
（仮称）川崎市北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） 6 第10条
事業契約不成立の
場合の処理

市又は事業者の責に帰すべき理由により基本協定を締結し
ない場合には、違約金は発生するのでしょうか。

  基本協定を締結しないことによる違約金はありません。

2 基本協定書(案） 6 第11条 解除及び違約金等

「第7条第5項各号及び第6項各号の事由が生じた場合～違
約金として市に支払う」とありますが、代替企業を補完した場
合には違約金を免除していただけないでしょうか。

　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。

3
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

「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」とありますが、事前に金融機関の承諾が必要と思われ
ます。金融機関とは事前協議を行うという理解でよろしいで
しょうか。

  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
意見を踏まえ、最終的には市が決定します。

4
事業契約書
（案）

12 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、維持管理・運営企業の業務不履行等により契
約の全部又は一部が解除となった場合、市は事業者に対し
違約金を請求できるとなっていることから、契約保証金の納
付は必要ないと思料します。また、維持管理・運営期間の契
約保証金の納付はサービス購入料の上乗せとなり、市の負
担となるため、維持管理・運営費用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。

5
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

「事業者が善良なる～通常避けることができないものを含む」
とありますが、善管注意義務を超える注意義務が必要と理解
すればよろしいでしょうか。

  事業契約書（案）に記載したとおりです。

6
事業契約書
（案）

19 2 2 第31条第3項第2号 事前調査業務

「市公表結果（参考資料は含まない）」とありますが、事業者と
しては参考資料も考慮した上で計画を立案するため、参考資
料も含めて頂けないでしょうか。また、後段の「社会通念上や
むを得ない場合」とはどんな場合をいうのでしょうか。

　前段につきましては、原案のとおりとします。
　後段につきましては、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。

7
事業契約書
（案）

21 2 3 第35条第3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。

8
事業契約書
（案）

29 2 6 第53条第1項 引渡し

引渡書の提出と同時に貴市より引渡完了の旨の書面を頂け
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。

9
事業契約書
（案）

29 2 6 第53条第2項 引渡し

「受託者・請負人等との間で、必要な契約を締結するもの」と
ありますが、どの様な契約を想定されていますでしょうか。

　引渡しにおいて、速やかに本件施設の所有権を市に帰属させる
ことについて、担保されることが主旨です。それを踏まえた契約とし
てください。

10
事業契約書
（案）

40 6 1 第77条第2項
本件業務の終了に
伴う検査及び支払

「損傷又は汚損等が見られたとき～事業者に対して請求する
ことができる」とありますが、善良なる管理をして事業期間を満
了した場合の経年劣化は対象外という理解でよろしいでしょう
か。

　管理の仕方によらず検査の基準は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。

11
事業契約書
（案）

44 6 2 第80条第4項
引渡し前の解除の
効力等

二行目に「…第1項の違約金支払請求権又は…」とありま
すが、正しくは「第2項」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。

12
事業契約書
（案）

49 7 1 第89条第3項第5号
法令変更に伴う協
議・支払等

「資本的支出に係るもの」とは具体的にどの様な支出を想定
されていますでしょうか。

　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。

13
事業契約書
（案）

51 7 2 第94条第1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、本規定の趣旨は、不可抗力が生じた場合に被害の拡
大を最小限に留めることが目的であると思料します。被害の
拡大防止を規定する条項を入れて維持管理運営期間の不
可抗力の事業者負担条項をなくしていただけないでしょうか。

  原案のとおりとします。

14
事業契約書
（案）

57 10 第109条第6項 秘密保持

「誓約書を市に提出」とありますが、誓約書のサンプル等はご
提示頂けないでしょうか。

　誓約書は契約時にお示ししますが、誓約する項目は第109条第6
項のとおりとなります。

15
事業契約書
（案）

68
別紙
3

事業日程表

※印のコメントでは施設整備期間は事業者提案により自由に
設定できる様に読み取れますが、（1）の施設整備期間には平
成29年8月とあります。どの様に理解すればよいでしょうか。

　施設整備期間の終期については、平成29年12月の給食提供開
始及び開業準備期間の2ヶ月以上の確保ができるのであれば、事
業者の提案によるものとしますので、提案に基づき記入してくださ
い。
　なお、別紙3について「引渡予定日」の記載がありませんので、修
正したものに差し替えいたします。

