とありますが、事業期間満了による事業
終了時における経年劣化によるものは対象外とし
て、合理的な範囲で判断されるとの理解でよろしい
でしょうか。

　要求水準書に記載したとおり「事業期間終了後、１
年以内に劣化による本施設等の修繕・更新が必要と
ならない状態」までの修補が業務範囲となります。
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43

事業契約書（案） 40 6 1 第77条 本件業務の終了に
伴う検査及び支払

第5項において、「最終回の支払を…修補の完了及
び事業者による修補費用の支払いの確認がなされ
た後に行うものとする」とありますが、最終回のサービ
ス購入料D及びEの支払いは、事業契約書（案）P76
の別紙4-1の２（４）や別紙４－２の支払スケジュール
とは異なるということでしょうか。

　市としては、事前に適切な対応がなされていること
を想定しており、支払スケジュールどおりに対価を支
払うことを予定しています。市は、支払時期に間に合
うように検査を行いますが、その結果、修補が必要で
あること等により遅れる場合は考えられます。その際
増加費用が発生する場合には、事業者の責めに帰
すべき事由によるものですので、事業者の負担となり
ます。

44

事業契約書（案） 43 6 2 第80条第4項 引渡し前の解除の
効力等

一括払いの場合、買受代金には金利は付さないと
なっておりますが、一括支払の場合、買受する日に
買受代金をお支払いただけるという理解でよろしい
ですか？買受する日と買受代金支払日が相違する
場合（買受代金支払日が後になる場合）はその分の
金利は付されるべきと思料しますがいかがでしょう
か？

　一括払いの場合について、金利は付しません。

45

事業契約書（案） 43 6 2 第80条第4項 開業準備期間中の
解除の効力等
維持管理・運営期
間開始後の解除の
効力等

第81条2、第82条2では、サービス購入料A、B、C、
D、Eを違約金等の残額と「相殺したうえで」との記載
があり、必ず違約金と相殺するようにも読める。一
方、事業契約書案の第3条4項では、「市は事業者に
対する債権及び債務を法令の規定により対等額で
相殺することができる」とあり、相殺権の行使・不行使
の判断は貴市に裁量がある旨が規定されている。第
3条4項の「本契約の他のいかなる規定も、かかる市
の相殺権の範囲、時期又は方法を制限するもので
はない」との記載からすれば、相殺との関係では第3
条4項が他の条項に優先するため、第80条、81条、
82条についても「相殺することができる」（＝相殺権を
行使・不行使について市に裁量権がある）と解すべ
きように思われるが、かかる理解で良いか。

　第３条第４項に記載したとおり、債権全体について
市は相殺の権利を有しますが、解除の場合には相
殺を行うことを市として決めているため第81条第２
項、第82条第２項では相殺すると記載しています。

46

事業契約書（案） 43 6 2 第80条 引渡し前の解除の
効力等

第4項の相殺については同条第2項にて記載されて
いる契約保証を充当後の金額との理解でよろしいで
しょうか。

　第２項の規定は、市が事業者に対して有する請求
権の支払に、履行保証保険等により市が受領する保
険金を充当できることを定めたものであり、充当する
かの判断は市の裁量によります。
なお、第４項の「第１項の違約金支払請求権」は「第
２項の違約金支払請求権」に修正いたします。

47

事業契約書（案） 43 6 2 第80条 引渡し前の解除の
効力等

第5項の市に発生した増加費用及び損害について
は、他条項にて市が事業者の増加費用及び損害を
負担する場合は、「合理的な範囲内」で負担すると
なっていることとの平等性の観点から、事業者の負
担についても「合理的な範囲内」としていただきたく。

　ご提案のとおり、「合理的な範囲の増加費用及び
損害を負担」とし、該当箇所を修正いたします。

48

事業契約書（案） 44 6 2 第81条第1項 開業準備期間中の
解除の効力等

「消費税額及び地方消費税額を加えた金額相当額」
が二重に記載されているように読み取れます。
「～サービス購入料Ｃ（開業準備費一括払い）及び
維持管理・運営初年度のサービス購入料Ｄ（固定料
金）並びにサービス購入料Ｅ（変動料金）の合計と当
該額に係る消費税額及び地方消費税相当額の合計
額の100分の10に相当する違約金との理解でよろし
いでしょうか。

　ご理解のとおりです。なお、該当箇所を修正しま
す。

49

事業契約書（案） 45 6 2 第82条 維持管理・運営期
間開始後の解除の
効力等

本条は維持管理・運営期間開始後についての規定
であり、施設はすべて引渡済みであるため、第5項に
おいて参照している第80条第5項（損害賠償額と本
件施設の出来形部分及び調達済み什器備品等の
買受代金との相殺）及び第6項（敷地の原状回復）の
規定の適用はそぐわないと思います。

　ご指摘を踏まえ、第82条第５項を削除し、現第６項
の参照項を修正しました。

50

事業契約書（案） 46 6 2 第84、85条 市の債務不履行等
による契約の解除
市の債務不履行等
による引渡し前の解
除の効力等

貴市の責もしくは不可抗力における契約解除の場
合、実費でご精算いただくという解釈でよろしいで
しょうか。ご教示ください。

　市が求める内訳明細等の資料を確認した上で、合
理的と認められる範囲についての増加費用及び損
害を負担します。

51

事業契約書（案） 46 6 2 第85条 市の債務不履行等
による引渡し前の解
除の効力等

第1項に記載される事業契約第84条（市の債務不履
行等による引渡し前の解除の効力等）による解除の
場合において市が査定を行う場合は、「第80条第3
項の鑑定方式」ではなく、市の負担にて行うべきでは
ないでしょうか。（第80条第3項では、鑑定費用その
他増加費用は、買受金額から控除され、事業者の負
担となっています。）

　ご指摘のとおりであり、該当箇所を修正します。

52

事業契約書（案） 47 6 2 第87条 市の債務不履行等
による維持管理・運
営期間開始後の解
除の効力等

第1項後段のなお書きにおいて、「なお、引渡し未了
の本件施設がある場合、…」とありますが、維持管
理・運営期間開始後に引渡し未了の施設があること
を想定されているのでしょうか。

　原則としては、維持管理・運営期間開始後に引渡
し未了の施設があることは想定していませんが、その
ような事態となった場合の規定とお考えください。

53

事業契約書（案） 48 6 2 第87条第7項 市の債務不履行等
による維持管理・運
営期間開始後の解
除の効力等

「前条第5項」⇒「85条第5項」の間違いではないで
しょうか？

　ご指摘のとおりであり、該当箇所を修正します。
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54

事業契約書（案） 48 6 2 第88条第2項 市又は事業者によ
る維持管理・運営期
間中の合意解除

本条による事業契約解除において、増加費用や損
害、サービス購入料の支払についてはどのような規
定になるのでしょうか？

　協議によるものとなります。

55

事業契約書（案） 49 7 1 第89条第2項 法令変更に伴う協
議・支払等

事業者が履行義務を免れる業務について、市の
サービス購入料の支払を免れる規定となっておりま
すが、もし、不可抗力により設計・建設業務が履行不
能状態陥った場合、当該サービス購入料の支払も
免れる対象となってしまうのでしょうか？

　ご理解のとおりです。

56

事業契約書（案） 49 7 1 第89条第3項第1
号

法令変更に伴う協
議・支払等

「本件施設の整備及び維持管理・運営に関する法令
の変更」とありますが、本項は南部給食センターに限
らず、給食センターの施設整備及び維持管理・運営
に幅広く適用される法令変更を想定された規定とい
う理解でよろしいでしょうか。そうでない場合、南部給
食センターだけに適用される法令変更とは、どのよう
なものが想定されるかご教示いただきたくお願い申
し上げます。

　「本件施設の整備及び維持管理・運営に関する法
令の変更」を「本件施設の整備及び維持管理・運営
に直接関わる法令の変更」と修正します。

57

事業契約書（案） 49 7 1 第89条第3項第5
号

資本的支出 費用的支出につきましてもお認めいただけませんで
しょうか。また、本条文の「資本的支出」とは具体的に
どのような支出を想定されているのでしょうか。

　原文のとおり、資本的支出以外は認められませ
ん。資本的支出とは、固定資産の修理、改良等のた
めに支出した金額のうち当該固定資産の価値を高
め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部
分に対応する金額が考えられます。

58

事業契約書（案） 50 7 1 第93条第2項 不可抗力に伴う協
議等

事業者が履行義務を免れる業務について、市の
サービス購入料の支払を免れる規定となっておりま
すが、もし、不可抗力により設計・建設業務が履行不
能状態陥った場合、当該サービス購入料の支払も
免れる対象となってしまうのでしょうか？

