
（仮称）川崎市中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）

3
第4条第1項第11
号

会計監査人の設置
に関する定款の定
め

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構い
ません。
　基本協定書（案）に記載したとおり、会計監査人設
置に関し定款に記載する必要があるだけであり、会
計監査人の設置は必須ではありません。

2 基本協定書(案) 7 第11条第3項 仮契約の期日

仮契約締結の期日が、第7条1項では、「平成27年
10月30日まで」、第11条3項では「平成27年11月上
旬」となっていますが、どちらが正でしょうか。

　第7条第1項の「平成27年１0月30日」が正しく、第
11条第3項を修正します。

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 1 2 第19条第１項
本件業務に関する
保証

ここで求める契約保証金は、第１項による契約保証
金の納付、第２項による担保提供と第３項による免
除措置、または第１項、第２項と第４項を組み合わせ
て第19条第１項に規定する金額以上を満足するよう
にしてもよろしいでしょうか。

　問題ありません。

5
事業契約書
（案）

12 1 2 第19条第3項
本件業務に関する
保証

第１９条第３項の本文に「保険金額は、第１項第１号
に掲げる金額」とありますが、第１９条第３項第２号に
定める履行保証保険を付保して契約保証金の納付
を免除しようとする場合、設計業務を行う者、建設業
務を行う者及び工事監理業務を行う者をして締結さ
せる保険の保険金額合計額が第１項第１号に規定
する金額以上となればよろしいでしょか。念のため確
認させてください。

　問題ありません。

6
事業契約書
（案）

12 1 2
第19条第3項第2
号

本件業務に関する
保証

第１９条第３項第２号に定める履行保証保険を付保
して契約保証金の納付を免除しようとする場合、設
計業務を行う者、建設業務を行う者及び工事監理
業務を行う者をして締結させる履行保証保険は、貴
市との事業契約書のほかに事業者と各業務担当企
業との間の請負契約書が締結されていないと契約
できませんので、本号の免除措置を利用する場合
は、各請負業務契約締結（各請負業務の着手）まで
に履行保証保険契約を締結すればよいと理解して
よろしいでしょうか。

　問題ありません。

7
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。

8
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。ご教授願います。

　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。

9 事業契約書(案) 20 2 3 第33条第3項
本件施設の設計業
務

市が行う設計説明会の開催回数等、現状での想定
を教えてください。

　現状では、学校給食センター地域住民に対して1
回、給食配送校の地域住民に対して各校1回を想
定しておりますが、状況により複数回の開催も想定
されます。

10
事業契約書
（案）

28 2 6 第51条第3項
事業者による本件
施設の竣工検査等

本号でいう保険の証券の写しとは、別紙６の項番２
で示す開業準備期間中及び引き渡し後に付す保険
の写しと理解しています。損保会社が保険証券を発
行するためには保険料の払い込みが済んでいること
が必要で、保険証券を発行するためには、通常１ヶ
月以上の時間を要します。
別紙５に定める竣工図書に保険証券を添付しようと
すると、事業者は竣工検査の１ヶ月以上前に保険料
を支払うことが必要になり現実的ではありませんの
で、別紙６の付記事項にある考え方を尊重して保険
証券については、保険契約を締結したときは遅滞な
く保険証券の写し若しくはそれを証明するもの（付保
証明書など）を提出すればよいと理解してよろしいで
しょうか。なお、保険契約は要求される期間付保する
ことが前提です。

　ご理解のとおりです。

11
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。

No. 質　問　内　容書類名 項目
箇所

回答
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頁 章 節 項
No. 質　問　内　容書類名 項目

箇所
回答

12
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。

13 事業契約書(案) 30 2 6 第55号第5項 本施設の瑕疵担保

「事業者の責めに帰すべき事由により本件事業期間
内に本件施設に不具合が生じた場合には、事業者
負担により適切な処置を講じる｣とありますが、第1
項、2項で瑕疵修補請求または損害賠償請求、相当
な期間（民法上の瑕疵担保期間（10 年））を定めて
おり、社会通念上、事業者に過度な負担を求めてい
ると考えます。第5項を削除願います。

