
尼崎市立学校給食センター整備運営事業　要求水準書（案）に関する質問回答

№ 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 3 1 （3） 立地条件
表のその他に記載のある、市が実施する解体工事の
範囲図をご提示ください。

入札説明書等とあわせて公表する【添付資料24】をご
参照ください。敷地外周部のフェンス・擁壁及び南西
角の桜の木4本以外は全て撤去します。

2 3 1 （3） 立地条件
表のその他に記載のある、既設のフェンスと擁壁の図
面をご提示ください。

資料はありません。

3 3 1 （3） 隣接道路
【添付資料6】「事業用地概要図」の事業用地の地歴
は、元々がグラウンドでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、現状、市で可能な範囲で
確認した地歴によると、旧若草中学校の設置以前は、
宅地となっており、それ以前は田となっています。

4 3 1 （3） 地盤状況
【添付資料7】の埋土に石炭ガラの記載がありますが、
土壌汚染の恐れはないですか。

【添付資料7】は市営住宅に関る資料であり、本事業
用地における土壌汚染の有無は不明です。

5 3 1 （3） その他

「建築基準法第48条第5項ただし書きの許可」に関し
て、本事業予定地を選定した理由（許可が不要である
他敷地がなかった理由）は市が作成して頂けると考え
て宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

6 3 1 （3） その他

「建築基準法第48条第5項ただし書きの許可」に関し
て、本事業（給食センターの建設）に関して許可手続
きに必要な利害関係者（近隣住民）の合意は概ね得
られていると考えて宜しいでしょうか。

事業の概要に関する説明会はすでに実施しておりま
すが、公聴会での合意が必要となります。

7 3 1 （3） その他

「建築基準法第48条第5項ただし書きの許可」に関し
て、本事業（給食センターの建設）に関して許可手続
きに必要な利害関係者（公聴会に出席する近隣住
民）の対象範囲を御提示下さい。

対象範囲は敷地境界より100メートルほどになると想
定しています。なお、詳細については基本設計時に
建築指導課にご確認ください。

8 3 1 （3） その他
敷地周囲の既設擁壁とフェンスは一部再利用可能と
考えて宜しいでしょうか。

撤去してください。

9 3 1 （3） その他
敷地周囲の防球ネット及び柱は解体されていると考え
て宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。要求水準書（案）に関する質問
回答No.1をご参照ください。

10 4 1 （4） ウ （イ）
防火水槽は学校プール（旧若草中学校）の代替として
設置し、容量は40ｔ×1基を設置するとの理解で宜し
いでしょうか。

防火水槽は学校プールの代替ではありませんが、住
環境整備条例をご確認の上、容量40ｔ×1基を設けて
ください。また、消火栓については敷地の西側と南側
の歩道上にあるので必要ありません。なお、詳細につ
いては基本設計時に所管消防署に確認してくださ
い。

11 8 2 （１） 総則

「建築基準法第４８条第５項ただし書きの許可を得る
必要があることに留意し」、とありますが、留意するの
は当然のこととして、当該許可を得る手続きを主体的
に実施するのは市、事業者のいずれでしょうか。

実施方針に関する質問回答No.30をご参照ください。

12 8 2 （2） ア （ア）
1日当りの 大11,000食の能力を有する施設・設備を
基本的な考え方とされていますが、事業期間中の食
数変動はありますでしょうか。

1日当り 大11,000食の施設・設備規模は変更ありま
せんが、日々調理数の変動はあります。
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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（案）に関する質問回答

№ 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

13 9 2 （２） ア （ケ） 調理内容

「揚物・焼物室」の焼物機調理でカップグラタン、蒸し
ケーキ、茶碗蒸し等は、個別にカップに入れて加熱調
理する想定ですか。その場合、カップの調達は市側
の業務範囲という解釈でよろしいですか。

前段については、深型ホテルパンで加熱し、加熱後
にカットして提供するものと、個別にカップに入れて加
熱調理し提供するものがあります。
後段については、ご理解のとおりです。

14 9 2 （2） ア （ケ） 揚物・焼物室
「いずれかの献立で5,500食」とありますが、揚物機と
焼物機は各5,500食の調理機器能力との理解で宜し
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