16
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

提案時においては、100食単位を切り上げず、様式7-16にて
指定された食数に単価を乗じてサービス購入料Ｅを算出する
という理解でよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

17
事業契約書
（案）

78
別紙
4-1

3 (3)
（ア）価格対象とす
る価格指数

他の川崎市発注のPFI事業（平成25年4月10日入札広告）で
は、維持管理における物価変動の指数として「毎月勤労統計
調査」賃金指数-事業所規模5人以上-調査産業計-定期給
与（厚生労働省）」が使われております。維持管理における費
用内訳は大半が賃金（人件費）のため、「企業向けサービス
価格指数」ではなく「毎月勤労統計調査」賃金指数-事業所
規模5人以上-調査産業計-定期給与（厚生労働省）を用いて
いただけないでしょうか。

　原案のとおりとします。

No. 質　問　内　容書類名 項目
箇所

回答
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（仮称）川崎市北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
No. 質　問　内　容書類名 項目

箇所
回答

18
事業契約書
（案）

82
別紙
4-2

サービス購入料の
支払スケジュール

サービス購入料Ａ（一括払い）の消費税及び地方消費税の
額は「40,309,179」で、税込計は「544,175,000」ではないで
しょうか。

　正しくは、税抜金額「503,865,741」、消費税及び地方消費税の額
「40,309,259」、税込計「544,175,000」です。契約書（案）を修正しま
す。

19
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、減額の対象となる費用を維持管理運営業務全体
の費用に対しての減額とすることにより、「その他費用」も含ま
れ、直接的に当該減額に関係しない企業に対しても費用負
担が生じてしまうため、減額となる事象を発生させた業務（個
別業務）の委託料に対して減額と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
に対してのものではありませんので、原案のままとします。

20 その他 全般

平成27年3月26日　（仮称）川崎市南部学校給食センター整
備等事業の入札説明書等に関する質問・意見に対する回答
が公表されましたが、（仮称）川崎市北部学校給食センター
整備等事業において、共通と思われる質問が多数見受けら
れます。そのため、（仮称）川崎市北部学校給食センター整
備等事業において、（仮称）川崎市南部学校給食センター整
備等事業の入札説明書等に関する質問・意見に対する回答
を参考とさせていただいてもよろしいでしょうか。

  給食事業の実施に関する考え方は同様ではありますが、事業とし
ては独立したものであるため、（仮称）川崎市南部学校給食セン
ター整備等事業の質問回答を参照することはできません。
  もし、（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の質問回
答で参照したいものがある場合には、追って競争的対話の質問回
答において該当する質問を提出ください。

21 入札説明書 12 3 (5) 予定価格

予定価格の内訳を公表していただけないでしょうか（建設費
の高騰により適正な維持管理運営費が確保できないことが懸
念されるので、建設費と維持管理運営費の内訳目安を公表
していただきたい）。

　予定価格の内訳を公表する予定はありません。

22 入札説明書 12 3 (5) 予定価格

4/3の入札説明書等に関する説明会にて予定価格の消費税
額及び地方消費税額を加えた額に非課税対象は含まれない
とご説明がありましたが、市が想定している非課税対象の項
目内訳をご教示いただけないでしょうか。

　予定価格は、課税対象額、課税対象額に消費税率を乗じた額及
び非課税対象額を全て足した額となります。なお、非課税対象とし
ては、割賦金利等を想定しています。

23 入札説明書 17 4 (3) ｹ
入札説明書等に関
する競争的対話の
実施

「競争的対話における各入札参加者からの質問に対する回
答は、入札参加者の特殊な技術、ノウハウ等に係り、入札参
加者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそ
れのあるものを除き市ホームページにおいて公表」とあります
が、公表内容は事前に確認していただけるということでしょう
か。

　ご理解のとおりです。

24 入札説明書 17 4 (3) ｹ
入札説明書等に関
する競争的対話の
実施

「対話では、…市は入札参加者に対し建物の配置計画の概
要や考え方等を確認することを想定」とありますが、それ以外
の事業全般に関するやりとりは行わないということでしょうか。