　回答No.55をご参照ください。

59

事業契約書（案） 50 7 2 第94条第2項第1
号

不可抗力による増
加費用・損害の扱い

不可抗力による増加費用および損害額がサービス
購入料A・B・Cの合計の100分の１に至るまでは事業
主負担との記載がございますが、こちら施設引渡し
までとのことなので、サービス購入料A・Bの合計の
100分の１としていただけますでしょうか。

　ご指摘を踏まえ、該当箇所を修正します。

60

事業契約書（案） 50 7 2 第94条第2項第1
項

不可抗力による増
加費用・損害の扱い

本件施設引渡予定日のあとに開業準備を行うため、
第2項第(1)号（本件施設引渡予定日の前日までの
不可抗力が生じた場合）の負担額算出において
「サービス購入料C」は含まれないのではないでしょ
うか。

　回答No.59をご参照ください。

61

事業契約書（案） 50 7 2 第94条第2項第2
号

不可抗力による増
加費用・損害の扱い

「～サービス購入料C（開業準備費一括払い）及び
維持管理・運営初年度のサービス購入料D並びに
サービス購入料Eの合計）の100分の1に至るまでは
事業者が負担し～」とありますが、維持管理運営費
用全体の100分の1では事業者の負担が大きすぎ事
業継続が困難となる可能性があるため、不可抗力を
生じさせた業務（個別業務）の委託料に対して100分
の1を負担するという形に変更していただけないで
しょうか。

　原案のとおりとします。

62

事業契約書（案） 51 7 3 第96条 法令の変更・不可
抗力による引渡し前
の解除の効力等

第3項について、開業準備期間開始前に法令の変
更又は不可抗力により本契約が解除された場合の
費用の取扱について「第94条又は第98条の規定に
従う。」とありますが、正しくは「第90条又は第94条の
規定に従う。」ではないでしょうか。

　ご指摘のとおりですので、修正します。

63

事業契約書（案） 52 7 3 第98条 維持管理・運営期
間開始後の解除の
効力等

第4項について、「維持管理・運営期間開始後に第
92条又は第96条の規定により本契約が解除された
場合、…」とありますが、正しくは「維持管理・運営期
間開始後に第91条又は第95条の規定により本契約
が解除された場合、…」ではないでしょうか。

　ご指摘のとおりですので、修正します。

64

事業契約書（案） 55 9 第103条 著作権等の侵害の
防止

第3項は、「同条第2項による場合」に適用されるとの
理解でよろしいでしょうか。

　ご指摘のとおりですので、修正します。

65

事業契約書（案） 55 9 第103条 著作権等の侵害の
防止

第3項は当然に本件業務に関する著作権等につい
ての条項との理解でよろしいでしょうか。

　ご指摘のとおりですので、修正します。

66

事業契約書（案） 55 10 第108条 財務書類の提出 公開される財務諸表は会社法第440条第1項による
ものとの理解でよろしいでしょうか。

　監査済みの会社法435条2項の計算書類が公開の
対象となります。

67

事業契約書（案） 56 10 第109条 秘密保持 弁護士、税理士及び会計士等は本条でいうコンサ
ルタントに該当するとの理解でよろしいでしょうか。

　コンサルタントには含まれませんが、弁護士、税理
士及び公認会計士は守秘義務を有していますの
で、事前の書面による承諾は不要とです。
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68

事業契約書（案） 58 10 112条1項(3) 融資団との協議 期限の利益を喪失する場合の貴市への事前通知で
すが、請求喪失事由の場合は可能ですが、当然喪
失事由の場合は事前通知は不可能です。

　本条については、見出しのとおり融資団との協議
する内容を定めたものであり、ご質問に関しても協議
して定めるものとします。

69

事業契約書（案） 59 別紙
1

用語集 用語集は、あいうえお順としていただけないでしょう
か。

　原案のとおりとします。
　ただし、落札者が仮契約書の締結に向け、自らの
負担において並びかえることは妨げません。

70

事業契約書（案） 61 別紙
1

事業者選定手続関
連

事業者選定手続関連書類については、いずれも「そ
の後の変更を含む。」との理解でよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。
　趣旨の明確化のために、事業契約書（案）を修正し
ます。

71

事業契約書（案） 68 別紙
3

事業日程表 引渡予定日がオ）とキ）で二つ設定されていますが、
サービス購入料Bの計算期間の始期となる「給食セ
ンター引渡日」はキが該当するのでしょうか。

　ご理解のとおりです。

72

事業契約書（案） 70 別紙
4-1

サービス購入料A
（一括払い）

サービス購入料Aは、交付金の増減等に関わらず変
動しないとの理解でよろしいでしょうか。サービス購
入料A（一括払い）の金額が変動すると、その分サー
ビス購入料Bの元本部分が変動してしまうため、事業
者の調達金額や割賦金利等が変動し、事業収支計
画に大きく影響する可能性があるため、サービス購
入料Aは固定の金額としていただきたく。

　ご理解のとおりです。
　交付金の変動リスクは市が負担します。

73

事業契約書（案） 71 別紙
4-1

1 (2)ｳ(ｲ) 支払金利の設定方
法

維持管理・運営期間が14年6ヶ月につき、基準金利
の変更を行わないという理解です。蓋然性は低いで
すが、開業が早まり、維持管理・運営期間が15年を
超える場合は、基準金利の更新を行うという理解で
よろしいですか？

　維持管理・運営年開始年月日、維持管理・運営期
間は変わることはありません。そのため、基準金利の
変更もありません。

74

事業契約書（案） 71 別紙
4-1

1 (2)ｳ(ｱ) サービス購入料Bの
算定方法

「計59回で元利均等返済する額」となっていますが、
初回の利息計算期間は引渡日の翌日（平成29年6
月1日）から9月末までの4カ月とし、以降の利息計算
期間は3カ月とする全59回の元利均等返済という理
解でよろしいでしょうか。

　施設引渡日がご質問のとおりであれば、ご理解の
とおりですが、施設引渡日が前後する場合において
は、その日程で計算することとなります。

75

事業契約書（案） 72 別紙
4-1

1 (4)イ(ｱ) サービス購入料D サービス購入料Dは、事業期間通じて平準化した金
額でなくともよいとの理解でよろしいでしょうか。事業
者の提案した年額が事業契約上固定されるとの理
解でよろしいでしょうか。

　事業期間により食数に変動があるため、平準化し
た金額でなくてもかまいません。
　また、提案頂いた年額を基に、必要に応じ物価変
動による価格改定のルールを適用し、サービス購入
料を算出します。

76

事業契約書（案） 73 別紙
4-1

1 (4)イ(ｲ) サービス購入料Dの
算定方法

サービス購入料Ｄは「計59回支払い」とありますが、
初年度は平成29年9月1日から9月30日の1カ月分を
第1回とし、10月から12月の3カ月分を第2回、1月か
ら3月の3カ月を第3回とするとの理解でよろしいで
しょうか。その場合、初年度のサービス購入料Ｄは、
年額を３等分するのではなく、月数に応じて按分して
計上するとの理解でよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

77

事業契約書（案） 75 別紙
4-1

1 （4）ｴ（ｵ） 提供給食数と変動
料金の算定方法

記載の表において、-200食超の場合は「予定給食
数-200食」を100食単位で切り上げし、変動すると記
載がありますが、P74（ｴ）③において変更給食数が-
200食を下回る場合は、予定給食するから200食減じ
た食数にてサービス購入料Eを算定することとなって
おります。どちらの表記が正しいのでしょうか？

　ご質問の表については、P74(ｴ)と(ｵ)についてをま
とめた提供給食数と変動料金算定用提供給食数の
関係を示しております。
　P74(ｴ)にあるとおり、予定給食数を変更給食数が
200食以上下回る場合は、-200食を上限とし、
P75(ｵ)により100食単位で切り上げて算定することを
基本とします。
　例としては、ある日の予定給食数が13,210食、変
更給食数が-300食だった場合の算定は、P74(ｴ)に
より変更給食数は-200食、P75(ｵ)により13,210食-
200食≒13,100食（100食単位切上）となります。
　ただし、例外として提供給食数の変更の通知を前
日よりも相当程度前までに事業者に通知した場合
は、協議するものとなります。

78

事業契約書（案） 76 別紙
4-1

3 (1) サービス購入料の
改定

サービス購入料Aが減額になった場合、その分サー
ビス購入料Bが増額になりますが、増額分にかかる
割賦手数料は貴市に負担頂けるという理解でよろし
いでしょうか。

　サービス購入料Aを減額することは想定しておりま
せん。改定の対象は建設工事業務費ですが、原則
として、サービス購入料Bにて調整します。なお、
サービス購入料Bを増額する場合には、増額分にか
かる金利は市が負担しますが、その金利は提案時の
金利とします。

