
尼崎市立学校給食センター整備運営事業　入札説明書に関する第２回質問に対する回答

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目 項目 項目名 質問の内容 回答

1 入札説明書 22 別紙1 2 (1) サービス対価A

入札説明書等に関する第1回質問に対する回答№27
～29及び、様式集に関する第1回質問に対する回答
№17を踏まえての確認です。
事業者側が、本来サービス対価Bとして提案すべきで
あったもの（例えば厨房設備の備品（建物に固定され
ていないもの））をサービス対価Aとして提案していた
場合には、サービス対価Bの変動に基づく「割賦金利」
及び「金融機関への手数料」は事業者が負担すべきと
理解できますが、そのほかの理由（例えば市が学校教
育施設等整備事業債を調達できなかったことなど）に
よりサービス対価Bが変動した場合には、市の負担とし
て頂けないでしょうか。現状の建付けですと事業者の
帰責に関わらず、一時金が0円の場合で全額がサー
ビス対価Bでも増額される「割賦金利」及び「割賦金
利」を全額事業者が負担するということになり、金利増
額リスクとして2～3億程度見込み必要がございます。
今一度ご検討をお願いいたします。

入札説明書に示すとおり、サービス対価Aの資金調達
において内訳の変動に係るリスクは市が負担しますの
で、例示のケースの場合は、市の責任において代替
の資金調達等により充当するものとします。
このため、市が行うサービス対価Aの資金調達状況に
より内訳の変動があった場合においても、サービス対
価Bの割賦元金は影響を受けないものとお考えくださ
い。
なお、この他の変動の要因は想定していませんので、
サービス対価Bの変動に基づく割賦金利等は事業者
の負担とします。

2 入札説明書 22 別紙1 2 (1) サービス対価A
各グループが公正で明確な提案ができるよう、サービ
ス対価Aについての提案上の金額を設定していただく
ことはできないでしょうか。

サービス対価Aの金額の設定は行いません。

3 入札説明書 27 別紙2 2 (1) ①
サービス対価A
の改定

「国内における賃金水準や物価水準の変動により
サービス対価Aが不適当になったと認めたとき」と記載
がありますが不適当と認める判断基準に関して基準、
根拠をご教示ください。

入札説明書 【別紙2】2 (1) ③ オに規定しています。

4 入札説明書 27 別紙2 2 (1) ②
サービス対価の
改定方法

本規定に基づいてサービス対価Aが増減した結果、
A2＝A1＋Aとなった場合、一時金として支払われる

サービス対価Aの金額は、以下のいずれになるでしょ
うか。
① 増減額（A）を加味した後のA2の金額

② 増減額（A）を考慮しないA1の金額

③ ②の場合は、増減額Aについてはサービス対価B
の割賦元本の増減で調整する、との理解で宜しいで
しょうか。
＜前提＞
A：改定増減額（サービス対価Aの増減額）
A1：改定（物価変動）前のサービス対価Aの金額

A2：改定（物価変動）後の金額

物価変動により、サービス対価Aの変動があった場合
は、すべてサービス対価Aにて支払います。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　要求水準書に関する第２回質問に対する回答

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目 項目 項目名 質問の内容 回答

1 要求水準書 11 2 （2） エ （ア） 応急給食の実施

応急給食の実施につきまして、添付資料17でお示し
いただいた通り、提供時に使用した食器及び食缶等
を洗浄機にて洗浄を行い、その後消毒保管庫の使用
まで想定されているとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。 低限、使用した食器及び食缶等
について消毒保管できる性能を確保してください。

2 要求水準書 11 2 （2） エ （ア） 応急給食の実施

応急給食の実施につきまして、調理を実施する室は、
窓や扉などを開放し、換気設備などを使用しない計画
ではなく、通常通り換気設備を使用する計画を想定さ
れていますでしょうか。

事業者の提案によりますが、異物混入や労働安全上支
障がないように対応してください。

3 要求水準書 11 2 （2） エ （ア） 応急給食の実施

応急給食の実施にあたり、食数は通常よりも減ると推
測されますが、限られた条件下での調理となりますの
で、２時間喫食に関する災害時の運用は協議により柔
軟に対応していただけるとの理解で宜しいでしょうか。
同様に、釜調理においては、衛生面に十分に注意し
た上で、１つの釜を使い回して調理するなど、協議に
より柔軟に対応していただけるとの理解で宜しいでしょ
うか。

【添付資料17】に示している応急給食の 大提供食数
は、通常の給食と同様、1日あたり11,000食を想定してい
ますが、応急給食は限られた条件下のもとで調理しなけ
ればならないことが想定されるため、1食あたりの提供品
数と量を減らし、提供することを想定しています。
また、災害や停電発生時の運用については、喫食時間
や煮炊き釜の使用方法を含め、事業者との協議により、
状況に応じて適切に対応するものとします。

4 要求水準書 12 2 (3) ア （ウ） 留意事項

「建築基準法第48条第5項ただし書きの許可を得る」
ために必要な建築審査会の開催について、定期的に
開催されている場合、その開催時期及び頻度につい
てご教示下さい。