15 9 2 （2） ア （ケ）
和え物室
（冷デザート）

「いずれかの献立で5,500食」とありますが、A・B献立
の重複は無く、1日 大5,500食との理解で宜しいで
しょうか。

冷デザートについては、ご理解のとおりです。

16 9 2 （2） ア （ケ） 調理内容（想定）

調理内容（想定）に、カップグラタンや寒天ゼリー（カッ
プ）とありますが、そのカップ（うつわ）は市の負担との
理解でよろしいでしょうか。またその廃棄も同様に市の
負担（各学校での廃棄処理）との理解でよろしいで
しょうか。

前段については、要求水準書（案）に関する質問回答
No.13をご参照ください。後段についてはご理解のと
おりです。

17 9 2 （2） ア （ケ） 調理内容（想定）
揚げ菓子、蒸しケーキと茶碗蒸し、寒天ゼリーの調理
工程をご教示ください。

調理工程については、事業者と協議の上、献立の組
み合わせや施設設備に応じた 善の方法で決定しま
すが、以下に一例を示します。
①揚げ菓子については、小麦粉を使う場合は、小麦
粉処理室内で生地を作り、揚物・焼物室で揚げます。
②蒸しケーキについては、小麦粉を使う場合は、小麦
粉処理室内で生地を作り、揚物・焼物室でホテルパン
に流し（又はカップに詰めて）、蒸します。
③茶碗蒸しについては、卵は卵処理室で下処理を行
い、具材は上処理コーナー（又は室）で処理し、揚物・
焼物室の煮炊き釜でだし・調味料・卵を混合し、カップ
に詰め、蒸します。
④寒天ゼリーについては、煮炊き調理室の煮炊き釜
でゼリー液を調理し、食缶等に移し替え、和え物室内
で果汁と混合し、カップに詰めます。その後、和え物
室の冷蔵庫で冷却します。
※ただし、生地の成型作業や、ホテルパン又はカップ
に詰める作業については、全体の調理作業動線との
兼ね合いや安全面から、他の作業区域で行う場合も
あります。

18 9 2 （２） ア （ケ） 調理内容（想定）
焼物機での調理想定として「煮る」がありますが煮炊き
調理室以外での「煮る」という調理はどのような想定か
をご教示頂けますでしょうか。

煮炊き釜で煮ると煮崩れしやすい煮魚やさつまいもの
煮物等を想定しています。

19 10 2 （2） エ
一次的に避難民を受け入れた場合も、トイレは、必要
と理解して宜しいでしょうか。または、簡易トイレなどを
想定されていますでしょうか。

入札説明書等とあわせて公表する【添付資料17】を参
照してください。また、簡易トイレは想定していません。

20 10 2 （2） エ （ア）
応急給食の実施につきまして、厨房設備で想定され
ている機器はありますでしょうか。

入札説明書等とあわせて公表する【添付資料17】をご
参照ください。
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№ 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

21 10 2 （2） エ （ア）
応急給食の実施につきまして、提供後　洗浄機及び
消毒保管庫の使用は想定されていますでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、入札説明書等とあわせて公表する【添付資料
17】をご参照ください。

22 10 2 （2） エ （ア）
応急給食の実施につきまして、何品目の提供を想定
されていますでしょうか。

入札説明書等とあわせて公表する【添付資料17】をご
参照ください。

23 10 2 （2） エ （ウ）

「受水槽は、緊急遮断弁や防災用給水バルブを整備
し、飲用として取り出せるよう整備する。」とあります
が、夏休みなどの長期休暇期間は、使用水量が少な
い為、受水槽内に長期間滞留すると、塩素がなくなり
飲用に適さない水となることが想定されます。防災用
の給水としての利用は、長期休暇期間中は対象外と
し、「貯水量を減らすまたは、受水槽を使用しない」な
どの措置を行い、給食センターで使用する水の水質
を維持するよう対応することは可能でしょうか。

認められません。

24 10 2 （2） エ
給食センターに求
める災害時の稼動
性能

2階諸室にて避難民を受け入れ、移動式煮炊き釜に
て炊き出しを行うとありますが、市が負担するアルファ
化米90kg程度を3回程度想定しているとの理解でよろ
しいでしょうか。また、物品庫に設置（Ｐ21）することか
ら、移動式煮炊き釜を使用した調理は、屋外で行うと
の理解でよろしいでしょうか。