　建物の配置計画等以外について、事業者において確認を希望
するものがあればかまいませんし、市においても確認を求める場合
もあります。

25 入札説明書 17 4 (3) ｹ
入札説明書等に関
する競争的対話の
実施

1グループあたり競争的対話に参加可能な人数をご教示くだ
さい。

　参加確認申請後に入札参加者にお示ししますが、少なくともＳＰ
Ｃの構成企業数以上を想定しています。

26 入札説明書 23 5 (3)
提案内容に関する
ヒアリング等の実施

ヒアリングの実施は8月下旬となっていますが、プレゼンテー
ションを予定しているのでしょうか。実施内容についてはいつ
頃通知される予定でしょうか。

　原則として、ヒアリングの実施時に事業者によるプレゼンテーショ
ンを予定しています。実施内容等については提案書の提出後にお
知らせします。

27 要求水準書 4 1 (4) ｳ(ｲ) 附帯施設

記載の残滓保管庫は本体施設とは別に設ける必要があるの
でしょうか。敷地が狭い為、設置には事業者提案として頂くこ
とは可能でしょうか。ご教授願います。

　残渣保管庫については、要求水準書P14の残渣保管室と同一の
ものとなりますので、要求水準書２（３）ウ（ア）ｍ（e）のとおり原則とし
て本体施設内に設置としますが、運営上、衛生上、支障がないよう
十分に対策がとられるのであれば、本体施設外に設置することも可
能とします。

28 要求水準書 4 1 (4) ｳ(ｲ) 附帯施設

残滓保管庫は、12頁諸室構成表の附帯施設に示される残渣
保管室と同一のものとの理解で宜しいでしょうか。

　回答No.27をご参照ください。

29 要求水準書 4 1 (4) ｳ(ｲ) 附帯施設

記載の残滓保管庫は、14頁目（ｃ)で「残渣保管庫は本体施
設内に設置する。」と記載される残渣保管庫と同じものとの理
解し施設内に設置で宜しいでしょうか。

　回答No.27をご参照ください。

30 要求水準書 9 2 (1) ｱ(ｹ)
給食センター等の
整備の基本的な考
え方

「安心・安全な給食提供のため、衛生管理が徹底できるよう、
それぞれのエリア、動線を明確に区分する。」とありますが、マ
イコンシティーセンターが上層階にある場合、エリアごとの区
分が明確に出来るなら階段等を共用することは可能でしょう
か。

　階段等の供用は不可とします。

31 要求水準書 10 2 (2) ｱ
敷地内のゾーニン
グ及び動線計画

敷地内の動線計画においてマイコンシティエリア利用者が使
用する時間帯等があればお示しください

　原則として、平日の日中の運用を想定していますが、催事等で夜
間や土日等の使用も想定しています。ただし、今後、利用者との調
整で変更されることもあります。

32 要求水準書 12 2 (3) ｲ
諸室の構成　給食
エリア

前室について「学校給食衛生管理基準」ではその他区域に
含まれますが、貴市が示す区分では、汚染作業区域と非汚
染作業区域の各々にあります。区分的には表内の調理員エリ
アに含まれる部屋と思われます。貴市のお考えをご教授願い
ます。

　ご指摘のとおり、「学校給食衛生管理基準」では前室は、その他
区域に含まれます。市としましては、汚染作業区域及び非汚染作
業区域に入る前の準備の空間として示し、それぞれに前室を設置
するという考えです。いずれにしましても、要求水準書２（３）ア（イ）
のとおり、諸室の構成につきましては、要求水準書２（３）ウ（ア）[汚
染作業区域]ｈ「前室」及び[非汚染作業区域]i「前室」に示す、要求
性能が確保され、衛生面・機能面に支障がなければ、ご提案にて
変更していただいて構いません。

33 要求水準書 12 2 (3) ｲ
諸室の構成　給食
エリア

前室が汚染作業区域と非汚染作業区域の各々にありますが
「学校給食衛生管理基準」では、「その他区域」として扱われ
ております。前室は事務エリア（調理員エリア）に含まれると思
われますが貴市のお考えをご教授願います。