建築審査会は年4回程度開催されますが、開催予定月
は案件により異なるため、現時点では提示できません。

5 要求水準書 63 7 （6） イ （イ） ｃ
コンテナ維持管理
業務

「運用開始当初から事業期間終了までの間に、コンテ
ナ及び食缶等は1回、食器類は2回更新する。なお、
更新時期及び種類等の選定については、市との協議
により決定する。」とありますが、コンテナの更新につい
ては、【要求水準書 55ページ ウ 用語の定義 [更新]】
より「劣化した部位・部材、機器、備品及び消耗品など
を新しい物に取り替えること。」との記載がありますの
で、部品、消耗品の交換を行うとの認識で宜しいで
しょうか。
他自治体の先行給食PFIでも、事業期間15年間でコン
テナを新品に更新することはありません（コンテナ自体
は消耗しないため、部品の劣化で対応する程度）。

食缶等については、運用開始当初から事業期間終了ま
での間に1回更新することとします。
コンテナについてはご理解のとおりです。
ただし、事業期間内において、コンテナ本体が破損、変
形、変色した場合は、必要に応じて更新することを想定し
ています。

6 要求水準書 81 8 （7） イ （ア） 残渣の処理・保管

第1回質疑回答（要求水準書）の№59において、詳細
は基本設計時に下水道部に確認とありますが、他自
治体の先行給食PFIでも導入実績はないこと、高額な
設備となることから、本事業での導入は過剰であると
考えています。
よって、提案時に貴市下水道部へ一般的な解釈を確
認することを認めていただき、下水道部の見解をもと
に対応可否を判断させていただくことをお認めいただ
けますでしょうか。

下水道部に確認することを認めます。
ただし、下水道部の見解については現段階における一
般的な解釈に留まるため、本事業での設計時における設
置の可否等を担保するものではないことをご理解くださ
い。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　要求水準書に関する第２回質問に対する回答

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目 項目 項目名 質問の内容 回答

7 添付資料11
学級数推移
見込み

第1回質疑回答の№73についてですが、学級数は、コ
ンテナや消毒装置の台数及びそれに伴う施設整備や
修繕・更新、光熱水費等の計画全体に影響致します。

大食数時の学級数については、推計は困難である
ことから、コンテナや消毒装置の台数に影響を与える
ほどの増加は無いものとし、添付資料11にお示しいた
だいた「生徒数（H30.5時点）」に基づき提案するかた
ちでよろしいでしょうか。また、応募者側で設定した前
提条件を超える場合には、市と協議のうえ増加分を市
の負担としていただけますでしょうか。

その他に関する第2回質問回答№9をご参照ください。

8 添付資料24 解体工事範囲図

図面に記載されているレベルはTP（東京湾平均海面）
からのレベルとの理解で宜しいでしょうか。それともOP
（大阪湾 低潮位　OP=TP+1.30m）を基準にしている
のでしょうか。

図面に記載されているレベルはTP（東京湾平均海面）、
OP（大阪湾 低潮位　OP=TP+1.30m）を基準としていま
せん。
各点のレベル差を示しているため、任意の点をKBMとし
て提案してください。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　様式集に関する第２回質問に対する回答

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目 項目 項目名 質問の内容 回答

1 様式集 3 2 (4) エ (ア） 業務提案書

3ページには「⑦業務提案書は（略）一括して綴じ」とあ
ります。4ページの（ウ）には「各ファイルの表紙及び背
表紙には（略）以下のラベルを添付」とあり、28ページ
の設計建設の提案書のひな形（様式6）には、4ページ
でいうところのラベルが書かれています。また、様式7、
8、9、10にもラベルがあります。
ラベルは⑦業務提案書の表紙に一つあれば良いの
か、1設計・建設、2維持管理、3運営、4事業計画のそ
れぞれに必要なのかお教えください。

ラベルは、1設計・建設、2維持管理、3運営、4事業計
画のそれぞれに貼付してください。

2 様式集 27
様式
5-2

入札価格内訳書

サービス対価Cの固定費、変動費、配送車の燃料費、
光熱水費の消費税については、項目ごとに各支払い
時に税率計算して消費税以下切捨てで宜しいでしょう
か。

消費税は、サービス対価Cの実額［A］合計×税率
（10％）を正としますので、項目ごとに算定した消費税
の合計額と整合しない場合、いずれかの項目の端数を
調整してください。

3 様式集 27
様式
5-2

サービス対価C
固定費（四半期
毎）

年度ごとに異なる固定費を提案した場合、様式集5-2
サービス対価C　固定費（四半期毎：□□□□円）に
記入する金額は、維持管理運営業務に係る固定費総
額を59回で平準化した金額を記入する、との理解で
宜しいでしょうか。『四半期毎の金額□□□□円×59
回＝固定費の実額（税抜）［A］』となる理解で宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

4 様式集 27
様式
5-2

入札価格内訳書

様式5-2には、受付番号【　　】グループの代表企業代
表者となっていますが、当欄には、様式5-1と同様の
記載が必要でしょうか。または、様式5-1の代理人名の
記載でしょうかそれとも代表者名でしょうか。