前段については、入札説明書等とあわせて公表する
【添付資料17】に示すとおりです。状況によっては、ア
ルファ化米以外の調理を行うことも想定しています。
後段については、ご理解のとおりです。

25 10 2 （２） エ
災害時等の稼働
性能

移動式煮炊き釜にて炊出しに関しても2階諸室でも実
施する想定でしょうか。ご教示ください。

要求水準書（案）に関する質問No.24をご参照くださ
い。

26 10 2 （２） エ （イ）
災害時に提供する応急給食の食材費、水光熱費は
市側の負担との理解でよいでしょうか。

災害時に提供する応急給食については、食材調達及
び光熱水費の分担も含めて、通常の運営業務として
行います。炊き出しの提供及び一時避難者への対応
については、市として事業者と別途災害協定を締結し
たいと考えており、当該協定において詳細を協議によ
り定めることを想定しています。なお、入札説明書等と
あわせて公表する【添付資料17】をご参照ください。

27 11 2 （3） ア （イ） 留意事項

「事業者が想定する杭の位置等に施工に支障をきた
す埋設物がないか調査をおこなうこと。」とありますが、
事業用地内の地中障害物の有無の可能性について
資料を御提示頂けると理解して宜しいでしょうか。

資料はありません。

28 11 2 （３） ウ
開発許可及び
確認申請等

本事業は、開発許可申請手続きは不要である、とあり
ますが、計画地外周に設置する自転車歩行者専用道
路は、道路ではなく、敷地内通路として扱うということ
でしょうか。

計画地外周に設置する自転車歩行者専用道路の維
持管理は道路管理者が行うため、道路として整備して
ください。

29 12 2 （5） ア （ア） c
「警察署との事前協議」とありますが、今回の提案につ
いて協議を行なってもよろしいでしょうか。

基本設計時としてください。

30 12 2 （5） ア （ア） e 建築本体 防音壁の設置は敷地全周に必要でしょうか。
設置箇所の指定はしませんが、近隣周辺の住環境等
への配慮に効果的な箇所への設置をご提案願いま
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（案）に関する質問回答

№ 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

31 13 2 （5） イ （ア） ｃ
見学通路及び見学窓は不要との事ですが、見学対象
施設ではないと理解して宜しいでしょうか。

本件施設は、見学者を受け入れます。見学通路及び
見学窓は不要としますが、DVDや調理室に設けるカメ
ラ等によるモニターでの見学を想定しています。

32 13 2 （5） イ （ア） ｃ
給食センターの
構成

見学通路及び見学窓は不要とする、とありますが、本
施設では調理エリアの見学は一切実施されないと考
えてよろしいでしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.31をご参照く
ださい。

33 13 2 （5） イ （ア） ｃ
給食センターの
構成

見学通路及び見学窓は不要とする、とありますが、見
学通路・見学窓を提案した場合、要求水準未達となる
のでしょうか。また、審査において、加点または減点要
素となるのでしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.31をご参照く
ださい。

34 13 2 （5） イ （ア） c 施設計画
「見学通路及び見学窓は不要」とありますが、事業者
提案により設けることは可能との理解で宜しいでしょう
か。

要求水準書（案）に関する質問回答No.31をご参照く
ださい。

35 14 2 （5） イ （ウ） a （d） 米荷受室 米の荷姿をご教示ください。 10㎏又は5㎏袋入りを想定しています。

36 14 2 （5） イ （ウ） b （d） 泥落とし・皮むき室

「球根皮むき機の野菜等の出口は、室内に設置する」
というのは、根菜の取り出しを壁を隔てた別室（検収室
もしくは下処理室）にするのではなく、投入と同じ室内
で行う、という解釈でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

37 14 2 （5） イ （ウ） e （ｂ） 計量室 乳製品専用の水槽は残渣の計量用でしょうか。 乳製品用の計量スペースとして利用します。

38 14 2 （5） イ （ウ） e （b） 計量室
乳製品専用の水槽等とはどのような用途で使用する
か御教示下さい。

要求水準書（案）に関する質問回答No.37をご参照く
ださい。

39 14 2 （5） イ （ウ） e （ｂ）
乳製品専用の
水槽

乳製品専用の水槽の用とは、紙パックで納品される牛
乳や、生クリームを容器に移し替える際に容器を置く
ために使用するという理解でよろしいでしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.37をご参照く
ださい。