　回答No.32をご参照ください。

34 要求水準書 12 2 (3) ｲ
諸室の構成　付帯
施設

残渣保管室とは、14頁目残渣処理室等の(c)で表記されてい
る残渣保管庫と同じものとの理解で宜しいでしょうか。

　回答No.27をご参照ください。
残渣保管庫と残渣保管室は同等のものです。ご理解のとおりで結
構です。
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（仮称）川崎市北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
No. 質　問　内　容書類名 項目

箇所
回答

35 要求水準書 13 2 (3) ｳ(ｱ)e(c)
[汚染作業区域]
冷蔵庫（室）、冷凍
庫（室）

冷凍食品用冷凍庫の広さはどの程度の広さを必要と考えて
おりますでしょうか。貴市のお考えをご教示願います。

　冷凍食品で多い食品としては、コロッケ約480kg、冷凍豆腐は約
720kg、冷凍液卵約120kg、冷凍みかん約600ｋｇになります。広さに
ついてはこれらの状況を踏まえ、運営上支障のない規模を検討
し、提案ください。

36 要求水準書 13 2 (3) ｳ(ｱ)e(c)
[汚染作業区域]
冷蔵庫（室）、冷凍
庫（室）

冷凍食品用冷凍庫の広さはどの程度を想定されております
でしょうか。貴市が想定する食材又は面積等をご教示願いま
す。

　回答No.35をご参照ください。

37 要求水準書 14 2 (3) ｳ(ｱ)k(b)
[汚染作業区域]
新油庫

「新油庫の位置は、…外部から直接注入できるようにするこ
と」とありますが、納入車両が停車できる位置の外部に面した
扉を開けて、油庫内に設置してある油タンクに付属する接続
口から注入するという方法でよろしいでしょうか。その際は、油
庫内から調理施設内部へは入れないような構造とします。

　ローリー車での納入を想定しています。よって、それに対応でき、
納入時の動線や、衛生・安全面に配慮された形であれば、方法は
ご提案に委ねます。また、調理施設内部への動線等につきまして
も、調理業務や維持管理業務、緊急時の対応等に支障がないこと
を前提に、ご提案に委ねます

38 要求水準書 14 2 （3） ｳ(ｱ)l(b)
[汚染作業区域]
廃油庫

「廃油庫の位置は、…外部から直接引き取れるようにするこ
と」とありますが、引き取り車両が停車できる位置の外部に面
した扉を開けて、油庫内に設置してある油タンクに付属する
排出口から排出するという方法でよろしいでしょうか。その際
は、油庫内から調理施設内部へは入れないような構造としま
す。

　ローリー車での納入を想定しています。よって、それに対応でき、
納入時の動線や、衛生・安全面に配慮された形であれば、方法は
ご提案に委ねます。また、調理施設内部への動線等につきまして
も、調理業務や維持管理業務、緊急時の対応等に支障がないこと
を前提に、ご提案に委ねます

39 要求水準書 15 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。調達予定の蓄冷剤は、回収後、次の配送開始ま
でに冷凍庫で保管することで、十分に冷却可能となる蓄冷剤
との理解でよろしいでしょうか？

　ご理解のとおりです。

40 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)調理室の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、想定される容量をご教示
願えますでしょうか。

　1回の調理で使用する最大の食材として、生揚げ510kg.、ちくわ
200kg.、牛乳１リットルパック152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。

41 要求水準書 17 2 (3) ｳ(ｴ)
（仮称）マイコンシ
ティセンターエリア

マイコンシティセンターエリアについて下足入れ等の記載が
見当たりませんが、土足での利用をお考えでしょうか。貴市の
お考えをご教示願います。

　土足での利用を考えておりますので、下足入れは必要ありませ
ん。
　なお、マイコンシティセンターエリアを土足利用することを踏まえ、
給食センターエリアにおいては衛生上十分な対応を行ってくださ
い。

42 要求水準書 17 2 (3) ｳ(ｴ)a(c)
MC会議室
倉庫

机・椅子等必要な備品を全て収納…とありますが、貴市が想
定する机・椅子は添付資料24の備品リストとによるものと思わ
れますがの仕様（サイズ）等をご教示願います。

　机・いす共に折りたたみのもので、下記のサイズを想定しておりま
す。また、その他の事務机や事務用椅子等は収納の必要はありま
せん。
机・・・幅1800mm×奥行600mm×高さ93mm（折りたたみ時）
椅子・・・幅429mm×奥行463mm×高さ698mm