　原案のとおりとします。
　なお、第５項は施設引渡後において生じた不具合
に関するリスク分担を示しており、建設工事における
リスク分担を示したものではありません。

14
事業契約書
（案）

39 5 第72条
既払いサービス購
入料の返還

「国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和31
年政令第337号）」第37条第１項に規定する財務大
臣が定める率とは、何％でしょうか。ご教示ください。

　財務省の告示をご確認ください。

15
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。

　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。

16 事業契約書(案) 40 6 1 第77条第5項
本件業務の終了に
伴う検査及び支払

本項に記載のある「サービス対価」とは、サービス対
価D及びEとの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）

43 6 2
第80条、81条、
82条

引渡し前の解除の
効力等、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

事業者がプロジェクトファイナンスにより資金調達を
行う場合、事業者の契約上の債権に対する譲渡担
保の設定を受けることが一般的と考えます。一方、
第80条、81条、82条において、サービス購入料A･B
の支払請求権と違約金との相殺によってサービス購
入料A･Bの支払請求権が減額される規定となってい
るため、金融機関によるファイナンスに支障がでると
予想されます。そのため、第80条、81条、82条にお
けるサービス購入料A･Bの支払請求権との相殺がな
されないように、事業契約書（案）の文言を修正いた
だけますでしょうか。

　原案のとおりとします。

18
事業契約書
（案）

43 6 2
第80条、81条、
82条

引渡し前の解除の
効力等、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

市におけるコストメリットと構成員の財務の安定性を
追求すべく、従来型のプロジェクトファイナンスに留
まらないファイナンススキームでの提案を考えており
ます。当該ファイナンススキームでは、第53条の「引
渡し」後、事業者がサービス購入料Bの支払請求権
を譲渡した際に、当該譲渡に対して市による債権譲
渡承諾が必要となるため、当該債権譲渡を前提とし
た提案（当該ファイナンススキーム採用によるコストメ
リットを反映）を行い採択された場合、当該債権譲渡
承諾を行っていただけますでしょうか。

  質問No.17の回答にも関係しますが、ご提案の債
権譲渡の有無は入札条件に関わると考えており、そ
れゆえ、ご提案のファイナンススキームは受け入れら
れません。

19 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。

　ご指摘のとおりですので修正致します。

20 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

「第1項の違約金支払請求権」は、「第2項の違約金
支払権」の誤記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致します。

21
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。

22
事業契約書
（案）

53 8 第99条 付保すべき保険

本件業務の開始までに別紙６の保険を締結するよう
要請がありますが、これは本件業務の各業務開始ま
でに契約を締結すればよいと理解すればよろしいで
しょうか。念のため確認します。

　ご理解のとおりです。

23
事業契約書
（案）

53 8 第99条 付保すべき保険

本件業務の開始までに別紙６の保険証券の写しを
市に提出するよう要請がありますが、保険証券を発
行するためには通常１ヶ月以上の時間を要しますの
で、別紙６の付記事項にあるように保険契約を締結
したときは遅滞なく保険証券の写し若しくはそれを証
明するもの（付保証明書など）を提出すればよいと理
解してよろしいでしょうか。なお、保険契約は要求さ
れる期間付保することが前提です。

　回答No.10をご参照ください。

24
事業契約書
（案）

55 10 第105条 遅延損害金

「政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和
24年法律第256号）」第８条に定める率とは、何％で
しょうか。ご教示ください。

　財務省の告示をご確認ください。
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頁 章 節 項
No. 質　問　内　容書類名 項目

箇所
回答

25
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、参考とすべき誓
約書（案）はご提示頂けるのでしょうか。

　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。

26
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。ご教授願います。

　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。

27 事業契約書(案) 70
別紙
4-1

1 (2)ｲ サービス購入料A

サービス購入料Aは、交付金の増減により変動はな
いとの理解でよろしいでしょうか。サービス購入料A
の変動により、同Bの金利増加負担等が生じた場
合、市が負担して頂けるのでしょうか。