グループ名のみを記載してください。

5 様式集 42
様式
7-3

(3)維持管理業務
費内訳書

様式集に関する第１回質問に対する回答No.23、24に
対する回答を踏まえての確認です。異なる回答となっ
ておりますが、どちらが正しいでしょうか。

修繕費は、維持管理費を構成する項目と認識していま
すので、様式7-3に「修繕費」の項目を追加するととも
に、様式9-2-3にも「修繕費」の項目を追加してくださ
い。

6 様式集 43
様式
7-4

エネルギー使用量
の提案

光熱費の試算につきまして、同じ最大提供食数と年間
提供食数であっても、照明設備など食数とは関係なく
施設の稼働日数によって試算値が変動するため、要
求水準書に記載されている給食実施日190日にて試
算するという理解でよろしいでしょうか。

給食実施日については190日とし、給食実施日には、
多目的室などの共用部分は使用があるものと想定して
ください。
これに加え、多目的室などの共用部分のみを使用する
日として、土曜日、日曜日、祝日において、市が開催
するイベント等における給食試食の調理協力等を年間
に数日程度、夏季休暇・冬季休暇・春季休暇におい
て、料理教室や各種研修会、給食関係会議等により、
20日程度使用することを想定してください。
さらに、必要に応じて、事業者の判断で、メンテナンス
等のため給食実施日以外に本件施設を稼働させる場
合に係る光熱水費も試算してください。

7 様式集 43
様式
7-4

エネルギー使用量
の提案

添付資料11に記載されていない令和8年目以降の最
大提供食数を算出するにあたり、年間提供食数（入札
説明書）に対して、要求水準書で示されている1校あ
たりの給食実施回数183日を基準として算出すればよ
ろしいでしょうか。

１校あたりの給食実施回数である183回を基準としてく
ださい。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　様式集に関する第２回質問に対する回答

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目 項目 項目名 質問の内容 回答

8 様式集 55
様式
8-8

(8)運営業務費
内訳書

様式8-8のエクセルデータにて、「費目」が本事業の各
業務とは異なるものとなっていますが、本事業の業務
ごとに修正して内訳書を作成すればよいとの理解で宜
しいですか。

ご理解のとおりです。

9 様式集 55
様式
8-8

(8)運営業務費
内訳書

「3.運営備品更新費」について、本様式（運営業務費
内訳書）に記載することとなっていますが、これは維持
管理業務における「コンテナ・食器食缶等維持管理業
務」及び「施設備品等維持管理業務」に含めるものと
の理解です。よって、様式7-3（維持管理業務費内訳
書）で記載すればよいでしょうか。

様式8-8に記載してください。

10 様式集 60
様式

9-2-③
LLCR

LLCR算出にあたり、現在価値係数は事業者の提案で
宜しいでしょうか。
特定の値があればお示し頂けますでしょうか。

事業者にて適切に設定してください。

11 様式集 62
様式
9-3

(3)リスク管理及び
業務の品質確保

記載要領にて、「2.保険の付保について」で、「付保す
る保険の数に応じて適宜表を追加」せよとのことです
が、本様式の上限枚数2枚において、すべての保険を
当該表形式で個別に整理すると、それだけで1枚を消
費してしまいます。つきましては、本様式中には、任意
の表形式で付保する保険の概要のみを示し、別途補
足資料として、当該表形式の保険一覧を添付してもよ
いこととしていただけませんでしょうか。

可としますが、簡潔にまとめ過剰な分量とならないよう
にしてください。

12 様式集 64
様式
9-4

（4）地域への貢献

市内企業への発注額及び割合に関しての市内企業
は尼崎市内に本店を有する者との記載がありますが、
市内に事業所、工場、支店、営業所等が存在しても発
注予定金額への加算はできないと考えればよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

13 様式集 64
様式
9-4

（4）地域への貢献

市内企業への発注額及び割合に関しての市内企業
は尼崎市内に本店を有する者との記載がありますが、
項目2の地元企業の活用や市内で生産・販売される
建築資材等の原材料の購入による貢献についても同
様に市内本店企業に限られるのでしょうか。

ご理解のとおりです。

14 様式集 66
様式
10-1

建築概要及び
建築計画

今回の事業用地は約9,700㎡ですが、最終的には緩
衝帯の約1,000㎡は市に移管する予定ですので、緑
地率、建ぺい率、容積率などの算定は敷地面積を
8,700㎡として算出してもよろしいでしょうか？

緑地率、建ぺい率、容積率等の算定は、事業用地から
緩衝帯を除いた給食センター敷地にて行ってくださ
い。

15 様式集 66
様式
10-5

施設平面図

「見学者の動線」を「明記」、とありますが、「見学通路
及び見学窓は不要」と要求水準書に記載があるため、
多目的室への動線を記載することと考えてよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