43 要求水準書 17 2 (3) ｳ(ｴ)a(c)
MC会議室
倉庫

机・椅子等必要な備品を全て収納…とありますが、机・椅子は
添付資料24に示される備品数量を収納すると思われますが
備品サイズ等をご提示願います。

　回答No.42を参照ください。

44 要求水準書 17 2 (3) ｳd 運転手控え室

運転手控え室は、調理等事業者の従業員のための休憩ス
ペース及び食事スペースと兼ねる計画として宜しいでしょう
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も問題ありません。

45 要求水準書 18 2 (3) ｳ(ｵ)d(b) 防災備蓄倉庫

添付資料8に集中備蓄倉庫としての位置付けと主な備蓄品の
記載がありますが、容量としてはどの程度の備蓄品を保管さ
れるのでしょうか。それにより、防災備蓄倉庫のスペースにつ
いて検討したいと考えますが、防災備蓄倉庫の広さについて
ご教授願います。

　要求水準書に記載のとおり、防災備蓄倉庫は、（仮称）マイコンシ
ティセンターの階段室等を利用し、１箇所設けることとしています。
その他の場所に設ける際は、階段室程度の広さを確保してくださ
い。収容する備蓄品につきましては、確保されたスペースに応じて
市にて検討いたします。

46 要求水準書 21 2 (4) ｲ(ｲ)f(b) 消防用設備等

受信器は、市職員用事務室総合盤に組み込む。とあります
が、事業者用事務室に総合盤及び受信器・市職員用事務室
に表示盤を設け、火災および誤発報は両者同時に確認でき
るよう設備を配置することは可能でしょうか。

　事業者用事務室に総合盤を設置し、受信器はその総合盤に組
み込むよう、要求水準書を修正します。市職員用事務室には、副
受信器を設けることとします。

47 要求水準書 21 2 (4) ｲ(ｲ)j(b)
防犯・モニタリング
用カメラ設備

事業者用事務室にモニターを設置する。市職員用事務室に
おいても、同様の映像が確認できるモニターを設置する。とあ
りますが、インターネット回線を通じてパソコンの画面で見るこ
とが出来れば、専用モニターは不要との解釈で宜しいでしょう
か。

　専用モニターを設置してください。

48 要求水準書 26 2 (5) ｳ(ｱ)a(a) 冷蔵庫・冷凍庫

(d)自閉式、ひじでの開閉が可能である等、汚染されにくい機
器というのはプレハブ式以外の機器という認識でよろしいで
しょうか。
また、その場合においても自閉式もしくはひじで開閉する仕
様が物理的に困難であればそれに代わる仕様または運営方
法を検討すればよろしいでしょうか。

　プレハブ式でも同様とします。
　「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。

49 要求水準書 28 2 (5) ｳ(ｱ)c(c)
スチームコンベク
ションオーブン

パススルー式とするとありますが、南部の要求水準書(案)回
答で「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。」とありましたので、北部においても安全の
確保ができれば片面式でも可能でしょうか。

　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。
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（仮称）川崎市北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
No. 質　問　内　容書類名 項目

箇所
回答

50 要求水準書 30 2 (6) ｲ
コンテナ・食器かご
等調達業務

鍵がかけられるものとありますが、鍵の形状につきましては南
京錠のような仕様で洗浄時に取り外し可能な仕様でもよろし
いでしょうか。シリンダー錠等では洗浄機で洗浄した場合に
錆びてしまう恐れがあります。

　本事業においては配膳室のスペースの関係から校内のオープン
スペースにコンテナを置く時間が生じる学校があります。そのため、
そうした場合の異物混入防止策として、施錠できるコンテナを想定
しています。
　鍵の種類については管理のしやすさ、コスト面等からシリンダー
錠を想定していますが、最終的には事業者の提案を踏まえ、協議
し決定する予定です。
　なお、南京錠については、鍵に加え錠の管理も生じることから、
市としては活用を想定していません。シリンダー錠と同等以上に管
理が容易であり、かつ、同等以上に異物混入への対応が可能なも
のであれば、シリンダー錠以外での提案も、事業者の責任におい
て可能です。