　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。
　また、サービス購入料Aの変動は想定しておりませ
ん。

28 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。

29 事業契約書(案) 76
別紙
4-1

3 (1)ｱ 対象となる費用

対象となる建設工事業務費とは、様式7-12表中の
「建設費」との理解でよろしいでしょうか。

　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。

30 事業契約書(案) 76
別紙
4-1

3 (1)ｲ 改定方法

改定された場合の増減は、サービス購入料Bで増減
されるとの理解でよろしいでしょうか。その場合、
サービス購入料Bの元本増加による金利増加負担
が生じた場合、市が負担して頂けるのでしょうか。

　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。
　なお、サービス購入料Bの元本の減少に伴い金利
負担が減少した場合、市は減少後の元本および金
利を支払うものとします。

31 事業契約書(案） 76
別紙
4-1

3 (1)ｲ 改定方法

サービス購入料Ａ及びサービス購入料Ｂについて
は、物価変動に基づく改定の申し入れを行うことが
出来る旨の規定がございますが、1.5%以上の指標
変動がある場合でも改定がされないことも想定され
ますでしょうか。

　改定の申し入れがある場合には改定を行うことを
想定しています。

32 事業契約書(案) 76
別紙
4-1

3 (1)ｲ 改定方法

改定方法の指標の比較が「入札提出書類の締切日
が属する月」と「建設工事着工日の属する月の前3
か月分の平均値」となっていますが、昨今の資材・
労務費の高騰を考慮し、工事着工以降、竣工時ま
での改定の項目も加えて頂きたくお願いします。

　原案のとおりとします。

33
事業契約書
（案）

92
別紙
6

2
開業準備期間中及
び引き渡し後に付
す保険

開業準備期間中及び引き渡し後に第三者賠償責任
保険を付すよう要求がありますが、保険の期間が維
持管理・運営開始日から維持管理・運営終了日まで
とする、となっております。
開業準備期間開始日が引渡し完了日よりも早い場
合は、保険の期間は開業準備期間開始日から維持
管理・運営終了日までという理解でよろしいでしょう
か。念のため確認します。

　保険の期間については開業準備期間開始日から
維持管理・運営終了日までとします。該当箇所を修
正します。
なお、引き渡し完了後に開業準備期間開始となりま
す。

34
事業契約書
（案）

92
別紙
6

2
開業準備期間中及
び引き渡し後に付
す保険

開業準備期間中及び引き渡し後に付保する第三者
賠償責任保険は、保険の期間中、期間１年程度の
保険契約を都度更新して付保することでもよろしい
でしょうか。念のため確認します。

　ご理解のとおりです。

35
事業契約書
（案）

92
別紙
6

3 その他の保険

引き渡し後、貴社が所有する本施設の建物・設備に
対して、貴市は共済等火災保険に類似する共済・保
険に加入されますか。加入される場合の共済・保険
内容についてご教示ください。

　施設引渡し後においては、市が社団法人全国市
有物件災害共済会による「建物総合損害共済事業」
に加入します。

36 事業契約書(案) 101
別紙
8

2 (7)ｱ
財務状況（事業期
間）

財務状況のモニタリング方法において「会社法上の
大会社に準じた公認会計士又は監査法人の･･･」と
ありますが、SPCの特性を鑑みると「会社法上の大会
社に準じた」監査を実施する必要性が感じられませ
んので、「会社法上の大会社に準じた」を削除いた
だくよう、ご検討お願いします。

　提案のとおり、削除します。

37 事業契約書(案） 101
別紙
8

2 (7)ｱ
財務状況（事業期
間）

財務状況に関するモニタリング方法について『会社
法上の大会社に準じた公認会計士又は監査法人の
監査済の計算書類』とありますが、大会社に準じた
監査となりますと、一般的な会計監査以上の手続き
となり、貴市財政負担が相当額増加してしまいます
ので、『大会社に準じた』の記述を削除することをご
検討頂けませんか。

　回答No.36をご参照ください。
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頁 章 節 項
No. 質　問　内　容書類名 項目