16 様式集 66
様式
10-12

各種備品等リスト

入札公告1回目の質疑回答で様式10-12の枚数が4枚
と変更されました。
調理備品と事務備品があり、かつ、様式集で求められ
ている「食器、食缶、配膳器具は参考写真を添付」を
考えると、文字の大きさがかなり小さくなります。枚数
制限を解除していただければと思います。

参考写真は、提案上有効と考えられる代表的なものに
留めるなど、記載事項を工夫のうえ作成してください。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　基本協定書（案）に関する第２回質問回答

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目 項目 項目名 質問の内容 回答

1
基本協定書
（案）

4 第6条 3 （4） 事業契約

デフォルト発生の事由で、「その他、事由のいかんを
問わず、市の指名停止措置をうけたとき。」とあります
が、「尼崎市入札参加停止等の措置に関する要綱」の
「別表第1　県内において生じた事故等に基づく措置
基準」も該当するのでしょうか。当該基準が適用された
場合、事故発生なども含まれます。違約金額が5億円
程度と想定されるため、リスクが過大となり入札に参加
することが出来なくなります。

原案のとおりとします。なお、第6条第3項に規定する
違約金の請求は、デフォルト発生が本事業の入札手
続きに関するものであるときに限ります。

2
基本協定書
（案）

4 第6条 3 （4） 事業契約

基本協定書（案）に関する第1回質問回答№4で本事
業以外に起因した指名停止が発生した場合は、事由
により違約金の支払い義務が生じる旨の回答をいた
だいておりますが、全国で事業展開をしている事業者
にはハードルが高く、リスクに対応する費用が高額に
なります。つきましては、指名停止の事由を本件に係
る不正行為に限定して頂けないでしょうか。

原案のとおりとします。なお、第6条第3項に規定する
違約金の請求は、デフォルト発生が本事業の入札手
続きに関するものであるときに限ります。

3
基本協定書
（案）

4 第6条 3 （4） 事業契約

基本協定書（案）に関する第1回質問回答№2で指名
停止の場合であってもデフォルト事由により違約金の
支払い義務が生じるとありますが、悪意があるものや
悪質なものに限定して頂けないでしょうか。

原案のとおりとします。なお、第6条第3項に規定する
違約金の請求は、デフォルト発生が本事業の入札手
続きに関するものであるときに限ります。

4
基本協定書
（案）

4 第6条 3項 （4） 事業契約

第6条第3項（4）に「事由のいかんを問わず市の指名
停止措置を受けたとき」とありますが、例えば尼崎市入
札参加停止等の措置に関する要綱別表第1の6にある
ように、市発注以外の建設工事等の県内における施
工等に当たり重大事故を発生させ市の指名停止措置
を受けた場合は、本契約のデフォルト事由に該当する
ということになるのでしょか。

ご理解のとおりです。

5
基本協定書
（案）

4 第9条 有効期間
契約が長期にわたりますため違約金の算定につい
て、建設と運営に分けて考えることはできませんでしょ
うか。

原案のとおりとします。なお、第9条は基本協定書の有
効期間を示した条項です。

6
基本協定書
（案）

4 第9条 有効期間
デフォルト発生の有効期間について15年は長すぎると
思われます。期間を短縮できませんでしょうか。

原案のとおりとします。なお、第9条はデフォルトの有
効期間ではなく、基本協定書の有効期間を示した条
項です。

7
基本協定書
（案）

4 第10条 (1) 救済措置

「デフォルト発生の場合」の条件は、第6条第3項での
記載と同様に「デフォルト発生が本事業入札手続に関
するものであるとき」に限定されるものという理解でよろ
しいでしょうか。
限定されない場合、事業契約が終了するまでの長期
間に亘る当該措置は、将来にわたる不安定なリスクを
抱えることになり、ほとんどの事業者が入札を再考せざ
るを得ない状況となる可能性があります。

デフォルト発生の違約金は本事業の入札手続に関す
るものに限りませんが、事業契約以降の基本協定の解
除及び第10条第2項による違約金の請求は、デフォル
ト発生の場合（ただし、第6条第3項第4号の事由は、
市の指名停止措置のうち重大な過失、重大な法令違
反、又は、不誠実と市が認める場合に限る）とし基本
協定書（案）修正版を公表しますので、当該修正内容
をご確認ください。

8 基本協定書 5 第10条 2 救済措置
第6条3項と同様、デフォルトは本事業の入札手続きに
限定していただくようお願いします。

基本協定書（案）に関する第2回質問回答№7をご参
照ください。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　基本協定書（案）に関する第２回質問回答

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目 項目 項目名 質問の内容 回答

9 基本協定書 5 第10条 2 救済措置

事業契約書（案）第60条に基づく損害賠償金額を事
業者が支払う場合、基本協定書（案）10条2項に基づく
違約金は二重の課金となるため、支払いは免除される
理解で宜しいでしょうか。

違約金を損害賠償額の予定額と解することはできませ
ん。

10 基本協定書 5 第10条 2 救済措置

基本協定書（案）に関する第1回質問に対する回答
No.4を踏まえての確認です。当該既定の指名停止と
は、主に反社に係るものや独禁法違反等の悪質な事
由による指名停止という認識で宜しいでしょうか。