40 15 2 （5） イ （ウ） f （b） 施設計画

「事業者用事務室で常時温度管理できる表示盤を設
置」とありますが、専用盤とせずに自動制御タッチパネ
ルで、他のものと兼用として宜しいでしょうか。また、パ
ススルー冷蔵庫は対象外として宜しいでしょうか。

前段については、原案とおりとします。
後段については、パススルー冷蔵庫は対象外としま
す。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　要求水準書（案）に関する質問回答

№ 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

41 15 2 （5） イ （ウ） ｇ 下処理室

微酸性電解水生成機を設置するにあたり、その使用
方法がきまっているのであればご教示ください。
また果物非加熱食品に使用するものと考えております
が、P15の図における殺菌において使用するのでしょ
うか。また,次亜塩素酸ナトリウムの使用も行うのでしょ
うか。

微酸性電解水の用途については、調理室における食
品（果物等非加熱食品の殺菌工程、根菜類・甲殻類・
軟体類等の洗浄時）、加熱済みの食品や果物非加熱
食品を使用する調理機器・器具、蓄冷剤（使用する場
合）等の殺菌工程を想定していますが、その他適切な
用途に使用することをご提案ください。
要求水準書(案）(P15）の図にある果物非加熱食品の
殺菌工程に使用することについては、ご理解のとおり
です。
また、次亜塩素酸ナトリウムについては、まな板・不織
布・フードスライサーのコンベアベルト・蓄冷剤（使用
する場合）等の漂白や、清掃道具等の漬け置き消毒、
便所の消毒、ノロウイルス等による食中毒や感染症を
防止する目的で使用します。（文部科学省「調理場に
おける洗浄・消毒マニュアルpartⅠ・Ⅱ」参照）

42 16 2 （5） イ （ウ） g （b） 下処理室

肉魚下処理室に「肉魚用の容器・器具を洗浄するた
めの水槽を設置する」とありますが、移動台等の洗浄
も必要なため、別途、肉魚類専用の器具洗浄室を別
に設けた場合は、肉魚下処理室内には器具洗浄用の
シンクは設けなくてもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

43 16 2 （5） イ （ウ） g （b）
肉魚類
下処理

甲殻類・軟体類用の3槽シンクは各々設置する必要は
ありますか。

ご理解のとおりです。

44 16 2 （5） イ （ウ） ｇ （d）
小麦粉処理室・
生地室

小麦粉の保管は、開封済みのものは小麦粉処理室と
し、未開封のものは食品庫への保管でも構わないで
しょうか。

他の食品への混入防止策を講じるなど、適切な管理
ができれば、ご質問内容について可とします。

45 16 2 （5） イ （ウ） j （a） 洗米室

「無洗米を洗うための室」とありますが、無洗米を洗米
する必要性についてどのようにお考えですか。洗米が
不要でしたら、直接浸漬するタンクへ米を送ることがで
き、使用水量の削減や、万が一の機器清掃不良にお
ける異物混入リスクの低減等のメリットがあります。

無洗米の表面に付着したチリ・微小なごみ等を除去す
る必要があります。ごく短時間での流水による洗米を
想定しています。

46 16 2 （5） イ （ウ） j （ａ） 洗米室 恒久的に無洗米を使用されるご予定でしょうか。 現時点では、有洗米に変更する予定はありません。

47 16 2 （5） イ （ウ） ｊ （ａ） 洗米室
無洗米を洗う室とありますが、無洗米はどの程度洗う
のでしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.45をご参照く
ださい。

48 16 2 （5） イ （ウ） k （ａ） 殺菌水機械室
微酸性電解水はどの部屋のどの用途で使用するので
しょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.41をご参照く
ださい。

49 16 2 （5） イ （ウ） k （ａ） 殺菌水機械室
微酸性電解水ではなく、次亜塩素酸ナトリウムの使用
は不可でしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.41をご参照く
ださい。

50 16 2 （5） イ （ウ） k （a） 施設計画
殺菌水機械室ではなくテーブル据え置き式（壁掛け
設置など）での提案も可能と理解して宜しいでしょう
か。

運営上支障なければ、提案可能です。
入札説明書等において必要部分の修正を行います。
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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（案）に関する質問回答