箇所
回答

38 事業契約書(案) 111
別紙
11

保証書（案）

本件建物、調理設備、施設備品、調理用器具及び
配送車両の瑕疵の補修及び賠償リスクを構成員間
で明確化することを目的に、各構成員が負う瑕疵リ
スクを明記（追記）したうえで、構成員毎に提出して
もよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。
　なお、別紙11については、事業契約書（案）に記
載したとおり「本件工事の受託者・請負人等をして」
市に提出頂くことを想定しています。

39 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
市中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）川崎市中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。

40 入札説明書 7 3 (1) ｱ(ｵ)
入札参加者の構成
等

（オ）に記載のある「複数事業の入札参加に係る誓
約書」の提出対象は協力企業にも及ぶという認識で
よろしいでしょうか。ご教示下さい。

　ご理解のとおりです。

41 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。

42 入札説明書 18 4 (3) ｻ(ｲ) 提出方法

様式5－3「入札条件及び要求水準に関する誓約
書」も様式5－2と同封すればよろしいでしょうか。ご
教示下さい。

　ご理解のとおりです。

43 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。

44 入札説明書 26 7 （2） ｲ
開業準備期間中の
保険

第三者賠償責任保険に加入するとともに、必要な保
険に加入するよう指示がありますが、必要な保険の
内容については提案者に委ねら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。

45 要求水準書 1 1 (2) ｳ
給食センターの設
計及び建設に関す
る業務

“計画に支障となる、事業用地内の杭等の地中埋
設”とありますが、既存埋設杭等については支障に
ならなければ残置したままで良いという理解でよろし
いでしょうか。

　ご理解のとおりで結構です。

46 要求水準書 3 1 (3) ｳ インフラ整備

添付資料を確認すると、本計画地接道道路の既設
下水管は細く、給食センターの配管を繋げるには脆
弱と思われますが、給食センター開設までに増強さ
れる予定は有りますでしょうか。
または、本計画地の西側動物愛護センター計画地
の西側接道道路には本管が埋設されているようで
す。動物愛護センター計画地も市の持ち物と思いま
すので、給食センターの配管を本管へ直接繋げる
ために、動物愛護センターの敷地内に給食センター
の配管を埋設することは可能でしょうか。

　敷地北側の下水道本管は800φの為、本管として
十分と考えますので、増強等の予定はありません。

47 要求水準書 12 2 (3) ｲ
諸室構成　給食エリ
ア

前室について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。「学校給食衛
生管理基準」ではその他区域に含まれることから、
本表において調理員エリアに含まれる部屋と考えら
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。

48 要求水準書 12 2 (3) ｲ
諸室構成　付帯施
設

残渣保管室とは、14頁目の残渣処理室等の（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.47をご参照ください。

49 要求水準書 13 2 (3) ｳ(ｱ)a(a) 荷受け研修室

aの(a）において、食材の納品形態としてカット野菜
の納入予定はありますでしょうか。ある場合は、納品
される野菜の種類をご教示下さい。

　冷凍以外のカット野菜を使用する予定は、現在の
ところありません。

50 要求水準書 14 2 (3) ｳ(ｱ)e(c)
[汚染作業区域]冷
蔵庫（室）、冷凍庫
（室）

冷凍食品用冷凍庫はどの程度の広さを想定されて
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400kg、
ハンバーグ約400kg、冷凍豆腐は約600kg、冷凍液
卵約100kg、冷凍みかん約500ｋｇ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。
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頁 章 節 項
No. 質　問　内　容書類名 項目

箇所
回答

51 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。

52 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。

　ローリー車での回収を想定しています。よって、そ
れに対応でき、回収時の動線や、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。

53 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。

54 要求水準書 16 2 (3) ｳ(ｲ)a(c)
事務エリアのうち一
般エリア

「来客用の下足入れ（50人程度）を設置する」との記
載がありますが、見学通路等を設けない提案とする
場合でも、50人分が必要でしょうか。

　見学用通路等を設けない場合であっても、栄養士
研修等に使用するため50人分の下足入れとスリッパ
を設置してください。

55 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、事象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。