79

事業契約書（案） 76 別紙
4-1

3 (1)ｱ サービス購入料の
改定

建設工事業務費の根拠は、どのようになりますでしょ
うか？また、その査定は何を基準に実施する予定で
すか？

　様式7-12に記載頂く建設費の直接工事費Aを対
象とすることを想定しています。

80

事業契約書（案） 76 別紙
4-1

3 (1)ｱ サービス購入料の
改定

建設工事業務費の定義をご教示願います。 　回答No.79をご参照ください。
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回　　　　答質　問　内　容No. 書類名

箇所
項目

81

事業契約書（案） 76 別紙
4-1

3 (1)ｲ サービス購入料の
改定方法

改定方法の比較の中で、「入札及び提案書類の受
付締切日の属する月の指標値と建設工事の属する
月の前３ヶ月分の指標値とを比較し、」とありますが、
昨今の建設費高騰リスクの状況を考えると、竣工迄
の間に、工事費に影響を与える建設費や資材の高
騰のリスクは否定できません。よって、そのリスクを
ヘッジする規定の追加をお願いします。

　原案のとおりとします。

82

事業契約書（案） 76 別紙
4-1

3 (1)ｲ サービス購入料の
改定方法

今回の改定では、デフレーターを使用する旨の記述
がありますが、現実の建設費との乖離が大きく、より
適正な改定ではないと思われます。よって、指数とし
て「東京・経研標準建築費指数」事務所（ＳＲＣ）（経
研標準建築費指数季報建設工業研究会）を使用す
るなどの再考をお願いします。

　原案のとおりとします。

83

事業契約書（案） 76 別紙
4-1

3 (1)ｲ サービス購入料の
改定

デフレーターにつきまして、国土交通省による建設
工事費デフレーターは昨今の工事費動向を的確に
反映しているとは言えないため、一般社団法人建設
物価調査会による価格調査など的確な動向を示す
指標を採用いただきますようお願いいたします。

　回答No.82をご参照ください。

84

事業契約書（案） 77 別紙
4-1

3 (1)ｲ サービス購入料の
改定方法

建設工事業務費の改定については、適正な実勢価
格を反映するため、公共工事標準約款のスライド条
項と同様の条項としていただけないでしょうか。

　原案のとおりとします。

85

事業契約書（案） 76 別紙
4-1

3 (1)ｲ サービス購入料の
改定

昨今の建設資材及び労務費の高騰に鑑み、建設工
事業務費に対しては、いわゆる①単品スライド②全
体スライド③ハイパーインフレへの対応条項を設け
ていただけないでしょうか。

　回答No.84をご参照ください。

86

事業契約書（案） 76 別紙
4-1

3 (1)ｲ サービス購入料の
改定方法

工事着手後の物価変動によるサービス購入料Aの改
定の記載がありませんが、工事着手後の物価変動は
公共工事標準請負契約約款に基づき清算するもの
と解釈してよろしいでしょうか。ご教示ください。

　工事着手後の物価変動は事業者負担とします。

87

事業契約書（案） 77 別紙
4-1

3 (1)ｲ サービス購入料の
改定方法

デフレータとは「建設工事費デフレーター　国土交
通省建設統計月報」を指しているのでしょうか？ま
た、その場合、工事種別でどの種目を採用するので
しょうか？

　ご指摘のとおり「建設工事費デフレーター　国土交
通省建設統計月報」を指し、工事種別は「非住宅(非
木造)」を対象とします。
　資料は修正します。

88

事業契約書（案） 77 別紙
4-1

3 (1)ｲ サービス購入料の
改定方法

デフレーターとは国土交通省が公表する建設工事
デフレーターを指しているのでしょうか。指標をご教
示ください。

　回答No.87をご参照ください。

89

事業契約書（案） 77 別紙
4-1

3 (1)ｲ サービス購入料の
改定方法

デフレータが「建設工事費デフレーター　国土交通
省建設統計月報」を指しているのであれば、これは
建設工事費の実勢とはかけ離れて推移しており、物
価スライドの指標としては不適当かと思料いたしま
す。
指標による価格改定を歓迎できませんが、当該指標
による価格改定を採用するのであれば、むしろ、より
昨今の物価上昇を反映している「建設物価」（建設
物価調査会）の建築費指数を採用していただけない
でしょうか。

　原案のとおりとします。

90

事業契約書（案） 77 別紙
4-1

3 (1)ｲ サービス購入料の
改定方法

デフレータが「建設工事費デフレーター　国土交通
省建設統計月報」を指しているとすれば、当該指標
は消費税などの間接税は含まないと国交省ＨＰでも
明らかにされております。入札時と着工時の消費増
税の影響を考慮して指標数値をいったん税抜に割り
戻してからその差異を算出するような計算式となって
おりますが、これは指標を税込と錯誤したものであ
り、QnまたはQrで除する行為は不適当ですので、当
該指標による価格改定を採用するのであれば修正
をお願いいたします。

　ご指摘のとおりですので、事業契約書（案）を修正
します。

91

事業契約書（案） 76 別紙
4-1

3 (1)ｲ サービス購入料の
改定方法

建設デフレーターは税抜指標でありますが、サービ
ス購入料Aの改定に係る記載が税込を前提としたも
のになっております。記載を修正していただいけま
すでしょうか。

　回答No.90をご参照ください。

92

事業契約書（案） 77 別紙
4-1

3 (1)ｲ サービス購入料の
改定方法

平成27年1月30日付国土交通省より、貴市に対して
も「技能労働者への適切な賃金水準の確保につい
て」の依頼があったと思料します。その趣旨を鑑み、
物価変動を適切に反映した指標の採用、単品及び
インフレスライド条項の採用など適正価格での工事
が行えるよう配慮願います。

　原案のとおりとします。

93

事業契約書（案） 77 別紙
4-1

3 (3) サービス購入料D及
びサービス購入料E
の改定

サービス購入料D及びサービス購入料Eは、維持管
理・運営開始時に初回の物価改定がなされるとの理
解でよろしいでしょうか。

　趣旨としては、ご理解のとおりです。
　ただし、現状の物価変動のルールでは初年度の改
定は難しいため、維持管理運営計画書作成時点に
おいて実態を踏まえた協議を行い、必要があれば、
事業契約書で定めた物価変動による価格改定の方
法に準じて価格を見直すこととします。
　事業契約書（案）を修正します。
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回　　　　答質　問　内　容No. 書類名

箇所
項目

94

事業契約書（案） 78 別紙
4-1

3 (3)ｱ(ｱ) サービス購入料の
改定方法

維持管理費相当分の価格指数である「企業向け
サービス価格指数－建物サービス」は建物維持管
理業務に要する経費の物価変動実勢とはかけ離れ
て推移しており、物価変動による価格改定に用いる
指標としては不適当かと思料いたします。より実勢を
反映していると思われる「消費者物価指数－財・
サービス分類指数（全国）サービス」を指標として採
用していただけないでしょうか。

　原案のとおりとします。

95

事業契約書（案） 86 別紙
5

1

2

基本設計の完了に
伴って提出すべき
図書
実施設計の完了に
伴って提出すべき
図書

ＢｒｉｃｓＣＡＤによるデータ提出は認めていただけるで
しょうか。ご教示ください。

　DXFまたはSXF形式でのデータを提出してくださ
い。AUTO CADまたはJW CADで読める形式は不要
としますので、該当箇所を修正します。

96

事業契約書（案） 97 別紙
8

2 (3)ｱ モニタリング方法 工事完成時のモニタリングについて記載されていま
すが、これは第52条に記載の「市による竣工（完工）
確認」と同一と考えてよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

97

事業契約書（案） 101 別紙
8

2 (7) ア モニタリング対象
とモニタリング方法

モニタリング方法の八行目に「…公認会計士又は監
査法人による監査報告書（会社法第436条第1項に
よる計算書類及び事業報告書並びにそれらの付属
明細書の監査に係る報告書）及び…」とありますが、
正しくは「…監査役による監査報告書（会社法第436
条第1項による計算書類及び事業報告書並びにそ
れらの付属明細書の監査に係る報告書）及び…」で
はないでしょうか。会社法第436条第1項は、監査役
設置会社における監査役の監査の規定となっていま
す。

　ご指摘のとおりですので、修正いたします。

98

事業契約書（案） 102 別紙
8

3 （2）（3） 要求水準未達の場
合の措置

「事業者の責めにより、改善等の必要が生じた場合
において、サービス購入料の支払が遅れた場合」と
ありますが、建設業務にあたっては、工事代金（割賦
払分を除く）の留保を意味するのでしょうか。

