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（仮称）川崎市中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

基本協定書（案） P7 第 11 条 ３ 前項の場合を除き、落札者のいずれかの責めに帰すべき事

由により第７条第１項に定める期日（平成 27 年 10 月 30 日）

までに事業契約の締結に至たらなかった場合、市は、当該落札

者に対し、前項に定める違約金と同様の金額を請求することが

できるものとする。 

３ 前項の場合を除き、落札者のいずれかの責めに帰すべき事

由により第７条第１項に定める期日（平成 27 年 11 月上旬）ま

でに事業契約の締結に至たらなかった場合、市は、当該落札者

に対し、前項に定める違約金と同様の金額を請求することがで

きるものとする。 

２

事業契約書（案） P44 第 80 条 ４ 第１項又は前項の場合、市は引渡し済部分の業務に相当す

るサービス購入料支払債務、当該出来形部分又は既調達部分の

買受代金支払債務と第２項の違約金支払請求権又は第５項の

損害賠償請求権等の市が事業者に対して有する請求権を対当

額で相殺することができる。市は相殺後の残債務額を、市の選

択により解除前の別紙４－１「サービス購入料の基本的な考え

方」並びに別紙４－２「サービス購入料の支払額及びスケジュ

ール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払う。なお、

一括払いにより支払う場合には、買受代金に金利は付さない。

４ 第１項又は前項の場合、市は引渡し済部分の業務に相当す

るサービス購入料支払債務、当該出来形部分又は既調達部分の

買受代金支払債務と第１項の違約金支払請求権又は第５項の損

害賠償請求権等の市が事業者に対して有する請求権を対当額で

相殺することができる。市は相殺後の残債務額を、市の選択に

より解除前の別紙４－１「サービス購入料の基本的な考え方」

並びに別紙４－２「サービス購入料の支払額及びスケジュール」

の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払う。なお、一括

払いにより支払う場合には、買受代金に金利は付さない。

３ 事業契約書（案） P61 削除 (４５） 「設計図書」とは、本件施設の設計図書の総称である。

４

事業契約書（案） P62 (５１) 「設計図書」とは、本契約等に基づき、事業者が作

成した基本設計図書及び実施設計図書、その他の学校給食セン

ター等についての設計に関する図書（第２６条に基づく設計図

書の変更部分を含む。）をいう。 

(５２) 「設計図書」とは、本契約等（以下に定義される。以

下同じ。）に基づき、事業者が作成した基本設計図書及び実施設

計図書、その他の学校給食センター等についての設計に関する

図書（第２６条に基づく設計図書の変更部分を含む。）をいう。

５

事業契約書（案） P68 (１)施設整備期間 

事業契約締結日の翌日～平成 29 年８月 

ア）基本設計図書の提出（※）  平成●年●月●日 

イ）実施設計図書の提出（※）  平成●年●月●日 

ウ）工事開始（着工）予定日（※）平成●年●月●日 

エ）竣工（完工）予定日（※）   平成●年●月●日 

オ）引渡予定日（※）            平成●年●月●日 

(１)施設整備期間 

事業契約締結日の翌日～平成 29 年８月 

ア）基本設計図書の提出（※）  平成●年●月●日 

イ）実施設計図書の提出（※）  平成●年●月●日 

ウ）工事開始（着工）予定日（※）平成●年●月●日 

エ）竣工（完工）予定日（※）   平成●年●月●日 

平成 27 年 4 月 30 日
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No 書類名 頁数・該当箇所 修正後 修正前

６

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。 

７

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。）・・・

８

要求水準書 P1 (ｱ)給食センターの設計及び建設に関する業務 

a 事前調査業務及びその関連業務 

b 設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続き等の業務

c事業用地内の地中埋設物撤去等業務 

（計画に支障となる、事業用地内の杭等の地中埋設物について

は、撤去等の処理を行った後、安全に埋め戻す。【添付資料１】

「用地計画図」、【添付資料２８】「事業用地内残置基礎等」や

【参考資料】「既存建物解体前 測量図」を参照し、計画上必

要となる処理を建設工事着工前に行う。） 

(ｱ)給食センターの設計及び建設に関する業務 

a 事前調査業務及びその関連業務 

b 設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続き等の業務 

c 事業用地内の地中埋設物撤去等業務 

（計画に支障となる、事業用地内の杭等の地中埋設物について

は、撤去等の処理を行った後、安全に埋め戻す。【添付資料１】

「用地計画図」や【参考資料】「既存建物解体前 測量図」を参

照し、計画上必要となる処理を建設工事着工前に行う。） 
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No 書類名 頁数・該当箇所 修正後 修正前