56 要求水準書 21 2 (4) ｲ(ｲ)g(b)
テレビ共同受信設
備

「配線を、研修室、市職員用事務室、事業者用事務
室～に引き込む」とありますが、要求水準書30頁の
「市職員用事務室」備品リストにはテレビの記載があ
りません。市職員用事務室のテレビは貴市にて調達
するとの理解で良いでしょうか。事業者にて調達が
必要な場合には貴市が想定する仕様等をご教示く
ださい。

　市職員用事務室のテレビについては、事業者にて
調達をしてください。また、仕様につきましては、地
上デジタル放送対応テレビで画面サイズが２０イン
チ程度のもの１台を想定しております。要求水準書
を修正します。

57 要求水準書 22 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。

58 要求水準書 22 2 (4) ｳ(ｲ)a(f) 換気・空調設備

市職員用事務所で確認できるようにと記載がありま
すが、確認のみ可能ということで良いのでしょうか。
(操作はしないということでしょうか。)

　市で空調設備等の消し忘れ等を確認することを趣
旨としますが、確認の結果操作を行う場合もあるの
で、操作はできるようにしてください。

59 要求水準書 30 2 (7) ｱ(ｱ) 市職員用事務室

FAX機・コピー機の備考欄に「市職員が使用した紙
代等は市が負担する」との記載がありますが、印刷
枚数に応じて変動する「チャージ料」（トナー代・保
守料等）も貴市にて負担頂けるとの理解で良いで
しょうか。

　紙代及びトナー代を市で負担することを想定して
います。その他のチャージ料、保守料等について
は、事業者にて負担するものとします。

60 要求水準書 30 2 （7） ｱ(ｱ) 施設備品

施設備品調達品目のうち、コピー機、AEDをリース
で調達することは可能でしょうか。またリースで可能
な場合、その対価はサービス購入料Dに算入すると
考えてよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

61 要求水準書 31 2 (7) ｱ(ｵ) 研修室

研修室の備品として、ＡＶ装置一式の備考欄に記載
の「スクリーン」と「投影用スクリーン　1幕」の計2幕が
必要でしょうか。

　研修室に用意するスクリーンは１幕で構いません。
要求水準書を修正します。

62 要求水準書 32 2 （7） ｳ(ｴ) 配送車両

配送車両の調達をリースで行った場合、その対価は
サービス購入料Dに算入すると考えてよろしいでしょ
うか。

　ご理解のとおりです。

63 要求水準書 34 2 (9) ｷ(ｳ) 外灯

…本事業の計画に支障がある場合は市と協議の上
移設等の対応を取ること。とありますが、移設が必要
となった際の移設場所は当事業地内と考えて宜しい
でしょうか。若しくは、撤去も考えて宜しいでしょう
か。

　原則として敷地内の移設としますが、市との協議に
より撤去とする場合もあります。
　なお、敷地外への移設は想定していません。

64 要求水準書 35 2 (11) ｲ(ｳ) 安全対策

「登校時間帯の午前8時から午前8時30分までの間
は車両の出入は行わないこと。」とありますが、自転
車（軽車両）は対象外と考えてよろしいでしょうか。

　対象外としますが、児童生徒の安全確保に十分配
慮してください。
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No. 質　問　内　容書類名 項目

箇所
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65 要求水準書 36 2 (11) ｷ(ｳ) 作業日・時間

作業日・時間が、原則月曜日～土曜日(祝日除く）、
午前8時30分～午後6時までとなっていますが、施設
整備期間の設定が厳しく、また確実に施設の引渡し
の遂行、良質な品質を確保するためにも、「原則、月
曜日～土曜日、午前8時～午後6時」として頂けませ
んでしょうか。

　原案のとおりとします。

66 要求水準書 37 2 (12) ｱ
給食センターの工
事監理要求事項

前回の要求水準書(案)にも「工事監理は第三者監
理方式」との記載があり質疑回答されていますが、
改めて確認します。本件の「第三者監理方式」とは
「設計業務と監理業務を行う者は、同一企業内に
あっても別個人であれば問題ない」との解釈で宜し
いでしょうか。