№ 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

51 16 2 （5） イ （ウ） ｋ 諸室の概要
殺菌水機械室について、室を設けるのではなく、事業
者の判断で必要な諸室に微酸性電解水生成機を設
置して使用するでもよろしいでしょうか。

要求水準書（案）に関する質問への回答No.50をご参
照ください。

52 17 2 （5） イ （ウ） ｑ （ｆ）
残渣処理室、
残渣保管室

「残渣保管室は本施設内に設置し適切に温度管理す
る。」とあるが、空調設備による温度管理で構わないで
しょうか。

腐敗対策が可能であれば、空調設備による温度管理
でも宜しいです。

53 17 2 （5） イ （ウ） ｑ
残渣処理室・
保管室

残渣処理室と残渣保管室は別に設ける必要がありま
すか。

各室を個別に設置してください。

54 17 2 （5） イ （ウ） r （f）
牛乳パック処理
室・牛乳パック保
管室

「牛乳パック保管室は本体施設内に設置し適切に温
度管理する。」とありますが、外部に専用倉庫を設けて
そこに保管してもよいですか。

衛生管理及び臭気対策を徹底するため、原案のとお
りとします。

55 17 2 （5） イ （ウ） r （ｇ）
牛乳パック処理
室・牛乳パック保
管室

自動洗浄機等の参考メーカー・機種をご教示くださ
い。また、牛乳パックはどのような状態で返却されるで
しょうか。（潰してクラスごとにゴミ袋に入れて返却等）

前段については、保管中に臭気が発生しないよう、洗
浄、脱水機能を備えた機種を想定しています。
後段については、入札説明書等とあわせて公表する
【別添資料22】をご参照ください。

56 17 2 （5） イ （ウ） ｒ
牛乳パック処理
室・保管室

牛乳パックの寸法を御教示下さい。
入札説明書等とあわせて公表する【添付資料22】をご
参照ください。

57 18 2 （5） イ （ウ） b 煮炊き調理室
和え物の和え衣やドレッシング（調味料）の加熱の必
要はありますか。

和え物やサラダのドレッシングに使用する調味料につ
いては、非加熱を基本としますが、すりごまや糸かつ
お等は加熱・放冷後に調味料と混合して和え衣を調
理します。

58 18 2 （5） イ （ウ） c （a）
二次加工コーナー
（又は室）

「市と協議の上、選定し、事業者が調達する」とありま
すが、基本的に貴市の決定に従うこととなり、事業者
においてコントロールできるものではないため、設置に
必要な具体的なスペースや必要設備の想定を教えて
ください。

設置に必要なスペースについては、 大5食程度へ
の対応及び要求水準書に記載の調理備品が使用可
能なスペースとして提案願います。
必要設備については、要求水準書P18に記載の事項
及び、【添付資料16】＜対応の目安＞をご参照いただ
き、必要と想定されるものをご提案ください。
また、要求水準書（案）に記載の「市と協議の上、選定
し、」を削除することとし、入札説明書等において必要
部分を適切に修正します。

59 18 2 （5） イ （ウ） c （a） 二次加工

市と協議の上選定するということは、本提案では二次
加工コーナーの配置のみを提案事項とし、コーナー
で使用する機器や備品は見積もりに含めないというこ
とでしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.58をご参照く
ださい。

60 18 2 （5） イ （ウ） ｃ （ａ） 諸室の概要

二次加工に用いる調理器具は、市と協議の上、選定
し、事業者が調達とありますが、提案時においては、
事業者が想定する調理器具類を提示するでよろしい
でしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.58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　要求水準書（案）に関する質問回答

№ 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

61 18 2 （5） イ （ウ） e （a） 和え物室
ゼリー状のカップ詰め等を行なうとありますが、カップ
の材質・形状を御教示下さい。また、カップの調達は
市側の業務範囲という解釈でよろしいですか。

前段については、下記に一例を示します。
蒸し物・ゼリー用：耐熱紙容器90ml程度
焼物用：耐熱紙容器小判型100ml又は150ml
蒸物・焼物用：耐熱紙容器マフィン型75ml又は150ｍｌ
後段については、要求水準書（案）に関する質問回答
No.13をご参照ください。