51 要求水準書 30 2 (6) ｴ(6)ｱ
コンテナ・食器かご
等調達業務

「コンテナ・食器かご等は、維持管理・運営期間内に少なくと
も１回、すべてを更新する。」とありますが、コンテナ・食器かご
等とは、事業者で調達する「コンテナ、食器かご、トレイかご」
ということでよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

52 要求水準書 30 2 (7) ｱ 施設備品等計画

市で調達する備品の更新は市で行うということでよろしいで
しょうか。各種備品の取扱いについて、「調達、所有権、維持
管理、更新、台帳管理、事業終了時の取扱いについて　等」
市と事業者の業務分担がわかるような一覧表を提示していた
だけないでしょうか。

　ご理解のとおり、市で調達する備品につきましては、市で更新を
します。
　各種備品の取扱いにつきましては、事業者が調達する、施設備
品等は、要求水準書２（７）施設備品等計画ア～エに記載のとおり
です。
　所有権につきましては、事業契約書第８条第２項にあるとおり、配
送車両を除いた、什器備品等（施設備品等、食器かご等及びコン
テナ）が、引渡しと同時に市に所有権が移転することとなります。
　施設備品等の台帳管理については、要求水準書４（１）オ（エ）備
品台帳に記載のとおり、（仮称）マイコンシティセンターエリア部分
の施設備品以外の施設備品等について、備品台帳を整備・保管し
てください。
　施設備品等の維持管理、更新、事業終了時の取扱いについて
は、要求水準書４（７）施設備品等維持管理業務のとおり、事業者
が自ら調達した施設備品等と、配送車両について、修繕、更新等
を行うものとしており、事業終了時の取扱いについては、特に要求
水準を定めていません。

53 要求水準書 34 2 (9) ｱ(ｱ)
駐車場（駐輪場を
含む。）

市職員関係の駐車場として来客・職員用２台、マイコンシティ
センター用の駐車場として１台確保するように示されています
が川崎市福祉のまちづくり条例の車いす用駐車場をいずれ
かの駐車場と兼ねる計画として宜しいでしょうか。

　車いす用駐車場を兼ねることは可能です。川崎市福祉のまちづ
くり条例に則した計画としてください。

54 要求水準書 34 2 (9) ｲ(ｱ) 配送車両置き場

（ア）配送車両の駐車スペースを場内に整備するとあります
が、南部や中部と比較しても当センターの敷地条件は大幅に
厳しく、確保が困難と思われます。配送業務について駐車ス
ペースを回収口および配送口前のスペースと兼用し建物本
体と一体化して建設することは可能でしょうか。

　配送車両の駐車スペースが事業用地内に確保でき、食材受入業
務、配送・回収業務、その他維持管理業務等給食センターの運営
業務、給食センターの衛生管理及び市の駐車スペース・マイコンセ
ンターの駐車スペース及び動線の確保ができるのであれば、可能
です。

55 要求水準書 34 2 (9) ｴ(ｱ) 門扉

出入口に門扉を設置するとありますが、車路出入口は傾斜路
となっているため門扉ではなく上下式の車止め等で侵入を防
止する計画として宜しいでしょうか。

　門扉については、敷地内への不法侵入（人・車等）を防止できる
形状・仕組みであれば問題ありません。
　なお、　スロープ部分の用地管理が十分にできるのであれば、本
施設の出入口は必ずしも傾斜路の下に作る必要はありません。

56 要求水準書 34 2 (9) ｵ(ｱ) 囲障・フェンス

…必要な箇所に囲障・フェンスを設置する。とありますが、敷
地の東側及び西側等の既存フェンス活用は可能でしょうか。
貴市のお考えをご教授願います。

　既存のフェンス活用は不可とします。要求水準書２（９）オのとおり
設置してください。

57 要求水準書 37 2 (11) ｷ(ｴ)
給食センター等の
建設要求事項

契約後速やかに仮囲いを設置とありますが、時期としてはい
つ頃を想定しているのでしょうか。

　事業契約は平成27年12月の議会での議決を想定しています。事
業者は議決後、速やかに仮囲いの手配・設置を進めてください。

58 要求水準書 39 3 (3) ｶ 試行給食

試行給食を原則２回行う事と定められておりますが、実施する
食数は何食ぐらいを想定しておりますでしょうか。

　全ての対象学校対象生徒分各約6,000食を想定しています。

59 要求水準書 40 3 (2) ｻ 竣工式支援

竣工式では招待客への試食調理とありますが、招待客数は
どの程度を想定しているのでしょうか。

　竣工式の招待者の人数について、現時点では想定はありませ
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。