事業契約以降の基本協定の解除及び第10条第2項に
よる違約金の請求は、デフォルト発生の場合（ただし、
第6条第3項第4号の事由は、市の指名停止措置のう
ち重大な過失、重大な法令違反、又は、不誠実と市が
認める場合に限る）とし基本協定書（案）修正版を公表
しますので、当該修正内容をご確認ください。

11
基本協定書
（案）

3
4
4
5

6条
9条
10条
10条

3

2

(4)

(1)

事業契約
有効期間
救済措置
救済措置

第10条事業契約成立後に(1)デフォルト発生の場合､
2.市が請求した場合は落札金額及び税の合計額の
100分の5に相当する金額の違約金を市に支払う義務
を連帯して負担するもの　とあり、第6条3(4)でデフォル
ト発生事由は指名停止措置を受けた時とあり、第9条
で本協定の有効期間は協定が締結された時から事業
契約終了までとありますが、建設会社が引き渡し後で
も、運用完了まで指名停止処置を受けた場合は、違
約金の支払い義務が生じますか。

施設引渡し後においても、事業期間終了までに建設
企業が指名停止措置をを受け、市が別途請求した場
合は、違約金の支払い義務が生じますが、事業契約
以降の基本協定の解除及び第10条第2項による違約
金の請求は、デフォルト発生の場合（ただし、第6条第
3項第4号の事由は、市の指名停止措置のうち重大な
過失、重大な法令違反、又は、不誠実と市が認める場
合に限る）とし基本協定書（案）修正版を公表しますの
で、当該修正内容をご確認ください。なお、第9条は救
済措置の有効期間ではなく、基本協定書の有効期間
を示した条項です。

12
基本協定書
（案）

4 第10条 救済措置

第10条に「事業契約成立後」とありますが、維持管理
運営期間においては構成企業である設計企業、建設
企業にデフォルトが発生した場合、この10条は適用さ
れないとの理解でよろしいでしょうか。

維持管理運営期間においても、設計企業、建設企業
がデフォルト発生に該当した場合は、基本協定書
（案）第10条は適用されますが、事業契約以降の基本
協定の解除及び第10条第2項による違約金の請求
は、デフォルト発生の場合（ただし、第6条第3項第4号
の事由は、市の指名停止措置のうち重大な過失、重
大な法令違反、又は、不誠実と市が認める場合に限
る）とし基本協定書（案）修正版を公表しますので、当
該修正内容をご確認ください。

13
基本協定書
（案）

4 第10条 救済措置

救済措置において、「事業契約成立後に、次のいず
れかに該当する場合、市は、代表企業に書面で通知
することにより、本協定を解除することができる。」とあり
ますが、他同様案件である館林市、川越市と同様にデ
フォルト事由については、「本事業の入札手続に関す
るデフォルト事由」としていただけますでしょうか。原案
のとおりですと、非常に厳しい内容であり入札参加が
困難となる可能性があります。

デフォルト発生は本事業の入札手続に関するものに
限りませんが、事業契約以降の基本協定の解除及び
第10条第2項による違約金の請求は、デフォルト発生
の場合（ただし、第6条第3項第4号の事由は、市の指
名停止措置のうち重大な過失、重大な法令違反、又
は、不誠実と市が認める場合に限る）とし基本協定書
（案）修正版を公表しますので、当該修正内容をご確
認ください。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　事業契約書（案）に関する第２回質問に対する回答

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目 項目 項目名 質問の内容 回答

1
事業契約書
（案）

5 第1章 第1条 （48） 定義

「事業契約書（案）に関する第1回質問に対する回答」
の№4不可抗力の質問として施設への侵入や当て逃
げの事例が示されており、その回答が、「具体個別に
判断されます。」との回答ですが、事業者は負担するリ
スクに応じ入札金額を設定する必要があるため、市の
考え方をお示し頂けないでしょうか。例えば、事業者
に過失や注意義務違反がない場合は、不可抗力とし
て市側の負担との考えでよいのでしょうか。

事業者に善管注意義務違反がなく、不可抗力による場
合は、不可抗力条項の定めによります。

2
事業契約書
(案)

13 第2章 第15条 事前調査
想定杭位置の埋設物の事前調査はGL-2m程度と考
えてよろしいでしょうか。ご指示ください。

調査範囲の指定は行いません。

3
事業契約書
（案）

18
23

第4章
第6章

第3節
第1節

第28条
第37条

事業者による竣工
検査等
開業準備業務

事業契約書（案）に関する第1回質問に対する回答の
No.17及びNo.21につきまして、「竣工検査等は開業準
備業務期間中に実施することが可能」である旨、及び
「開業準備業務は、本件工事の完了後、すなわち竣
工検査等がすべて完了している状態で行う」旨のご回
答をいただきましたが、双方は矛盾する内容と思料さ
れるため、いずれの内容が正であるかをご教示下さ
い。