９

要求水準書 P11 (2) 給食センターのゾーニング及び動線計画 

ア敷地内のゾーニング及び動線計画 

(ｱ) 近隣地域への日照に配慮した施設配置とする。 

(ｲ) 近隣地域への騒音・振動・臭気の影響を防止するよう考慮

する。 

(ｳ) 車両の進入は、道路から配送車両が給食センターに容易に

アプローチできる動線を確保し、敷地内には維持管理用車両の通

行できる構内通路等を確保する。また、計画に当たっては、所管

する警察署と事前協議を行う。 

(ｴ) 事業用地南西、動物愛護センターとの境界については、緑

地帯（境界から２.５ｍ程度）を設けること。なお、施工にあた

っては市と協議すること。 

イ 給食センター内のゾーニング及び動線計画 

(ｱ) 給食エリア、事務エリア及びその他のエリアを明確に区分

する。 

(2) 給食センターのゾーニング及び動線計画 

ア 敷地内のゾーニング及び動線計画 

(ｱ) 近隣地域への日照に配慮した施設配置とする。 

(ｲ) 近隣地域への騒音・振動・臭気の影響を防止するよう考慮

する。 

(ｳ) 車両の進入は、道路から配送車両が給食センターに容易に

アプローチできる動線を確保し、敷地内には維持管理用車両の

通行できる構内通路等を確保する。また、計画に当たっては、

所管する警察署と事前協議を行う。 

イ (ｴ) 事業用地南西、動物愛護センターとの境界について

は、緑地帯（境界から２.５ｍ程度）を設けること。なお、施工

にあたっては市と協議すること。給食センター内のゾーニング

及び動線計画 

(ｱ) 給食エリア、事務エリア及びその他のエリアを明確に区分

する。 

１０

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。 
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No 書類名 頁数・該当箇所 修正後 修正前

１１

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

１２

要求水準書 P31 (ｵ）研修室 

名称 数量 単位 備考

折畳み机 20 台 W1800 キャスター付き

椅子 50 脚 収納台車付（２台）

ホワイトボード １ 台 脚付き（移動可能）

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。

(ｵ）研修室 

名称 数量 単位 備考

折畳み机 20 台 W1800 キャスター付き

椅子 50 脚 収納台車付（２台）

ホワイトボード １ 台 脚付き（移動可能）

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。
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No 書類名 頁数・該当箇所 修正後 修正前

１３

要求水準書 P36 キ その他 

(ｱ) 工事工程は、無理のない堅実な計画とし、要求される性

能が確実に実現されるよう管理する。 

(ｲ) 敷地境界周辺で調査や作業を行うに当たり、止むを得ず

隣地に立ち入る場合は、その所有者等と協議のうえ、適

切に対応する。 

(ｳ) 工事は、原則として月曜日から土曜日まで（祝日は除

く。）の午前８時 30分から午後６時までとする。ただし、

やむを得ず、上記時間外または、日曜日及び祝日に作業

を行う場合には、事前に市と協議をする。 

(ｴ)  契約後速やかに仮囲いを設置し、敷地の管理を行う。

なお、仮囲いは、下記３種類とする。また、仮囲いの設

置時期及び設置位置や、既存フェンス等の撤去等の詳細

は【添付資料 26】「事業用地仮囲いについて」及び【添

付資料 28】「事業用地内残置基礎等」を参照すること。

キ その他 

(ｱ) 工事工程は、無理のない堅実な計画とし、要求される性

能が確実に実現されるよう管理する。 

(ｲ) 敷地境界周辺で調査や作業を行うに当たり、止むを得ず

隣地に立ち入る場合は、その所有者等と協議のうえ、適

切に対応する。 

(ｳ) 工事は、原則として月曜日から土曜日まで（祝日は除く。）

の午前８時 30 分から午後６時までとする。ただし、やむ

を得ず、上記時間外または、日曜日及び祝日に作業を行

う場合には、事前に市と協議をする。 

(ｴ)  契約後速やかに仮囲いを設置し、敷地の管理を行う。な

お、仮囲いは、下記３種類とし、時期及び設置位置等の

詳細は【添付資料 26】「事業用地仮囲いについて」を参

照すること。
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No 書類名 頁数・該当箇所 修正後 修正前

１４

要求水準書 P59 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。

１５

要求水準書 P77 ６ 添付書類一覧 

【添付資料１】「用地計画図」 

【添付資料２】「上水道管路情報資料」 

・・・ 

【添付資料 26】事業用地仮囲いについて 

【添付資料 27】事業用地内残置電灯 

【添付資料 28】事業用地内残置基礎等 

６ 添付書類一覧 

【添付資料１】「用地計画図」 

【添付資料２】「上水道管路情報資料」 

・・・ 

【添付資料 26】事業用地仮囲いについて 

【添付資料 27】事業用地内残置電灯 
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No 書類名 頁数・該当箇所 修正後 修正前

１６

要求水準書 添付資料２６ （既存フェンス布基礎撤去箇所図示等修正） 

１７ 要求水準書 添付資料２８ （資料追加）  