　建設段階においては、事業者の責めに帰すべき
事由により竣工に遅れが生じた場合、市はサービス
対価Aの支払いを遅らせるとともに、サービス対価B
についても支払い時期の見直しを行います。当該見
直しにより生じる損害は事業者が負担します。

99

事業契約書（案） 103 別紙
8

3 (5)ｱ 維持管理・運営業
務実施体制

要求水準未達の基準レベル1（業務不履行）の基準
内（該当する事態の例）に給食への軽微な異物混入
（毛髪等）と御座いますが毛髪混入の原因は不明確
な物が多く、責任の所在が明らかにならない事例が
多く有ります。このような場合はどのような対応になる
のでしょうか。

　同別紙内に規定した軽微な異物購入を持っていし
てすぐに事業者の責任とすることは想定していませ
んが、原因究明の結果を踏まえ、合理的裁量のもと
判断します。
　運用の詳細については事業者と調整しつつ、モニ
タリング実施計画書の中で定めることを想定していま
すが、日頃から毛髪等が落ちない工夫などの防止
対策の徹底をお願いします。

100

事業契約書（案） 106 別紙
9

2 (3)ｱ 業務不履行の場合 四半期において同一事象につき、２回目の改善勧
告が通知された場合は減額ポイントの２倍、３回目は
３倍と示されておりますが、例として毛髪事故が四半
期に３回発生し、改善勧告が通知された場合は１回
目は１点、２回目は２点、３回目は３点となり計６点で
減額割合１％となるという考えでよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

101

事業契約書（案） 106 別紙
9

1 サービス購入料の
減額

開業準備業務におけるサービス購入料の減額につ
いては、事業者に改善勧告があり次第、減額の措置
に入るということでしょうか？例えば改善警告受け、
改善が見られず、再度改善警告を受けた場合等に
はならないのでしょうか？

　改善勧告を行った場合は、サービス購入料の減額
となります。

102

事業契約書（案） 107 別紙
9

2 (4) 減額ポイントの支払
額への反映

「～次表に従って四半期のサービス購入料D及びE
に相当する額に対し、該当する減額割合を乗じて減
額の計算を行う」とありますが、維持管理運営費用全
体に対しての減額では、維持管理業務に関する減
額が、業務比率より多大な減額幅となってしまうた
め、不可抗力を生じさせた業務（個別業務）の委託
料に対して100分の1を負担するという形に変更して
いただけないでしょうか。

　減額ポイントについては、事象に対するポイントで
あり個別の業務に対してものもではありませんので、
原案のままとします。

103

事業契約書（案） 109 別紙
10

個人情報取扱特記
事項

第5条第2項の一行目に「…甲から貸与され、」とあり
ますが、「甲」とは「市」のことでしょうか。

　ご指摘のとおりですので、修正します。

104

その他 コストメリット等を追求すべく、既存の枠組みに捉わ
れない新しいファイナンススキームでの提案を考え
ているが、本事業において検討してもらえる余地が
あるのか。

　入札説明書等にてお示しした、各規定に沿う内容
であれば、検討いたします。ただし、既存スキームと
比較し、内在するリスク等を含め、メリットデメリットに
ついて、客観的に判断できる明確な根拠等を、提案
時に示していただく必要があると考えています。

105

要求水準書 16 （ｲ） （C） ａ玄関ﾎｰﾙ 「見学者用・その他来客用の下足入れ（70人程度）
設置する」とありますが、スリッパなども含まれるので
しょうか。

　スリッパも含め提案をお願いします。
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箇所
項目

106

要求水準書 44 オ (エ) 備品台帳 備品台帳にて事業者が管理する範囲は、施設整備
で設置したものに限るという理解でよろしいでしょう
か。

　施設整備で調達したものに加え、運営開始後に事
業実施に必要となり調達した備品も含みます。

107

要求水準書 1 1 （2） ｳ(ｱ)h 周辺家屋影響調
査・対策業務

電波障害・近隣対応につきましては、本事業そのも
のに起因する対応につきましては、貴市にもご協力
をお願いできませんでしょうか。

　事業の円滑な進行のため、必要があると市で判断
したものについては、近隣対応等、市で協力あるい
は対応する部分もあると考えます。ただし、それによ
り要求水準書に示しました、事業者の業務内容が変
わるものではないことにご留意ください。

108

要求水準書 2 1 (2) ｴ 市が実施する業務 市の実施する業務である「大規模修繕工事」につい
て、「建築物の老朽化に伴い、建築及び建築設備、
主要設備の機能が著しく低下し、建築物の使用に当
たり支障がきたされるため、改善を目的とした工事。」
と定義されていますが、事業期間内に定義のような
機能低下が発生した場合、事業者の修繕業務の対
象となるのでしょうか。

　事業者の修繕業務となります。要求水準書２（１）ウ
「給食センターに求める耐久性能」、４（１）コ事業期
間終了時の措置及び大規模修繕の考え方を御確認
ください。

109

要求水準書 4 1 (3) ｻ 埋蔵文化財関係 埋蔵文化財関係の調査対象範囲外とのことですが、
万一それらしきものが出土した場合の工程遅延及び
費用増加等のリスクは貴市負担という理解でよろしい
でしょうか。

　ご理解のとおりです。

110

要求水準書 4 1 (3) ｽ 隣接地工事に伴う
事業用地使用の制
限

事前調査業務と干渉する時期であるため、事前調査
業務の支障とならないようご協力頂けますでしょう
か。

　隣接地工事に伴う事業用地使用の制限について
は、要求水準書記載のとおり、平成27年10月末まで
は、閲覧いただいた資料の範囲内で制限されます。
　平成27年１１月以降においては、隣接地工事に伴
う本事業用地の使用範囲は、本事業の支障にならな
い範囲といたしますが円滑な調査業務等のために
は、隣接地工事関係者と事前に協議をし、作業内容
等を調整していただく必要があると考えておりますの
で、市としても可能な限り調整を行います。

111

要求水準書 10 2 (1) 総則 48条8項ただし書きに伴う申請手続き等につきまして
は、貴市にも全面的なご協力をお願いできますで
しょうか。

　事業者の実施事項ではありますが、事業の円滑な
進行のため、市も可能な限り協力します。

112

要求水準書 16 2 (3) ｳ(ｱ)f(d) ［非汚染作業区域］
冷蔵庫（室）、冷凍
庫

（d）調理室に切裁後のちくわや油揚げ、牛乳等を保
存する冷蔵庫（室）を設置するとありますが、おおよ
その必要容量をお示し頂けますでしょうか。

　1回の調理で使用する最大の食材として、生揚げ
1,270kg.、ちくわ500kg.、牛乳１リットルパック380本の
量を想定しております。切裁から加熱までの時間お
よび調理工程を考慮して運営に支障をきたさない容
量の冷蔵庫を設置してください。

113

要求水準書 16 2 （3） ｳ(ｱ)f(d) ［非汚染作業区域］
冷蔵庫（室）、冷凍
庫

「調理室に切裁後のちくわや油揚げ、牛乳等を保存
する冷蔵庫（室）を設置する。」とありますが、切裁後
すぐに加熱調理可能なタイミングで切裁を行うとして
も冷蔵庫は必要なのでしょうか？また、牛乳も計量室
で釜割後すぐに使用するとしても、調理室に冷蔵庫
が必要なのでしょうか？ご教授願います。

　回答No.112をご参照ください。

114

要求水準書 16 2 (3) ｳ(ｱ)f(e) ［非汚染作業区域］
冷蔵庫（室）、冷凍
庫

（e）和え物室にカット前の果物等を保存する冷蔵庫
（室）を設置するとありますが、洗浄前は汚染側冷蔵
庫に保管し、運用上配食前に洗浄、カットする場合
はこちらの冷蔵庫は不要という考えで良いでしょう
か。あるいは果物以外でも食材の保管を想定してお
りますでしょうか。

　切裁後の対応やその他運営に支障が無いのであ
れば、容量については事業者の提案によるものとし
ます。

115

要求水準書 16 2 (3) ｳ(ｱ)f(f) ［非汚染作業区域］
冷蔵庫（室）、冷凍
庫

（f）断熱食缶を採用する場合、特に蓄冷材の採否に
ついては事業者提案にて判断しても良いでしょうか。

　原案のとおりとします。

116

要求水準書 16 2 （3） ｳ(ｱ)f(f) ［非汚染作業区域］
冷蔵庫（室）、冷凍
庫

「食缶用蓄冷剤を保管する冷凍庫を設置する。」とあ
りますが、食缶及び蓄冷剤は市の調達になっており
ますのでお伺い致します。調達予定の蓄冷剤保管
には、冷凍庫また蓄冷剤用急速凍結庫、どちらを必
要としますか？ご教授願います。