開業準備業務については施設外での事務的な業務も含
まれるという解釈であり、これら業務については竣工検査
前でも実施可能です。ただし、開業準備業務のうち、建
築基準法に基づく完了検査の検査済証の交付後でなけ
れば行えない業務については、検査済証の受領後に
行ってください。

4
事業契約書
（案）

33 第7章 第2節 第54条 損害の発生

54条2「当該損傷等の発生が市民その他第三者の責
めに帰すべき場合又はその他事業者の責めに帰す
べからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該
損害等を賠償又は補償する義務その他の責任は負わ
ないものとする」とありますが、特定できない第三者ま
たは市民に起因しており、かつ事業者側に過失が無
い場合は、不可抗力に該当するとの考えでよいので
しょうか。

ご理解のとおりです。

5
事業契約書
（案）

37 第9章 第62条
法令の変更及び
不可抗力

施設の損害が発生し、その原因が市民その他第三者
である場合で、別表8（不可抗力による損害、損失及
び費用の負担割合）に応じ事業者が施設の修理等を
行った場合でも、事業者は、帰責者である市民その他
第三者が特定できた場合には、修理に要した費用を
相手方に請求することは可能でしょうか。

ご指摘の場合において、帰責者が特定できた場合には、
事業者は当該帰責者に費用を請求することが可能で
す。

6
事業契約書
（案）

40 第9章 第66条 損害賠償

（1）引渡し前日までに解除された場合は、施設整備費
の100分の5に相当する額
（2）引渡し日以降に解除された場合は、解除が帰属
する事業年度及びその翌年度において支払われるべ
き施設供用業務の遂行に係る対価総額の100分の5に
相当する額を支払うありますが、基本協定書第10条2
による違約金とあわせて支払うのでしょうか。その場
合、違約金が過大となり、入札への参加が難しくなりま
す。

基本協定書（案）第10条第4項の規定に従い、事業契約
の定めるところによりSPCが違約金の支払を行ったとき
は、市は、落札者に対し、基本協定書（案）第10条第2項
の規定による違約金を請求しません。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　事業契約書（案）に関する第２回質問に対する回答

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目 項目 項目名 質問の内容 回答

7
事業契約書
（案）

67 別紙13
③　②以外の税制
度の新設・変更の
場合

事業契約書（案）に関する第１回質問に対する回答
No.57に対する回答を踏まえての確認です。実施方針
の別添資料4：リスク分担表（案）「税制変更リスク」で
は、法人税等収益関係税の変更に関するものは「事
業者負担」、上記以外の変更に関するものは「市負
担」とされております。事業所税は法人税等収益関係
税ではないため、税制度の変更（平米当たりの税率な
ど）は貴市の負担という理解ですが、事業者負担とす
る理由をお示しください。

事業所税については、別紙13に示す負担割合のうち③
とし、税率等、税制度の変更の場合、本市の負担としま
す。具体的には、税率の変更などのあった場合、これに
係る増加（減少）分についてサービス対価Cの変更を行う
ことを想定しています。
なお、本回答により、事業契約書（案）に関する第１回質
問回答№57の回答を無効とします。

8
事業契約
（案）

契約金額 契約金額を記載する項目の追加をご検討下さい。
現在公表している事業契約書（案）については、仮契約
書として示しているものであり、契約金額は、事業契約の
本契約書において記載します。

9
事業契約
（案）

契約金額

契約金額を記載する場合は、物価変動や金利確定に
よるサービス対価の改定、または将来的な消費税率の
変更による支払額の変更に際しては変更契約が不要
になるよう以下の但書の追加をご検討下さい。
「ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又
は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がな
された金額とする。」

契約金額の改定については、事業契約の本契約書にお
いて記載します。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　その他に関する第２回質問回答

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目 項目 項目名 質問の内容 回答

1

入札説明書
に関する第1
回質問に対
する回答

3 №24～31
サービス対価Aの
算定方法

№30にありますとおり、結局のところ、サービス対価A
の内訳（交付金、起債、一般財源）が変更する可能性
はあるものの、サービス対価Aの総額自体が変動する
ことはないとの理解で宜しいでしょうか。

原則、サービス対価Aの総額が変動することはないと
考えています。詳細については、入札説明書に関す
る第2回質問回答№1をご参照ください。

2

入札説明書
に関する第1
回質問に対
する回答

3
№23、
26、27

サービス対価Aの
算定方法

№23回答にてサービス対価Aの金額は様式6-7にて
確定しているため、一時金の額が入札時点において
確定している、との理解ですが、
① №26回答にみられるとおり、サービス対価Aの内訳
が変更されたとしてもサービス対価Aの総額は変更さ
れない、との理解で宜しいでしょうか。
②　①の場合、No.26及び27の回答で示されたように、
「サービス対価Bが変動する場合」とは、どのような場
合を想定されていますでしょうか。

①については、サービス対価Aの金額が定まっている
場合における市の調達に係る内訳の変動について
は、市のリスク負担としますので、ご理解のとおりです。
②については、提案時のサービス対価Aに起債対象
外となる費用が含まれている場合などは、サービス対
価Aとサービス対価B（割賦元金）の内訳が変動する場
合があります。
詳細については、入札説明書に関する第2回質問回
答№1をご参照ください。