　ご理解のとおりです。

67 要求水準書 45 4 (1) ｺ(ｴ) 備品台帳

備品の管理システム等は、要求水準を満たす限りで
事業者の提案によるとの理解で良いでしょうか。「貴
市指定の備品シール貼付が必要」「貴市指定書式
での台帳管理が必要」等の条件がありましたらご教
示ください。

　備品の管理方法についてはご理解のとおりです
が、施設備品等につきましては配送車両を除き、市
において市の備品台帳に登録しますので、事業者
は市の発行する備品管理シールを貼り付けてくださ
い。

68 要求水準書 47 4 (3) ｲ(ｴ)
建築設備維持管理
記録の作成、保管
及び提出

「建築設備維持管理記録は、すべて電子データ化
して」とは、自動モニタリング計測等による自動記録
のデータを意味するものではなく、例えば、手書き記
録文書をPDF化するなどの電子データを含むとの理
解でよろしいでしょうか。
また、これをもって必ずしも、自動モニタリング計測
等による自動記録を推奨する意図はなく、環境計測
等はリスクに応じた管理記録方法を提案するとの理
解でよろしいでしょうか。
さらに、これらは警備業務を除く維持管理業務全般
に共通するとの理解でよろしいでしょうか。

　前段についてはご理解のとおりです。
　中段については、ご理解のとおり、当該項目は
データの管理を目的として記載しているため、計測
方法等まで制限するものではありません。
　また、後段についてはご理解のとおり、維持管理
業務全般に共通します。

69 要求水準書 49 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。

70 要求水準書 52 4 (8) ｲ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。

71 要求水準書 52 4 (8) ｲb(b) 事務エリア

市職員が利用する事務室の日常清掃（除塵・廃棄
物の集積所への運搬等）も事業者で行うという認識
で良いのでしょうか。その場合、清掃員の立入時間
帯・実施頻度等の想定又は制限がありましたらご教
示ください。

　前段についてはご理解のとおりです。後段につい
ては、立入時間帯の制限はありませんが、1日1回以
上実施してください。

72 要求水準書 54 4 (9) ｱ 警備業務

日中の常駐警備は仕様標準でしょうか。関係者不在
時と同様緊急時に30分以内で現場に到着できる体
制を整備できれば、機械警備の体制でもよろしいで
しょうか。

　ご理解のとおりです。

73 要求水準書 54 4 (9) ｲ(ｱ)a,e 警備業務

「ａ　警備業務は、毎日24時間対応とする。」「ｅ　夜
間、休日等は機械警備を標準とし、･･･」との記載が
ありますが、平日の日中については、警備員の常駐
が必要でしょうか？

　必須ではありません。事業者の提案といたします。
なお、回答No.72もあわせてご参照ください。

74 要求水準書 63 5 (3) ｱ(ｹ)c 釜調理業務

Cに記載のある「カート移動の調理従事者」はどの作
業を行う調理従事者を示しますでしょうか。ご教示下
さい。

　食缶等に配缶したものをカートで運搬する作業で
す。

75 要求水準書 63 5 (3) ｱ(ｻ)d 和え物調理業務

ｄに記載のある「カート移動の調理従事者」はどの作
業を行う調理従事者を示しますでしょうか。ご教示下
さい。

　回答No.74をご参照ください。

76 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。

77 要求水準書 69 5 (8) ｳ 実習等対応

「栄養士実習及び中学生の職業体験等について市
の支援を行う」とありますが、中部の要求水準書には
一般的な実習が行える調理台等の要求の記載はあ
りません。実習及び職業体験は給食エリア内で行わ
れ、専用ロッカーを備える程度の対応は必要との考
えで宜しいでしょうか。
また、栄養士実習とはどの様な方が対象で、１回に
何名がどの様な実習を行うとの想定をしているので
しょうか。

　栄養士実習及び中学生の職業体験のための体験
専用の調理台及び専用ロッカーの設置の必要はあ
りません。栄養士実習の対象者は、栄養士・管理栄
養士養成学校の学生で、1回に2～3名程度を想定
しています。
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78 要求水準書 69 5 (8) ｳ 実習等対応