　回収後、次の配送開始までに十分に蓄冷剤を冷
却できる機能があればよいと考えています。

117

要求水準書 17 2 C (ａ） 事業者用事務室 食数規模と必要な調理機器等を勘案した場合、敷
地面積が狭隘なため、市事務室との連携が問題なく
とれれば、事業者用事務室は２階に配置しても問題
ないでしょうか。

　市職員用事務室と円滑に行き来できるよう配慮が
されていれば、同一階であることは必須ではありませ
ん。

118

要求水準書 18 2 (3) ｳ 運転手控え室 運転手控え室を調理員エリアに設置するとあります
が、運転手控え室に設置する要件（a）（b）を満たせ
ば、調理員休憩スペース等と同じ諸室してもよろしい
でしょうか。

　運転手を給食調理従事者と同様（検便の実施、手
洗い、着替え等）とする場合は同室で問題ありませ
ん。
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119

要求水準書 19 2 (3) ｳ(ｴ)d(d) 防災備蓄品 防災備蓄倉庫内に格納する備蓄品の調達・管理棟
は業務範囲外とのことですが、倉庫整備にあたり、倉
庫内ラック等についても調達不要との理解でよろし
いでしょうか。備蓄する物品や数量が確定してから、
施設の容量等に合わせて貴市にて調達されたほう
がよろしいかと思料いたします。

　ご理解のとおり、市において調達します。

120

要求水準書 26 2 （5） イ(ｱ)b(e） シンク類の槽 「槽の外面には、結露防止の塗装を施す～」とござ
いますが、塗装だと剥がれやすく、剥がれれば異物
混入の原因になり危険ですので、室内を結露させな
い空調計画とすることで対応としてもよろしいでしょう
か？

　機能が担保できるのであれば、ご理解のとおりで結
構です。

121

要求水準書 26 2 （5） ｳ(ｱ)a(d) 冷蔵庫・冷凍庫 「自閉式、ひじでの開閉が可能である等、汚されにく
い機器を選定する。」と共通事項にございますが、冷
蔵（室）・冷凍（室）で自閉式とするには、自動扉仕様
にする必要がありますが、使用頻度の少ない給食セ
ンターでは一般的ではありませんので、自閉式とす
るのは冷蔵（庫）・冷凍（庫）に限りとの理解でよろし
いでしょうか？

　「自閉式、ひじでの開閉が可能である」は例示です
ので、「汚されにくい」という目的を達することができる
機器、運営方法を検討の上、提案ください。

122

要求水準書 26 2 （5） ｳ(ｱ)a(d) 冷蔵庫・冷凍庫 「自閉式、ひじでの開閉が可能である等、汚されにく
い機器を選定する。」と共通事項にございますが、冷
蔵（庫）・冷凍（庫）の扉をひじで開けることはできま
せん。また冷蔵（室）・冷凍（室）では自動扉仕様にし
て、扉開閉スイッチをひじで押す仕様にすれば可能
ですが、使用頻度の少ない給食センターでは自動
扉仕様は一般的ではありませんので、「ひじで閉める
ことが可能である等」と変更して頂けないでしょうか？

　原案のとおりとします。

123

要求水準書 27 2 （5） ｳ(ｳ)c(b) スチームコンベク
ションオーブン

「～未加熱食材と加熱食材が交差しないパススルー
式とする等衛生管理に適した機器とし、二次汚染防
止に向けた方策を十分に行う。」とございますが、要
求水準書（案）南部に関する質問書の回答№20で、
「片面式でも運営上の工夫により二次汚染防止の方
策等給食の安全の確保が可能であればパススルー
式でなくてもよいこととします。また要求水準書の該
当箇所を修正します。」と回答頂いていましたので、
パススルー式以外の提案も可との理解でよろしいで
しょうか？

　提案可能です。
　「パススルー方式とする等」と記載しているとおり、
必ずしもパススルーでなくても問題ありません。

124

要求水準書 27 2 （5） ウ(ｳ)c(b) スチームコンベク
ションオーブン

「～未加熱食材と加熱食材が交差しないパススルー
式とする等衛生管理に適した機器とし、二次汚染防
止に向けた方策を十分に行う。」とございますが、要
求水準書（案）南部に関する質問書の回答№20で、
「片面式でも運営上の工夫により二次汚染防止の方
策等給食の安全の確保が可能であればパススルー
式でなくてもよいこととします。また要求水準書の該
当箇所を修正します。」と回答頂いていましたので、
例えば「～未加熱食材と加熱食材が交差しないパス
スルー式とする、または運営上の工夫等、二次汚染
防止に向けた方策を十分に行う。」と変更しては頂け
ませんでしょうか？

　回答No.123に記載したとおり、二次汚染防止に向
けた方策を十分に行うのであれば、パススルー方式
でない提案も認めます。
　文言は修正しません。

125

要求水準書 28 2 （5） ｳ(ｳ)f(b) 連続式炊飯器 要求水準書P15に「無洗米15,000食を2日分以上貯
米し・・・」と記入されていますが、要求水準書P28に
は、「洗米機、炊飯器まで一連のシステムを導入す
る。」とあります。
無洗米を使用するのであれば、「洗米器」は導入し
なくてもよろしいでしょうか。

　無洗米であっても洗米機は必要だと考えています
ので、適切な機能を持つ洗米機を導入してくださ
い。
基本的には無洗米の使用を予定していますが、万
が一に備え、機器の選定に当たっては無洗米のみ
ならず、普通米にも対応できるよう配慮してください。
なお、もし普通米を使用する事態が生じた場合に
は、運営方法については事業者と協議し決定しま
す。

126

要求水準書 28 2 （5） ｳ(ｳ)f(b) 連続式炊飯器 要求水準書P15に「無洗米15,000食を2日分以上貯
米し・・・」と記入されていますので、無洗米では無い
普通米の使用は無いとの理解でよろしいでしょう
か？

　回答No.125をご参照ください。

127

要求水準書 29 2 （5） ｳ(ｴ)e(b) 器具殺菌庫 「包丁・まな板殺菌庫は、オゾン発生装置付など、殺
菌性能の向上が可能となる機器とする。」とございま
すが、川崎市様では、包丁・まな板を保管するのに
は、オゾン発生装置付保管庫と、80℃以上を30分以
上維持できる熱風消毒保管庫のどちらが適している
とお考えでしょうか？ご教授願います。

　オゾン発生装置付き殺菌庫と同様な殺菌効果があ
る機器であればよいものと考えています。

128

要求水準書 30 2 (6) ｲ コンテナの仕様 「…鍵がかけられるものとする」とありますが、給食セ
ンター内に部外者が入ることは想定されにくいため、
不要と考えます。また、鍵は全てのコンテナ統一のも
のを設置すればよろしいでしょうか。

　事業者が行う業務外においても、異物混入等のリ
スクを管理するため設置するものです。また、鍵の統
一については、事業者提案としますが、少なくとも学
校単位では統一としてください。

129

要求水準書 30 2 (7) (ｱ) 市職員用事務室 FAX機とコピー機は機能が一体となった複合機でも
よろしいでしょうか。

　ＦＡＸ機能とコピー機能等が一体となった複合機で
もかまいませんが、コピー機能として、A3の用紙対応
であること、また普通紙に印刷できることを条件としま
す。
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130

要求水準書 30 2 (7) (ｱ) 市職員用事務室 貴市で想定されている冷凍冷蔵庫の容量・機能がご
ざいましたら、ご教示頂けますでしょうか。

　用途としては、市職員用の給食（牛乳やデザート
類）及び衛生検査用の検体（食材等）の冷蔵冷凍保
存、衛生検査用の蓄冷剤の冷凍保存です。冷蔵室
及び冷凍室は別室（２ドア以上）とし容量は各90リット
ル程度必要です。

131

要求水準書 30 2 （7） 施設備品計画等 AEDやコピー機及び事業者用諸室の施設備品など
はリースによる調達も可能でしょうか。可能の場合、
車両をリース調達した場合も含め、その対価はサー
ビス購入Aではなく、サービス購入料Dに算入すると
の理解でよろしいでしょうか？

　可能とします。
　また、対価についてはサービス購入料Dに算定し
てください。

132

要求水準書 31 2 (7) (ｶ) 試作調理室 貴市で想定されている冷凍冷蔵庫の容量・機能がご
ざいましたら、ご教示頂けますでしょうか。

　用途としては、試作用食材の保存です。冷蔵室と
冷凍室は別室（２ドア以上）とし、容量は冷蔵庫150
リットル、冷凍室90リットル程度が必要です。

133

要求水準書 33 2 (7) ｳ 配送車両 配送車両に「保冷機能設置の必要はない」と記載が
あり、前回の要求水準書（案）共通に関する質問書
のNo33の回答に「断熱構造の荷台を持つ保冷車と
します」とありますが、添付資料12に二重保温食缶を
調達するとあるため、配送車両には上記の要件は必
要ないのではないかと思料します。そのため、No33
の回答を「ご理解のとおりです」と変更お願いできま
すでょうか。