3

入札説明書
に関する第1
回質問に対
する回答

4 №36
サービス対価Aの
算定方法

回答では、国の協議結果を踏まえて代替指標を設定
するとありますが、その際に生じる追加費用等につい
てはすべて貴市リスクとの認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりですが、合理的な範囲に限ります。

4

入札説明書
に関する第1
回質問に対
する回答

4 №37
学校給食調理固
定費

「年度ごとに異なる固定費を提案すること」を可として
ご回答を頂く一方、入札説明書P.23　別紙1 2サービ
ス対価の算定方法 （3）サービス対価Cの算定方法
① 2ポツ目ただし書きにて以下の規定がございます。
「…令和3年度（供用開始年度）…は他の年度の
3/12、令和18年度（事業 終年度）…は他の年度の
4/12を乗じた金額とする。」
年度ごとに異なる固定費を提案した場合、供用開始
年度及び事業 終年度の算出基礎となる「他の年度」
が不明です。
つきましては入札説明書別紙1 2 （3） ①2ポツ目ただ
し書きを次のとおり変更して頂けますでしょうか。「…令
和3年度（供用開始年度）及び令和18年度（事業 終
年度）は、各年度における事業実施月数が12ヶ月と仮
定したときの固定費金額にそれぞれ3/12、4/12を乗じ
た金額とする。」

ご指摘を踏まえ、入札説明書修正版を公表しますの
で、当該修正内容をご確認ください。

5

入札説明書
に関する第1
回質問に対
する回答

5 №44 光熱水費

入札額からは市専用部分の光熱水費は除くとのことで
すが、修正版入札説明書P26の表中、「④光熱水費」
において、「市専用部分（市職員用事務室、市職員用
更衣室、市職員用便所、書庫、給湯室等）で使用する
光熱水費についても、入札参加者が提案した単価に
入札参加者の提案した使用量を乗じた額を支払う。市
が使用する光熱水費については、実使用量が入札参
加者の提案する使用量を超過する場合には超過分に
ついての光熱水費を支払う。」とあるため、矛盾してい
ると思料します。
これは単なる修正漏れであり、結局のところ、市専用
部分の光熱水費はメーターを別としておき、当該使用
量分も一旦は事業者が立て替えて支払うが、後日、実
費精算させていただけるということでしょうか（提案時に
市側の使用量想定の提案も不要。入札額にも市側使
用料想定は含めない）。

ご指摘を踏まえ、入札説明書修正版を公表しますの
で、当該修正内容をご確認ください。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　その他に関する第２回質問回答

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目 項目 項目名 質問の内容 回答

6

入札説明書
に関する第1
回質問に対
する回答

6 №52
サービス対価Ｃの
改定

「配送車の燃料費及び光熱水費については、提案さ
れた使用料の範囲で実際の使用料について物価変
動を反映させます。」とありますが、これですと、物価変
動改定の意味がないのではと思料します。提案時の
「使用量」以内であっても、物価指標が上昇することで
単価が上昇し、結果として「使用料」が提案時使用料
を上回った場合のリスクについては、市側としていただ
けるようお願いいたします。

ご指摘を踏まえ、入札説明書修正版を公表しますの
で、当該修正内容をご確認ください。
また、以下のとおり、物価変動によって単価が変動し
た際の解釈を明確化します。

・提案時の使用量以内である場合（実使用量で算定）
燃料費及び光熱水費の使用料金＝実使用量×変動
後の単価

・提案時の使用量を超える場合(提案時の使用量で算
定)
燃料費及び光熱水費の使用料金＝提案時の使用量
×変動後の単価

よって、算定の結果、提案時の使用料金を超えている
場合は、市の負担となります。
なお、本回答により、入札説明書に関する第1回質問
回答№52の回答を無効とします。

7

入札説明書
に関する第
１回質問に
対する回答

6 №57 光熱水費

配送車燃料費及び光熱水費の指標については事業
者提案となっていますが、入札において根拠とした指
標は、提案書類のどこにも記載することになっていま
せんが、事業者決定後の契約協議のなかで確認する
ということで宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。指標については協議の上事業
契約書に記載します。

8

要求水準書
に関する第1
回質問に対
する回答

14 №69 事業用地概要図
北側余剰地の利用範囲はについては提案書作成時
は協議前となりますが、契約・協議後に提案書と異な
る場合もあると考えてよろしいでしょうか。

可能な限り事業者の提案を尊重するものとしますが、
事情等により提案書と異なる内容の協議をお願いする
場合もあります。

9

要求水準書
に関する第1
回質問に対
する回答

14 №74
年度別生徒数（教
職員数）・学級数
推移見込み

「【添付資料11】を参考に必要なコンテナ台数を算出」
とありますが、この資料では学校別の 大クラス数が
不明です。クラス数の増加は、事業者側ではコント
ロールできないため、事業者のみでリスクを負うことは
難しいと考えます。よって、学校別の学級数が記載さ
れているH30年度分の数値を基に算出したコンテナ台
数で提案し、開業後クラス数の増加に伴い、コンテナ
の追加が必要となった場合の対応（費用負担を含む）
については、その都度、市と事業者で協議させて頂け
るという認識でよろしいでしょうか。