栄養士実習」とは、川崎市の栄養士が行う実習とい
う認識でよろしいでしょうか。また実習はどのような内
容を想定していますでしょうか。ご教示下さい。

　給食センターの栄養士の仕事についての実習で
すので、調理を行うことはありませんが、給食エリア
にて作業を見学します。

79 要求水準書 70 5 (9) ｱ(ｱ)a
その他運営業務に
関する特記事項

「献立は原則２種類とする」と記載がありますが、主
菜・副菜の調理形態の組合せで、「焼き物・焼き物」
「焼き物・蒸し物」の組合せを想定されていますで
しょうか？

　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。

80 要求水準書 70 5 (9) ｱ(ｱ)a
その他運営業務に
関する特記事項

「献立は原則２種類とする」と記載がありますが、主
菜・副菜の調理形態の組合せで、「焼き物・焼き物」
「焼き物・蒸し物」の組合せを想定されている場合、
副菜の献立として考えられている「焼き物」及び「蒸
し物」の参考献立例、一人当たりの喫食グラム数、
大きさ等をお示し頂けませんでしょうか？

　副菜の参考献立として、ボイル野菜は、釜で茹で
ることができない場合は、スチームコンベクション
オーブンで蒸し調理します。また、シュウマイを蒸す
こともあります。ボイル野菜の1食当たりのg数は、60
～70ｇ程度を想定しています。

81 要求水準書 添付資料1
事業用地引渡し概
要

施工計画（仮設工事、土工事）、費用を算出するに
あたり、上下水道局上平間管理公舎部分（青いエリ
ア）の建物解体し更地となる際の計画（粗整地）地盤
レベルをお示しください。

　既存建物解体後の地盤レベルをお示しできる資
料は、ございませんが参考資料として３月２５日に、
平間宿舎７号棟、８号棟解体前当時の測量図を公
表させていただいています。なお、建物解体後にレ
ベル等が変わることが予想されますので、この資料
は提案の前提となるレベル測量図ではなく契約後事
業者にて設計に必要な測量を実施することを踏まえ
てご提案ください。

82 要求水準書 添付資料1
事業用地引渡し概
要

貴市によって実施予定の上平間管理公舎解体工事
において、既存杭はGL-2000まで撤去とのことです
が、自転車保管所部分の杭は手を付けず残置のま
まという事でしょうか。
またその場合、自転車保管所部分の既存杭の位
置、本数及びサイズ等が分かる資料は今後公表さ
れるご予定でしょうか。

　前段につきましては、ご理解のとおりです。
　後段につきましては、残置杭の位置、本数及びサ
イズ等について、解体済みの建物の杭の図面等が
現存しないため、参考資料を用意しますので、川崎
市教育委員会中学校給食推進室にて、閲覧できる
ようにいたします。閲覧期間は下記のとおりです。閲
覧を希望する事業者は、閲覧日時を調整させてい
ただきますので、平成２７年５月11日１７時までに、
メール（下記アドレス参照）にて中学校給食推進室
まで閲覧希望日時を明記の上、その旨申し出てくだ
さい。

＜閲覧期間＞
平成27年4月30日（木）～5月1日（金）、5月7日（木）
～8日（金）、5月12日（火）～15日（金）の9時～12
時、13時～17時

中学校給食推進室　電子メ-ル
88chukyu@city.kawasaki.jp

83 要求水準書 添付資料1
事業用地引渡し概
要

既存埋設杭、フェンス、照明、舗装等の仕様や正確
な位置等の資料を頂けないでしょうか。特に杭につ
いては計画及びコストに大きく関わりますので、ご教
示頂きたく存じます。

　杭につきましては、回答No.82のとおりです。
　その他につきましては、資料を追加で公表させて
いただき、それに伴い要求水準書も修正いたしま
す。
　ただし、追加する資料につきまして、位置、数量等
については、現況を優先するものとします。

