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（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業 各書類修正箇所 

No 書類名 頁数・該当箇所 修正後 修正前

１

事業契約書（案） P70 サービス購入料Ａの算定対象 

給食センターの設計及び建設に関する業務
サービス購入料Ａ

の算定対象

・・・ ・・・

・施設備品等調達業務

 ・・・ ・・・

サービス購入料Ａの算定対象 

給食センターの設計及び建設に関する業務
サービス購入料Ａ

の算定対象

・・・ ・・・

・施設備品調達業務 ○

・・・ ・・・

２

事業契約書（案） P92 ２ 引き渡し後に付す保険 

第三者賠償責任保険 

(ｱ) 保険契約者    ：事業者、請負人等 

(ｲ) 被保険者     ：事業者、請負人等及び市 

(ｳ) 保険の対象    ：本件施設の使用、維持管理及び運

営の欠陥に起因して派生した第三

者に対する対人及び対物賠償損害

を担保 

(ｴ) 保険の期間    ：開業準備期間開始日から維持管

理・運営終了日までとする。 

２ 開業準備期間中及び引き渡し後に付す保険 

第三者賠償責任保険 

(ｱ) 保険契約者    ：事業者、請負人等 

(ｲ) 被保険者     ：事業者、請負人等及び市 

(ｳ) 保険の対象    ：本件施設の使用、維持管理及び運営

の欠陥に起因して派生した第三者に対

する対人及び対物賠償損害を担保 

(ｴ) 保険の期間    ：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。 

３

事業契約書（案） P101 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

・事業者は、事業契約の終了に至るまで、各事業年

度の最終日（第１回目は平成28年３月末日とな

る。）より90日以内に、公認会計士又は監査法人

の監査済の計算書類（会社法第435条第２項で定

める意味を有する。以下同じ。）・・・

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

・事業者は、事業契約の終了に至るまで、各事業年

度の最終日（第１回目は平成28年３月末日とな

る。）より90日以内に、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

（会社法第435条第２項で定める意味を有する。

以下同じ。）・・・

平成 27 年 5 月 1 日



2 

No 書類名 頁数・該当箇所 修正後 修正前

４

要求水準書 P21 f 消防用設備等 

(a)給食センター等内の消防用設備等は、関係法令に従い、そ

の設備が本来持つ能力及び機能を十分発揮できるような位置

及び数量を計画する。 

(b)受信器は、事業者用事務室総合盤に組み込む。市職員用事

務室には副受信器を設けること。 

f 消防用設備等 

(a)給食センター等内の消防用設備等は、関係法令に従い、その

設備が本来持つ能力及び機能を十分発揮できるような位置及び

数量を計画する。 

(b)受信器は、市職員用事務室総合盤に組み込む。 

５

要求水準書 P30 (ｱ) 市職員用事務室 

名称 数量 単位 備考

事務用机 ６ 台 所長用を含む。

椅子 ６ 脚 所長用を含む。

・・・ ・・・

冷凍冷蔵庫 １ 台

テレビ １ 台 20 インチ程度

(ｱ) 市職員用事務室 

名称 数量 単位 備考

事務用机 ６ 台 所長用を含む。

椅子 ６ 脚 所長用を含む。

・・・ ・・・

冷凍冷蔵庫 １ 台

６

要求水準書 P31 (ｵ) 研修室 

名称 数量 単位 備考

AV 装置

１ 式 ※テレビ、プロジェクター、ロー

カルスピーカー、移動式収納ワゴ

ン、ワイヤレスマイク、ＤＶＤ再

生機等

※テレビは50インチ程度を１台。

キャスター付テレビ台を含む。

投影用スクリーン １ 幕

(ｵ) 研修室 

名称 数量 単位 備考

AV 装置

１ 式 ※テレビ、プロジェクター、ロー

カルスピーカー、スクリーン、移

動式収納ワゴン、ワイヤレスマイ

ク、ＤＶＤ再生機等

※テレビは50インチ程度を１台。

キャスター付テレビ台を含む。

投影用スクリーン １ 幕
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No 書類名 頁数・該当箇所 修正後 修正前

７

要求水準書 P60 エ 提出書類 

提出書類、提出時期等詳細は、次の表のとおりとする。 

〔提出書類一覧〕 

書類名 内容 提出時期等

運営業務仕様書 ・・・ 維持管理・運営開始予定日の 60 日前

まで

・・・ ・・・ ・・・

運営報告書

維持管理報告書

・運営業務に関する「日

報」、「月報」、「四半

期報告」、「年報」

・維持管理業務に関す

る「日報」、「月報」、

「四半期報告」、「年

報」

以下、両業務の報告書とも

［日報］

通常は事業者が保管（市が要請し

た場合のみ提出）

［月報］

毎月の業務終了後、翌月の 10 日

まで（10 日が閉庁日の場合はその

翌開庁日）

[四半期報告] 

四半期終了後翌月の 20 日まで（20

日が閉庁日の場合はその翌開庁日）

［年報］

事業年度終了後 60 日以内

※両業務の報告書を一括して提出する

ことは可とする。

エ 提出書類 

提出書類、提出時期等詳細は、次の表のとおりとする。 

〔提出書類一覧〕 

書類名 内容 提出時期等

運営業務仕様書 ・・・ 維持管理・運営開始予定日の 60 日前

まで

・・・ ・・・ ・・・

運営報告書

維持管理報告書

・運営業務に関する「日

報」、「月報」、「年報」

・維持管理業務に関す

る「日報」、「月報」、

「年報」

以下、両業務の報告書とも

［日報］

通常は事業者が保管（市が要請し

た場合のみ提出）

［月報］

毎月の業務終了後、翌月の 10 日ま

で（10 日が閉庁日の場合はその翌

開庁日）

［年報］

事業年度終了後 60 日以内

※両業務の報告書を一括して提出する

ことは可とする。