【添付資料11】については、令和元年5月1日時点の
数値に置き換え、新たに学校別学級数の推移見込み
を追加した修正版を公表します。当該推移見込みを
参考の上、必要かつ一定の余裕を見込んだコンテナ
台数を提案してください。
また、供用開始後、学級数の増加にともなうコンテナ
の追加については、急激な人口増や制度改変等、外
的環境の変化を原因とする場合は、事業者との協議
に応じます。

10

要求水準書
に関する第1
回質問に対
する回答

15 №84 事業所税

「本事業は事業所税の対象」とのことですが、将来の
事業所税率の上昇分や税制変更に伴う増額分に関し
ては、実施方針19ページ「別添資料4：リスク分担表
（案）」における共通の税制変更リスクの「上記以外の
変更に関するもの」に該当し貴市負担、という理解でよ
ろしいでしょうか。

事業契約書（案）に関する第2回質問回答№7をご参
照ください。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　その他に関する第２回質問回答

№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目 項目 項目名 質問の内容 回答

11

様式集に関
する第1回
質問に対す
る回答

18 №13 提案概要書

様式4-3（提案概要書）は「採点対象ではありません」
とのことですが、応募者の負担を軽減するため、本様
式は不要としていただきたく存じます。「応募者が 優
秀提案に選定された場合、本様式を議会へ報告する
予定としている」とのことであれば、 優秀提案者にの
み、落札後に提案概要書の作成を求めるべきと考えま
す。

本様式は、評価の対象としておりませんが、事業者選
定過程においても活用することを想定しており、必要
であると考えております。

12

様式集に関
する第1回
質問に対す
る回答

18 №24
（3）維持管理業務
費内訳書

様式9-2-3に、「修繕費」項目を追加して計上するとの
ことですが、修繕・更新業務については「建築物維持
管理業務」等の個別業務に含まれているとの認識で
す。よって、各業務の中に、修繕費も含めた額を計上
し、「内容・算出根拠」の欄にて、考え方や内訳を記載
すればよい、との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりですが、各様式間で適切に数値の整
合を図ってください。

13

様式集に関
する第1回
質問に対す
る回答

20 №42 維持管理・運営費

様式7-3及び様式8-8の合計は、「年間費用」の合計
です。そのため、平準化するしないに関わらず、事業
期間の累計はどこにも記載する必要はないとの理解
で宜しいですか。（上記内訳書には光熱水費・燃料費
も含めることになっていないため、様式9-2-③の「維
持管理・運営費」と一致することはないと思料します。）

様式7-3及び様式8-8は、令和4年度分の費用を記載
するものとし、費用の変動する項目については、様式
の注意書きに従って説明書を添付してください。

14
基本協定書
（案）に関す
る質問回答

23 №3 事業契約

構成企業が指名停止となった場合、その事由により契
約を解除することができるとなっております。
具体的には、どのような事由において契約が解除され
るのかご教授いただけないでしょうか。

基本協定書第6条は、落札者のいずれかが指名停止
となった場合は事業契約に係る本契約の成立前であ
るため、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本
契約を成立させないことができると規定されています。
なお、市の指名停止措置については、尼崎市入札参
加停止等の措置に関する要綱をご参照ください。

15
基本協定書
（案）に関す
る質問回答

23 №3 事業契約

構成企業が指名停止となった場合、その事由により契
約を解除することができるとなっております。
構成企業1社による指名停止により、事業契約を解除
することは、事業継続性を保つSPCとしての機能がは
たされていないと感じます。
そのため、構成員の変更等による契約の継続をみとめ
ていただけないでしょうか。
※第10条も同様にお願いいたします。

構成員の変更による契約締結、又は契約の継続を図
る場合もあり得ますが、個別の事由により市が判断しま
す。なお、事業契約締結までの期間における代表企
業以外の構成員の変更については、入札説明書P17
の5（4）をご参照ください。

16

事業契約書
（案）に関す
る第1回質
問に対する
回答

25 №11
基本設計の完了
実施設計の完了

設計図書に対する貴市の確認通知を書面にて頂ける
とのことですが、要求水準書質疑№3により、当該確認
通知書は、事業者が書類又は図面を提出してから14
日程度で貴市より受領できる、との理解で宜しいでしょ
うか。

確認の通知についてはご理解のとおりです。

17

事業契約書
（案）に関す
る第1回質
問に対する
回答

30 №57
3　2以外の税制度
の新設・変更の場
合

事業所税の税率の変更は事業者負担となっておりま
す。事業所税を課すかどうかは自治体が主体になるか
と思いますが、それにかかる税率は国が主体となって
いるかと思います。
そのため、税率は法令変更に該当するとの理解でよろ
しいでしょうか。他自治体も法令変更となっています。

事業契約書（案）に関する第1回質問回答№7をご参
照ください。
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