62 18 2 （5） イ （ウ） e （a） 和え物室
「ゼリー液のカップ詰め」とありますが、ゼリー液の調理
はどこでどのように行えばよろしいですか。

煮炊き調理室の和え物に使用する野菜等のボイル用
煮炊き釜を用いてゼリー液を調理し、食缶等に入れ
て、和え物室に移動する等が考えられるため、煮炊き
調理室内としてください。

63 18 2 （5） イ （ウ） f （a） アレルギー対応

全ての調理形態に対応するとは、アレルギー対応食
調理室にも通常給食の調理室同様に、二次加工にも
対応できる設備を設ける必要があるということでしょう
か。

ご理解のとおりです。

64 19 2 （5） イ （ウ） ｊ （a） 炊飯
ピラフについて、調理手順や使用する機器を想定さ
れていましたら、ご教示願います。

ピラフの調理手順や使用する機器については、米・
油・調味料を合わせて炊飯器で調理、具材は別に煮
炊き釜で調理し、炊き上がり時のほぐし作業におい
て、混合することを想定しています。

65 19 2 （5） イ （ウ） j （ａ） 炊飯室

学校給食センターで主に導入される連続炊飯システ
ムではもち米の使用による赤飯は対応が難しく、釜で
アルファ化米から調理する方法などの代替方法がとら
れています。赤飯調理の場合、どのような米の使用と
調理手法をお考えでしょうか。

アルファ化米の赤飯を使用し、連続炊飯システムによ
り調理する想定です。

66 20 2 （5） イ （ウ） b （ｆ） 調理員用便所

調理員用便所の便所個室内に肘まで洗える大きさの
手洗いシンクとありまが、便所個室内は座った状態で
手を洗える小型シンクとし、便所個室を出た便所内に
肘まで洗える大きさの手洗いシンクを設けることで宜し
いでしょうか。

ご質問の趣旨を踏まえ、入札説明書等において必要
部分の修正を行います。

67 21 2 （5） イ （ウ） ｂ・ｃ 会議室・多目的室
会議室と多目的室は、用途が似ていますが、それぞ
れ別室として設けることが必須でしょうか。多目的室の
みに統一することはできないでしょうか。

原案のとおりとします。

68 21 2 （5） イ （ウ） i （a） 物品庫
LPGボンベはどの程度の容量と台数を想定されてい
るか御教示下さい。

災害時等に、市が調達するLPGガスの容量と台数に
ついては、5㎏を3台又は10㎏を1台程度を想定してい
ます。

69 21 2 （5） イ （ウ） ｉ （ａ） 物品庫
市が調達するLPGとアルファ化米は、事業期間中の
保守・管理も市にて実施されると考えてよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

70 21 2 （5） イ （ウ） i （a） 物品庫
「（炊き出しは3回程度を想定）」とありますが、災害や
停電発生に伴う避難者が生じた場合に炊き出しを3回
/日行うとの理解で宜しいでしょうか。

計3回を想定しています。
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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（案）に関する質問回答

№ 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

71 22 2 （5） イ （ウ） a （a） ごみ庫

「ごみ庫は、調理食数等に合わせ、位置・規模等を考
慮する。」とありますが、具体的に汚染作業区域に設
置する廃棄庫との役割の区別はありますか。両方とも
ゴミの一時保管が目的の場合、廃棄庫の面積に留意
すれば廃棄庫に集約してもよろしいでしょうか。

ゴミの保管状況および調理エリアへの影響がなけれ
ば、集約することを妨げるものではありません。

72 22 2 （5） イ （ウ） b （b） 厨房除害施設

「給食センターの排水が、～排水基準値以下となるよ
うに」とありますが、本件では、牛乳パックの回収があ
り、飲み残し牛乳の量によっては、厨房除外施設への
負荷がかなり大きくなると考えられるため、厨房除外施
設の能力想定のため、下記条件をお示しください。
①飲み残しの処理は学校orセンター
②センター処理の場合、飲み残しの想定量