60 要求水準書 42 4 (1) ｲ 用語の定義

大規模修繕の用語の定義で「（電気）機器、配線の更新を行
う修繕/（機械）機器、配管の更新を行う修繕」とありますが、
例えば給蒸気設備の更新は大規模修繕に該当するのでしょ
うか。また、市が大規模修繕に該当すると想定している機器
又は目安となる機器の想定がありましたらご教示いただけな
いでしょうか。

　想定は要求水準書４（１）イ「用語の定義」の通りです。

61 要求水準書 44 4 (1) ｺ(ｱ)
事業期間終了時の
措置及び大規模修
繕の考え方

「市は、事業期間終了後に計画的な大規模修繕を行う～」と
ありますが、大規模修繕が発生しないように計画し適切な保
全を行うも、設備自体の個体差によって事業期間中に大規模
修繕の定義にある事象（機器、配線（配管）の更新を行う修繕
など）が発生した場合は、市の負担により大規模修繕を行うと
いう理解でよろしいでしょうか。

　事業期間中の市による修繕の考えにつきましては、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。
　なお、要求水準書４（１）コ（イ）にあるとおり、事業期間中に発生
する修繕業務は、市の帰責事由、不可抗力を除き、すべて事業者
の事業範囲となります。
　また、設備自体の個体差は、調達者の責任であるため、事業者
の負担で更新を行ってください。

62 要求水準書 45 4 (1) ｺ(ｵ)
事業期間終了時の
措置及び大規模修
繕の考え方

「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」とすれば、設備等の更新回数に
ついては事業者の提案及び裁量によるものと考えてよろしい
でしょうか。

　要求水準書４（１）コ（オ）は、あくまで事業期間終了時の要求水準
です。設備等の更新回数については、事業期間終了時の状態を
基準として、更新回数等を設定されるのではなく、終了時の状態に
加えて、事業期間を通じて要求水準を満たすことを前提として、事
業者の提案及び裁量によるものとします。
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（仮称）川崎市北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
No. 質　問　内　容書類名 項目

箇所
回答

63 要求水準書 50 4 (6) 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。

64 要求水準書 50 4 (6) ｲ(ｲ)
修繕・更新（補充）
業務

「事業期間終了後に、その後3年間は更新を必要とせず使用
できる状態」とすれば、コンテナ・食器かご等の備品の更新回
数については事業者の提案及び裁量によるものと考えてよろ
しいでしょうか。

　要求水準書2(6)ｴのとおり、コンテナ・食器かご等は、維持管理・
運営期間内に少なくとも1回、全てを更新してください。それ以外の
更新時期及び回数については、事業者の提案を併せ市との協議と
します。

65 要求水準書 52 4 (8) ｲ(ｶ)b(a) 給食エリア

窓ガラス、網戸は、月１回以上清掃する。とありますが、通常
開閉する箇所のガラス、網戸は月１回以上清掃。通常開閉を
想定していない排煙窓に設置する網戸、高所の足場を使用
して清掃する窓ガラスについては、天井・内壁などと同様に
適切に実施との考えで宜しいでしょうか。

　御理解のとおりです。特にカビの集落が生じた場合の処理等、衛
生管理面で適切な処理がとれるようにご留意ください。

66 要求水準書 59 5 （1） ｴ 提出書類

運営報告書、維持管理報告書は、日報、月報、年報でよろし
いでしょうか。P.43の維持管理業務報告書については四半期
毎の提出も記載がありましたがいかがでしょうか。

　事業契約書63条に記載したとおり四半期ごとの提出も必要です。
要求水準書を修正します。

67 要求水準書 68 5 （6） ｴ 廃油処理等

給食センターで排出される廃油については市でリサイクルと
ありますがこちらは事業者側の業務には含まず、市とリサイク
ル業者で直接業務をご契約されるという解釈で宜しいでしょう
か。