　食缶、コンテナ、配送車両といった配送業務に関
わる備品全体を通じ、温度変化に適切に対応し、適
温での配送が実施できるのであれば、保冷車でなく
てもよいこととします。

134

要求水準書 34 2 (9) ｲ 配送車両置き場 （ｱ）配送車両を駐車するスペースを場内に整備する
とありますが、配送業務について例えば地元企業等
に委託した場合などで別に保管スペースが取れる場
合は、敷地外での保管について協議させて頂くこと
は可能でしょうか。また、普段は使用しない予備車を
用意する場合は、敷地外での保管でも問題ないで
しょうか。

　配送車両の管理を確実に行うため、配送車両につ
いては事業敷地内での保管としてください。予備車
両についても敷地内保管としてください。

135

要求水準書 37 2 (11) キ(ｴ) 敷地の管理 契約後速やかに敷地の管理を行うとのことですが、
議会承認を経た事業本契約の直後という理解でよろ
しいでしょうか。
また、実態として、設計期間中（約8ヵ月）に調査業務
を行うことが考えられますが、事業者が現地に常駐
するものではありません。ここでいう「敷地の管理」と
はどの程度の管理を想定しているのでしょうか。

　前段は御理解のとおりです。
　後段につきましては、仮囲いをする、敷地への出
入口に施錠をする等が挙げられます。また、必要で
あれば、防虫のために草刈りをする等、周辺に悪影
響を及ぼさないための対応を行ってください。

136

要求水準書 39 3 (3) エ 調理リハーサル 調理リハーサルの調理等に伴い発生する残渣、食
べ残しに伴う残渣、食材の容器等の収集運搬・処理
につきましては、貴市の業務という認識でよろしいで
しょうか。

　基本的には事業者の業務となります。ただし、実施
に当たっては市と詳細を協議し進めることを想定して
います。

137

要求水準書 39 3 (3) ｴ 調理リハーサル 調理リハーサルの食材調達先については事業者に
おいて決定するとありますが、今後中学校給食でも
貴市が活用される予定である川崎市学校給食会様
への事業者からの食材発注は可能でしょうか。仮に
不可能な場合に、事業者において食材を確保する
のは困難と思われるため、食材調達先の決定は市と
していただけないでしょうか。

　事業者から（公財）川崎市学校給食会および（公
財）川崎市学校給食会に登録している給食物資取
扱業者へ、事業者から発注することは可能です。
　また、調理リハーサルに使用する食材の調達先に
ついて、市が指定することはありません。

138

要求水準書 39 3 (3) ｶ 試行給食 試行給食の調理等に伴い発生する残渣、食べ残し
に伴う残渣、食材の容器等の収集運搬・処理につき
ましては、貴市の業務という認識でよろしいでしょう
か。

　試行給食時における業務は、通常の運営業務と同
様の業務内容を想定しています。ご質問の業務範
囲については、要求水準書５（５）配送及び回収業
務、５（６）残渣等処理業務を参照してください。

139

要求水準書 40 3 (2) ｶ 試行給食 開業準備業務として実施されるものであるので、費
用の計上は開業準備業務の項目に含まれて宜しい
のでしょうか。（サービス購入料の固定料金・変動料
金と混同しないための確認です。）

　ご理解のとおりです。

140

要求水準書 40 3 (2) ｹ 本事業の紹介及び
給食情報掲載ホー
ムページの作成及
び運営

「市から要請があった場合」と記載がありますが、提
案の段階では、作成費用を収支計画に含めず、将
来的に「要請があった場合」には、本事業とは別に、
費用相当分を頂戴できるのでしょうか。
または、作成することは必須であるので、作成費用は
提案時の収支計画（開業準備費用）に含めておくべ
きでしょうか。

　本事業の費用の中で、事業者が負担します。
　また、市は原則としてホームページの作成及び運
営を依頼し、日常の業務として給食実施日の献立紹
介等の更新を要請しますので、文言を修正します。

141

要求水準書 40 3 (3) ｹ 本事業の紹介及び
給食情報掲載ホー
ムページの作成及
び運営

ホームページの作成及び運営については、「市から
要請があった場合」に作成すると記載されています
が、市から要請があった場合は別途市の費用負担
により事業者にて作成するとの理解でよろしいでしょ
うか。

　回答Ｎｏ.140をご参照ください。
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142

要求水準書 40 3 （3） ｹ 本事業の紹介及び
給食情報掲載ホー
ムページの作成及
び運営

「市から要請があった場合」と記載されおりますが、
要請しない可能性があるのでしょうか。要請が無い
場合、ホームページの作成及び運用に係る対価に
ついては、サービス購入料から減額となるのでしょう
か。

　回答Ｎｏ.140をご参照ください。

143

要求水準書 41 3 (3) ｻ 竣工式支援 招待者への試食調理は事業者の負担とありますが、
その食材費についても事業者の負担という理解でよ
ろしいでしょうか。また、現在市が想定している竣工
式の招待者の人数はどのくらいでしょうか。

　竣工式の試食用の食材費については、市の負担と
します。
　また、招待者の人数について現時点で想定はあり
ません。竣工式が近づいた頃に事業者と協議し、市
が決定します。

144

要求水準書 41 3 （3） ｻ 竣工式支援 竣工式の時期は、どのタイミングでの開催を想定さ
れていますか。また、竣工式に係る費用（当項目に
記載の施設概要説明や試食調理等に係る費用を除
く）について、貴市負担という理解でよろしいでしょう
か。
竣工式以外の安全祈願祭や起工式等の式典開催
採否は事業者の任意でよろしいでしょうか。

　竣工式の時期は、明確に決まっていませんが、開
業準備が整った頃に実施できればと考えています。
費用や、他の式典については、ご理解のとおりで
す。

145

要求水準書 50 4 （6） ｲ(ｲ) 修繕・更新（補充）
業務

「事業期間終了時に、その後３年間は更新を必要と
せず使用できる状態とする。」とございますが、食器
食缶等の備品類では新品でもメーカー保証が1年も
付保されていない製品が多い中、3年間も使用可能
かを保証するのは大変難しいため、「事業終了時の
検査時に、修繕も更新も必要ない状態を確保」と変
更をお願いできませんでしょうか。

　原案のとおりとします。
　なお、事業者に３年間の使用保証を求めるという趣
旨ではありません。事業期間終了後のすぐに更新が
必要となるような状態ではなく、事業期間後も見据え
適切な管理をしてほしいという趣旨です。そのため、
３年間は更新を必要とせず使用できる状態という文
言はあくまでも事業期間終了時の市の確認の基準と
考えています。

146

要求水準書 54 4 (8) (ｶ)d(d) 給水、給湯及び給
蒸気設備

長期休暇中には、受水槽の水抜き及び清掃を行う。
とございますが、長期休暇中とは夏休みを指すとの
認識でよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

147

要求水準書 55 4 (8) ｄ(d)iii 給水、給湯及び給
蒸気設備

パイプ類の定期的な点検とはどのような方法を想定
していますか？

　目視によるピンホール等による漏れや錆の有無確
認、水質検査による数値の変化、水質の色変化確
認等を想定していますが、事業者の視点で必要な
点検をご提案ください。

148

要求水準書 55 4 (8) d(e)ii 排水設備 月１回以上点検する排水管について、どのような点
検方法を想定していますか？

　排水処理施設への槽内流入水、混入物等の目視
点検、配管詰りには状況に応じた高圧洗浄等を想定
していますが、事業者の視点で必要な点検をご提案
ください。

149

要求水準書 55 4 (9) ｲ(ｱ)b 警備業務 警備業務における受水槽の取り扱いとはどのような
ことを想定していますか？

　減水、満水警報装置の設置等を想定しています
が、事業者の視点で必要な点検をご提案ください。

150

要求水準書 67 5 (5) ｲ(ｴ) 配送業務 「食物アレルギー対応食は、～（中略）～各学校の指
定場所へ配送する」と記載がありますが、「配膳担当
者に手渡すこと」ではないことを想定されているので
しょうか。