84 要求水準書 添付資料1
事業用地引渡し概
要

上下水道局上平間管理公舎を市にて解体撤去する
範囲ですが、既存公舎周り・敷地内の囲障及びその
基礎、階段、塀、および敷地内の倉庫、自転車置
場、電柱、電灯、上下水道管、ガス管、樹木・植栽
（残置指定以外）も解体撤去されるとの理解でよろし
いでしょうか。

　市による上下水道局上平間管理公舎の解体工事
において、概ね撤去いたしますが、一部フェンス布
基礎等は残置となります。残置範囲を示した資料を
追加で公表させていただきます。

85 要求水準書 添付資料1 用地計画図

計画敷地および隣接用地（動物愛護センター用地）
と周辺道路、南側隣接地とのレベル（高低差）がわ
かる資料を開示ください。

　回答No.81をご参照ください。

86 要求水準書 添付資料25 通学路

資料で示される通学路のうち通学時間帯に自動車
の通行を禁止している区域はありますでしょうか。該
当区域がありましたら区域と規制時間帯のご提示を
お願いします。

　事業者にてご確認の上、ご提案ください。

87 要求水準書 添付資料26 仮囲い

①～⑥迄の手順が記載されておりますが、②→③の
際に市で設置した仮囲いＢの撤去費用については
市での発注の為、当事業費とは別途（市の負担）と
考えて宜しいでしょうか。

　要求水準書添付資料26にお示ししている仮囲いB
につきましては、事業者の費用負担にて撤去してく
ださい。仮囲いBは管理用の木柵を予定していま
す。

88 様式集 様式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(様式7～13）について、
正・副本とも企業名（構成員、協力企業等）の記載を
してもよいとの理解でよろしいでしょうか。

　企業名を記載して構いません。

89 様式集 様式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。

　回答No.88をご参照ください。
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90 様式集 様式2-4
事業提案書に関す
る共通事項

電子データのファイル形式にて、Excel様式以外の
Word様式に関しては、テキスト選択できるPDFのみ
提出でも可能でしょうか。ご検討の程宜しくお願い致
します。

　様式集提出書類作成要領１（４）のとおり、各様式
の指定に従い、Microsoft　Wordのファイルも提出く
ださい。

91 様式集 様式3-2
構成員および協力
企業一覧表

「本事業における役割」の欄は、担当業務を記載す
るという認識でよろしいでしょうか。ご教示下さい。

　ご理解のとおりです。

92 様式集 様式3-2～3-10 代表者氏名

構成員、協力企業の代表者氏名(所在地、照合･名
称)は、市工事請負融資各業者名簿又は業務委託
有資格業者名簿に登録した、契約等を行う受任者
(代理人)氏名でよろしいでしょうか。当社の場合、受
任者(代理人)を支店長名で登録している場合、代表
者名は支店長名でよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

93 様式集 様式3-3 事業実施体制

融資機関に関しましては、企業名の表記は必ず必
要でしょうか。参加表明書類提出時の段階では、数
社の金融機関の条件等の比較検討を行っている可
能性もありますので、ご配慮頂けますでしょうか。

　様式3－3にの記載する企業名につきましては、代
表企業、構成員、協力企業以外の企業名の表記は
必須ではありませんが、提案時の提出書類には表
記が必要です。

94 様式集 様式3-4 委任状

様式3-4の「委任者」欄には「協力企業」の記入は不
要との理解でよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

95 様式集 様式3-4 委任状

各構成員（委任者）から代表企業（受任者）へ、委任
事項について権限の委任をしていますが、代表企
業の代表者（委任者）から担当者（代理人）への委
任状は、入札時まで不要との理解でよろしいでしょう
か。

　様式5-4の委任状についてのご質問であれば、入
札時にご提出いただければ結構です。

96 様式集 様式7-4 事業計画

特別目的会社の管理運営に関する提案が求められ
ていますが、ここでいう管理運営とは定義づけされた
用語ではないですが、一般的にいう管理・運営と置
き換えて差し支えないでしょうか。

　ご理解のとおりです。

97 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。

　ご理解のとおりです。

98 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。
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