入札説明書等とあわせて公表する【添付資料22】をご
参照ください。

73 23 2 （5） ウ （ア） a
「屋根付き駐輪場20台分程度」はどのような利用者を
想定していますでしょうか。

市職員及び外来者を想定しています。

74 23 2 （5） ウ （ア） a
大型バス等の駐車スペースは不要と考えてよろしいで
すか。

ご理解のとおりです。

75 24 2 （5） ウ （ケ） a
モニュメントの情報について詳しく教えてください。
（大きさ、重量、由来、制作者等）

実施方針に関する質問回答No.28をご参照ください。

76 23 2 （5） ウ （イ） a 配送車両置場
「本件施設と一体型として整備する。」とありますが、建
物庇下等の屋外空間（壁による囲い無し）を利用する
との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

77 23 2 （5） ウ （ア） ｂ 外構計画
事業者がセンター敷地内に駐車する際は、駐車料金
を徴収しますでしょうか。ご教示ください。

徴収は行いません。

78 23 2 （5） ウ （イ） c 配送車両置場

「洗車排水は、油水分離槽を介して排水するか、ある
いは、排水処理施設又は下水道に流入するようにし」
とありますが、油水分離槽を介して雨水として排水、も
しくは油水分離槽なしで下水道流入と解釈して宜しい
でしょうか。

排水は下水に流入させるものとします。詳細な排水計
画については、事業者の想定する利用方法等に基づ
き、別途、基本設計時に下水道部と協議が必要で
す。

79 23 2 （5） ウ
雨水貯留浸透
施設

入札前の段階において、市下水道部と協議を実施し
てもよいということでしょうか。

基本設計時としてください。

80 23 2 （5） ウ
雨水貯留浸透
施設

雨水貯留浸透施設について、要求水準としての 低
限度をご教示いただけますでしょうか。

尼崎市総合治水対策基本ガイドラインをご参照くださ
い。入札説明書等において必要部分の修正を行いま
す。

81 24 2 （5） ウ （カ） ａ 植栽

「南西角のサクラ4本は可能な限り存置させる」とありま
すが、現状では、サクラの枝が歩道に大きく越境して
おり、大幅に剪定をおこなう必要があります。高樹齢
のサクラにとって、大幅な剪定は、大きな負荷となるこ
とから、剪定後に枯れることも想定されます。事業期間
中に立ち枯れが発生した場合には、緑化面積を満た
していれば、植替えは行わず、撤去するとの認識でよ
いでしょうか。

ご理解のとおりです。
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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（案）に関する質問回答

№ 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

82 24 2 （5） ウ （カ） ａ 植栽

南西角のサクラ4本は可能な限り存置させる、とありま
すが、計画内容によってやむを得ず伐採することと
なっても、即座に要求水準未達とはならないと考えて
よろしいでしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.81をご参照く
ださい。

83 24 2 （5） ウ （ケ） a
旧若草中モニュメン
ト（石碑）の再設置

事業用地に再設置されるモニュメントの維持管理は、
市側との認識でよいでしょうか。

モニュメントの管理そのものは市の管理となりますが、
清掃等の維持管理は事業者の範囲です。

84 24 2 （5） ウ （ケ） a 外構計画

旧若草中学校モニュメントの運搬据え付けが工事範
囲となりますが、当モニュメントの詳細及び基礎の有
無、基礎作成が必要な場合、基礎の詳細をご教示下
さい。

実施方針に関する質問回答No.28をご参照ください。

85 24 2 （5） ウ （ケ） ａ
旧若草中学校
モニュメント
（石碑）の再設置

旧若草中モニュメントの大きさ（縦・横・高さ）、重量、
設置（固定）方法について具体的に御提示下さい。
尚、設置するまでは尼崎市立小田中学校にて保管さ
れているとの理解で宜しいでしょうか。

実施方針に関する質問回答No.28をご参照ください。
保管については、ご理解のとおりです。

86 24 2 （5） ウ （コ） a 緩衝帯の整備
自転車歩行者専用道路を整備し、完成後市に引き渡
すとありますが、引渡し後の維持管理は、本事業の対
象外との認識でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

87 24 2 （5） ウ （コ） ａ 緩衝帯の整備
道路課と協議の上計画する自転車歩行者専用道路
の整備は、開発行為に該当しないと考えてよろしいで
しょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.28をご参照く
ださい。