　要求水準書添付資料21のとおり、各学校の到着時
に、市の配膳担当者が受け取り確認することを想定
しています。

151

要求水準書 68 5 (5) ｳ(ｵ) 回収業務 各学校へ直接納品された「個包装デザート等」の空
容器も給食センターへ回収するのでしょうか。

　給食センターへの回収は行いません。

152

要求水準書 70 5 (8) ｱ(ｵ) 企業連携献立の提
供等

「市内企業等と連携し～」と記載がありますが、事業
者側が市内企業等を探すようなことではなく、貴市の
要望に沿って支援する立場で良いとの理解で宜し
いでしょうか。

　ご理解のとおりです。

153

要求水準書 70 5 (8) ｲ(ｱ)b 試食会対応 ここでいう「配膳」とは、会場まで給食を運ぶことを意
としているのか、またはそれに加え、試食される方々
への配食も含まれるのでしょうか。

　学校給食センター内で行う試食会については、試
食する会場までの運搬（回収）を想定しています。配
食は含まれません。

154

要求水準書 71 5 (9) その他運営業務
に関する特記事
項

ｱ(ｱ)a 「献立は原則2種類とする」と記載がありますが、主
菜・副菜の組み合わせで、「焼物・焼物」「焼物・蒸し
物」「揚物・揚物」のように、同じ加熱調理機器をしよ
うする　組み合わせはありますか。（フライヤーやス
チームコンベクションオーブンなど2献立分用意する
必要がありますか。）

　主菜・副菜の調理形態の組合せについては「揚
物・揚物」は想定していませんが、「焼物・焼物」「焼
物・蒸し物」の組合せは想定しています。

155

要求水準書 76 5 (9) ｹ 各種申請等 食品衛生法の営業許可の取得は、運営業務を担う
構成員が取得するべきでしょうか。または貴市との契
約者であるＳＰＣが取得するべきでしょうか。

　食品衛生法の営業許可の取得は、運営業務を担う
構成員およびSPCのどちらが取得してもかまいませ
ん。
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156

要求水準書 添付資料12 食缶等 食缶の種類が二重保温食缶×5種、天ぷら入れ×1
種、計5種あります。
それぞれの中に入れる給食の種類をお示しくださ
い。
（ご回答例：二重保温食缶13リットル→汁物用、ごは
ん用、温菜用等）

　それぞれ以下の通りとなります。
①二重保温食缶13リットル…ごはん用、汁物用、煮
物等の主菜用
②二重保温食缶10リットル…主菜、副菜用（揚げ
物、焼き物、炒め物、果物等）
③二重保温食缶７リットル…副菜用（和え物、果物
等）

　なお、二重保温食缶の必要数の明確化のため、添
付資料12の記載は修正します。また、回答No.162も
合わせてご参照ください。

157

要求水準書 添付資料12 食缶等 食缶の種類が二重保温食缶×5種、天ぷら入れ×1
種、計5種あります。
一度に最大何個の食缶を学校へ配送されますか。
最大配送する際の食缶組み合わせ例をお示しくださ
い。

　二重保温食缶５個の使用が最大となります。
　なお、回答No.158も合わせてご参照ください。

158

要求水準書 添付資料12 食缶等 「天ぷら入れアルマイトコンテナ型クリップ付き95mm
×296mm×高さ153mm」とありますが、一般的な大き
さの商品ではないようです。
コンテナ積載を計画する上で、参考となるメーカー
名・型式等をお示しください。

　　「天ぷら入れ」は使用しないこととし、添付資料１２
を修正します。

159

要求水準書 添付資料12 食缶等（市が調達
するもの）

カレースプーンの規格の欄に、（ふりかけ等）とござ
いますが、ふりかけは給食センターで作ることを想定
されていますでしょうか？また、ふりかけはどの食缶
に配缶を想定されていますでしょうか？ご教授願い
ます。

　ふりかけについては、給食センターで手作りしたも
のを提供する想定であり、調理を含め本事業の対象
業務です。
　なお、配缶する容器としては、ソースポット等の使
用を想定しています。

160

要求水準書 添付資料13 受入状況に係る資
料

大師中学校について、１階の配膳室から３階の配膳
室に食缶や食器を移す時間はどのくらいを想定され
ていますでしょうか。配送時間に関わるためご教示く
ださい。

　概ね４０分程度を想定しています。

161

入札説明書 3 2 （6） ｱ 給食センターの設
計及び建設に関す
る業務

実施方針において、公表された資料から合理的に
予測できない「汚染土壌」及び「地中埋設物撤去」等
業務につきましては貴市のリスクとして頂いておりま
すが、本案件の確実な施工・工期厳守のためにも本
件対応に係る工事費の支払いにつきましては迅速
な対応の為にもPFIの枠組みとは別の直発注として
頂く事についてはお考えでしょうか。

　要求水準書２（１０）ア（エ）を参照してください。
　なお、事業用地は、要求水準書添付資料１にお示
しした、残置杭以外は、大きな支障がある埋設物は
ないものと考えており、それ以外に計画に支障があ
る埋設物が発見された場合には別契約での対応を
想定しています。
　ただし、要求水準書添付資料６の柱状図の記事欄
に「炭ガラ」「ゴミ」等と記載されていますとおり、軽微
な「炭ガラ」「ゴミ」等埋設されていることは、十分考え
られます。計画に大きな支障がない範囲の、軽微な
「炭ガラ」「ゴミ」等の処理は本事業の対象ですので、
あらかじめ費用を見込んでください。

162

入札説明書 6 2 （12） ｳ 留意事項 「食べる機能に配慮した食事の提供」を行う可能性
があるとのことですが、その場合の予定人数等の想
定やスペースを確保する上で留意すべき点等を具
体的にご教示頂けますでしょうか。

　要求水準書15ページ、２（３）ウ８[非汚染作業区域]
ｂ（ｃ）に記載したとおり、予定人数は５人程度を想定
しています。留意点については、円滑な運営業務の
実施に必要な点を提案ください。

163

入札説明書 12 3 （5） 予定価格 予定価格は14,444,571,000円とありますが、
15,548,479,000円（税抜換算14,396,740,000）を超
えない額とするも記載されております。どちらの金額
を優先すべきでしょうか。ご教示ください。

　どちらの金額もそれぞれ超えないようにしてくださ
い。なお、割賦金利等非課税対象額に御留意くださ
い。

164

入札説明書 24 5 (6) 入札について 入札参加者が１グループであった場合、当該入札は
成立しますでしょうか。

　成立します。

165

入札説明書 24 5 (6) 落札者を選定しな
い場合

入札参加者が1グループのみの場合であっても、審
査は行われるとの理解で良いでしょうか。

　ご理解のとおりです。

166

入札説明書 25 6 （3） 仮契約の締結 落札者に「（協力会社を除く）」と記載されております
が、前項（2）の特別目的会社の設立であれば、出資
を伴う構成員に限定されるのは理解できますが、協
力会社であってもSPCから直接業務を受託する立場
にありますので、事業契約書（案）の協議に参加す
べきと考えますが、いかがでしょうか。

　ご指摘のとおりですので、修正します。
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167

入札説明書 25 6 （4） その他 「ただし、下記に該当する場合においても市は落札
者と事業契約を締結しないこともある」との記載がご
ざいますが、「事業契約締結後の事業運営に支障を
きたさないと（貴市が）判断した」場合でも契約を締
結しないとは、どのような場合を想定しているのでしょ
うか。また、その場合の基本協定に基づく違約金の
取り扱いはどのように想定されているのでしょうか。

　入札説明書６（４）ア、イに該当するケースであった
としても、例えば、参加資格を欠くことになった原因
の内容や、その後の対応等が、１５年もの長期にわ
たる契約を締結するほどの信頼関係を築けないと判
断した場合等を想定しています。その場合の違約金
の取り扱いは、基本協定書第１１条第２項及び３項に
従うものとします

168

入札説明書 28 7 （10） 財政上及び金融上
の支援に関する事
項

交付金申請手続きの補助を行う旨記載がございます
が、具体的にどのような業務がございますでしょう
か。ご教示ください。

　交付金の算定に必要な、各諸室の面積の積算や、
図面の作成、算定対象設備等の工事にかかった費
用の算出等になります。

169

入札説明書 28 7 （10） 財政上及び金融上
の支援に関する事
項

国からの交付金の支払時期がサービス購入料Ａの
予定支払い時期より後ろへずれてしまった場合の対
応についてご教示頂けますでしょうか。

　ご質問に関してのリスクは市が負担しますので、事
業者へお支払いするサービス購入料Ａの支払額、
支払い時期については変わりません。

170

入札説明書 28 7 （6） 業務の委託等 事業者から受託した「構成員」・「協力企業」が業務
の一部を委託する場合は本規定は適用されないと
理解してよろしいでしょうか。また、事業者(SPC)が貴
市の文書による承諾なしに提案書に記載した企業
以外に委託してしまった場合の具体的な措置をご教
示頂けますでしょうか。