　ご理解のとおりです。

68 要求水準書 71 5 (9) ｲ(ｲ)
食物アレルギー対
応食の提供

想定となると思いますが、アレルギー食の項目毎提供食数を
お示しください。（例えば、全除去が30食、小麦除去が20食
等）

　アレルギー対応食については、卵・乳・小麦の個別除去及び組
合せでの除去、全除去を想定しております。なお、それぞれの食数
の想定はありません。

69 要求水準書 71 5 (9) ｲ(ｲ)b
食物アレルギー対
応食の提供

1日60食程度との事ですが、程度とはどのくらいの幅があるの
でしょうか？

　食物アレルギー対応食については、市の小学校での割合を元に
算出しているため、実際の運営時の詳細の数は不明です。ご提案
の際には、１日６０食のうち幅は前後数食とお考えください。

70 要求水準書 75 5 (9) ｽ
市内他の給食セン
ターとの連携

市内の他の給食センターとの連携については現状どのような
ものを想定しているのでしょうか。

　要求水準書に記載したとおり、市としては３センターで一体として
川崎市中学校給食を担うと考えており、市内での公平なサービス
の円滑な提供のためには、情報共有や非常時における連携等が
不可欠と考えております。
　そのため、例えば、情報・知見の共有による効率的な事業実施を
目的とした協議会を年3回程度開催すること等を想定しています。

71 要求水準書 添付資料7
年度別生徒数・学
級数

平成３２年度までの生徒数の記載ありますが、平成３３年度以
降の予測等ありましたらご教示ください。

　入札説明書別紙１に提示した数値を前提にご提案ください。

72 要求水準書 添付資料12 食缶等

一度に配送する食缶数は最大で二重保温食缶5個に加え、
ふりかけ等を配缶する容器としてソースポット等を考慮する想
定でよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

73 要求水準書 添付資料19
生徒数・学級数・教
職員数

平成26年度では6200食（生徒数、教職員数を合算）の方がい
ますが、事業開始後は、6,000食を超えないとの認識でよろし
いでしょうか？

　要求水準として事業者に求める供給能力は１日6,000食です。

74 様式集 様式3-9 会社概要

様式3-9を会社概要パンフレットで代用する場合には、様式
3-9には参照を促すなどして主な内容のみ記載すればよろし
いでしょうか。

　ご理解のとおりです。

75 様式集 様式6-1
事業提案書に関す
る共通事項

事業提案書には、応募企業や関心表明書取得企業の会社
名を明記してもいいということでしょうか。

　企業名等を明記していただいて結構です。

76 様式集 様式6-1
事業提案書に関す
る共通事項

様式の余白や枠は見やすいように調整してもよろしいでしょう
か。

　構いませんが、提案書全体では見やすいようにしてください。

77 様式集 様式7-16①、②
サービス購入料支
払予定表

事業契約書別紙4-1において、変動料金の算定にあたって
は、「稼働日ごとの提供給食数をそれぞれ100食単位で切り
上げて算定する」とありますが、提案時においては、様式7-16
に指定される食数に単価を乗じて変動料金を算出することで
よろしいでしょうか。

　質問回答No.16をご参照ください。

78 様式集 様式12-5
ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの縮
減

模様替え等の改善コスト縮減方策とありますが、ここでいう模
様替えとは、別の仕様を用いてつくり替え、性能や品質を回
復させる工事のこと。との認識で間違いないでしょうか。

　当該項目については、主に事業期間中における各諸室等のレイ
アウト変更等を想定しております。

79
落札者決定基
準

4 3 (3) ｲ 総合評価

「参加者が多数になると見込まれる場合は、提案審査を多段
階により実施する事がある。」とありますが、「多数」と判断され
る具体的な想定数はありますか。
また逆に、参加者数が１グループの場合でも入札は成立する
との理解でよろしいでしょうか。貴市のお考えをご教示願いま
す。

　前者については、具体的な想定は現時点ではありません。入札
参加数決定後、審査委員会にて協議し決定します。
　後者については、１グループでも入札は成立します。
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