　事業契約書第21条に詳細を規定していますが、前
段についてはご理解のとおりです。
　後段については、事業者の債務不履行に該当し、
契約解除の要因となります。また、問題が生じた場合
には、第21条各号の規定に準じて対応することを想
定しています。

171

入札説明書 29 7 （11） ｲ 係争事由に係る具
体的な考え方

事業契約書に定める具体的な措置によって協議が
整わない場合は、誠意をもって協議で解決する。と
の文言変更をお願いできますでしょうか。

　原案のとおりとします。

172

入札説明書 34 9 (3) 特定工事請負契約
及び特定業務委託
契約の準用

川崎市契約条例第7条第1項に定める特定工事請
負契約及び特定業務委託契約に準じて、同項に規
定する公共工事設計労務単価等作業報酬下限額
が上昇し建設工事業務費が高騰した場合、事業契
約第71条に定めるサービス購入料の指標に拘わら
ず、サービス購入料にかかる協議ができるという理解
でよろしいでしょうか。

　川崎市契約条例第7条第1項に定める特定工事請
負契約に関して、公共工事設計労務単価等作業報
酬下限額が上昇し、本事業において事業者が設定
する実際の労務単価が下限額を下回ることになった
場合においては、事業契約書案第89条及び第90条
の規定に基づき対応するものとします。

173

入札説明書 3

7

2

3

(6)

(1)

ｱ

ｱ(ｱ)

複数の業務を行う際
の参加資格要件

コンテナ・食器カゴ等の給食備品や一般事務備品、
配送車両等の調達に関しては入札説明書３頁第２
章（６）アに「設計及び建設に関する業務」の範囲に
ありますが、入札説明書７頁第３章（１）ア(ｱ)に「同一
の者が複数の業務を兼ねて行うことを妨げない」とあ
りますので、「建設業務を行う者」以外がこれら業務
を行ってもよろしいでしょうか。例えば「調理業務を行
う者」がこれら調達を行う場合、「設計業務を行う者」
或は「建設業務を行う者」としての参加資格要件は
不要という理解でよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

174

入札説明書 別紙
1

2 想定クラスについて 「事業者はクラス数の変動に応じ、柔軟に対応するこ
と。」とございますが、クラス数の変動によっては、コ
ンテナ台数や配送トラック台数、配送員数も変動しま
すので、最大何クラスまでの増加を見込んで入札す
ればよいか、お示し願います。事業者ではクラス数
の変動をコントロールできませんので、よろしくお願
い致します。

　入札説明書別紙１表３の想定クラス数につきまして
は、推計値を基に、ピーク時を考慮の上、算出して
います。それを踏まえ、また、要求水準書添付資料
等を活用し、変動分の対応については、事業者にて
見込んでください。

175

様式集 様式
一覧

5 ｱ （様式5-4）委任状
（入札時）

様式一覧（５）入札時の提出書類、ア入札書・（様式
5-4）委任状（入札時）の記載がありますが、様式が
ありません。（３）資格審査時の提出書類、ア参加表
明・（様式3-4）委任状の添付でよろしいでしょうか。

　様式5－4が落丁しておりました。様式5－4を追加
いたします。

176

様式集 1 2 参加表明書及び資
格証明書

様式の指定のない書類については、入札説明書で
示した書類との整合ができるように書類番号とタイト
ルを資料に付けると記載がありますが、書類番号とタ
イトルは別紙にて作成可能との解釈でよろしいでしょ
うか。また、書類番号は、入札説明書で示した書類と
の整合ができるように、入札説明書で表記のある例
えば３－⑴－ウ－(ウ)－ａのような記載との解釈でよ
ろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

177

様式集 2 4 1 事業計画等提案書 様式７－１２、７－１３、７－１４、７－１５の留意事項
に、Ａ４で２枚（又はＡ３で１枚）以内の別紙を用いて
説明することを可とし、その際の様式は任意とすると
記載がありますが、ページ数が複数にわたる場合と
同様に各項目の右端に通し番号をつけるという解釈
でよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。
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178

様式集 2 4 事業提案書に関す
る共通事項

事業提案書（様式7～様式13）には、代表企業・構成
企業・協力企業、その他関係する者の固有名（●●
株式会社等）を記述しても良いのでしょうか。

　固有名を記述して構いません。

179

様式集 2 4 事業提案書に関す
る共通事項

入札時に提出する提案書類について、すべての様
式に正・副本とも企業名（構成員、協力企業等）の記
載をしても良いとの理解でよろしいでしょうか。

　回答No.182をご参照ください。

180

様式集 3 4 1 様式７－13
維持管理・運営費
計算書

様式7-13維持管理・運営費計算書の留意事項につ
いて、２つ目の項目に「平成27年度は、平成29年6
月から8月までの開業準備期間3か月分の費用を計
上する。」とありますが、下線部分は「平成29年度」で
はないでしょうか。

　ご指摘のとおりです。様式集を修正します。

181

様式集 3 4 1 様式７－13
維持管理・運営費
計算書

「平成27年度は、平成29年６月から８月までの開業
準備期間３か月分の費用を計上する。」とあります
が、平成29年度の誤りとの理解でよろしいでしょう
か。
また、開業準備にかかわる費用は、様式7－6の算定
根拠に基づき、様式7－13に適宜項目を設け、平成
29年度の欄に記載するとの理解でよろしいでしょう
か。

　前段については、回答No.180をご参照ください。
　後段については、様式集を修正します。

182

様式集 様式3-2 構成員及び協力会
社一覧表

様式集に記載されている協力会社とは、協力企業と
の理解でよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。該当箇所を修正します。

183

様式集 様式3-9 誓約書 本様式は、（）内にて記載されている業務（設計・建
設、開業準備、維持管理、運営業務）以外の業務
（例：厨房設備調達・設置、什器備品調達・設置、
SPC事務管理等）を行う者も含め、参加表明を行うす
べての構成員・協力企業が提出するとの理解でよろ
しいでしょうか。

　入札説明書３１ページ８（３）イのとおり、構成員及
び協力会社のうち、実績を証する書類を提出した者
が、提出対象者となります。

184

様式集 様式5-2 入札価格内訳書 ＊３記載の消費税率は８％として計算することでよろ
しいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

185

様式集 様式6-2 事業提案書一覧表 本事業の特微に対する考え方、様式7-11、枚数上
限が3枚と記されており、様式7-11事業計画等提案
書に、本事業の特微に対する考え方について次の
事項等を踏まえ、Ａ４、４枚以内に記述するとありま
すがどちらで判断をしたらよいでしょうか。

　正しくはA４用紙で３枚となります。
　様式集を修正します。

186

様式集 様式6-2 事業提案書一覧表 様式6－2において、様式７－11の枚数上限は3枚と
示されていますが、様式7－11に記載されている指
定事項には4枚以内とされていますので、4枚以内で
記載してよろしいでしょうか。

　回答No.185をご参照ください。

187

様式集 様式7-15 備品等調達・更新
費等計算書

本様式は、SPCから受託者に対する支払のタイミン
グを記載するのではなく、実際の調達・更新のタイミ
ングを記載することでよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

188

様式集 様式7-17 事業収支計算書 表外※１に「消費税、物価変動を除いた額を記述す
る。」とありますが、各項目は消費税及び物価変動を
含めない金額を記載し、消費税に関する項目を追加
することは問題ないとの理解でよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

189

様式集 様式7-18 キャッシュフロー計
算書

ＤＳＣＲ、ＬＬＣＲ、エクイティＩＲＲ、プロジェクトＩＲＲの
算定に用いる「元利返済前キャッシュフロー」「元利
返済後キャッシュフロー」「金利償却前税引後利益」
における「元利」又は「金利」には、優先ローンだけで
なく劣後ローン分も含むとの理解で良いでしょうか。

　ご理解のとおりです。
　なお、優先ローンに対する金利と劣後ローンに対
する金利がそれぞれ分かるように別項目で記載くだ
さい。

190

様式集 様式7-18 キャッシュフロー計
算書

表外※１に「消費税、物価変動を除いた額を記述す
る。」とありますが、各項目は消費税及び物価変動を
含めない金額を記載し、消費税に関する項目を追加
することは問題ないとの理解でよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

191

様式集 様式7-18　※1 キャッシュフロー計
算書

「消費税、物価変動を除いた額を記述する」とありま
すが、キャッシュフロー計算書においては消費税に
よる資金繰りへの影響を明示する必要があると思料
します。消費税は除いた額を記述するものとし、別途
「仮受消費税」「仮払消費税」等の項目を記述するこ
ととしてよいでしょうか。

　ご指摘のとおり記載頂くことを想定しています。
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