88 24 2 （5） ウ （コ） a 外構計画
緩衝帯と給食センター境界との空き寸法をご教示くだ
さい（添付資料20　緩衝帯標準断面イメージ）。

空き寸法はありません。

89 25 2 （5） エ （ウ） i 仕上げ計画

「前室と汚染作業区域・非汚染作業区域の人の往来
動線に位置する扉及び、カート、コンテナ類の動線上
に位置する扉は自動扉」とありますが、衛生面を考量
し、運営上において手動扉が望ましいと事業者が判
断した場合は、手動扉をお認め頂けますでしょうか。

原案のとおりとします。

90 25 2 （5） エ （エ） ｂ 仕上げ計画
「指針値を決めていない有害物質を無くす努力」とあり
ますが努力義務ということでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

91 26 2 （6） ア （オ）
建築設備に係る
設計業務

市専用部の水光熱費は市が負担するとありますが、
計量法に基づき検定付メーターを設置、更新を行う必
要があるのでしょうか。また、メーター検針は、事業者
側の業務となるのでしょうか。

前段・後段とも、ご理解のとおりです。

92 27 2 （6） イ （イ） c （e） 通信・情報設備
非常時には3日間使用できるように、電力バックアップ
の対策を備えるとありますが、1日当りの稼動時間をお
示しください。

1日当たりの稼働時間は、24時間を想定しています。

93 27 2 （6） イ （イ） c （ｅ） 通信・情報設備
「非常時には3日間使用できるように」とありますが、1
日の使用時間を12時間とし、3日間（36時間）分の電
力バックアップを想定すれば宜しいでしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.92をご参照く
ださい。

94 28 2 （6） イ （イ） ⅰ （a）
防犯・モニタリング
用カメラ設備

「防犯性を考慮し、必要に応じて、（以下省略）」とあり
ますが、防犯カメラは必須ではなく事業者側で必要で
あると判断した場合にのみ設置すればよいのでしょう
か。

必須としますが、設置箇所は提案に委ねます。
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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（案）に関する質問回答

№ 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

95 29 2 （6） ウ （イ） a （k） 機械設備

「平均脱臭率85％以上を満たす厨房排気用脱臭装
置」とありますが、臭気計測は必要でしょうか。必要な
場合、測定は引渡前に1回行うとの理解で宜しいで
しょうか。

前段・後段とも、ご理解のとおりです。

96 29 2 （6） ウ （イ） ｂ （ｂ）
給水・給湯・
給蒸気設備

「飲料水、蒸気及び80℃以上の熱湯を十分に供給し
うる設備を適切に配置する。」とありますが、嘔吐など
が発生したクラス分の食器・食缶を洗浄に使用すると
のお考えでしょうか。また、熱湯洗浄以外の洗浄（電
解水など）を行う場合には、80℃以上の熱湯を供給す
る設備は、不要とする提案は可能でしょうか。

ご質問を踏まえ、60℃以上の熱湯とする提案を認めま
す。入札説明書等において必要部分の修正を行いま
す。

97 29 2 （6） ウ （イ） b （b）
給水・給湯・
給蒸気設備

「80℃以上の熱湯を十分に供給」とありますが、単水
栓において80℃の湯が供給されるのは危険なため、
一般的にレジオネラ菌対策として有効な60℃以上で
の給湯とする施設が多いですが、それでよろしいで
しょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.96をご参照く
ださい。

98 29 2 （6） ウ （イ） ｂ （b）
給水・給湯・
給蒸気設備

80℃以上の熱湯の用途をご教示ください。
要求水準書（案）に関する質問回答No.96をご参照く
ださい。

99 30 2 （6） ウ （イ） f （b） 衛生設備
個人用爪ブラシに「繰り返し使用は不可。」とあります
が、爪ブラシを使い捨てするとの理解で宜しいでしょう
か。

個人用爪ブラシは、1回使用ごとに、洗浄・消毒後、適
切に乾燥・保管することで、再使用を可とします。ただ
し、劣化したものは、適宜交換してください。
ご質問を踏まえ、入札説明書等において必要部分の
修正を行います。

100 30 2 （6） エ （ア） ｂ その他

吸気口及び排気口に設置する防虫ネットは、ステンレ
ス製で格子幅1.5mm以下とする。とありますが、格子
幅1.5mmでは、詰まりによる換気風量不足が発生し易
くなります。防虫対策を施せば、格子幅を変更するこ
とは可能でしょうか。

フィルター設置等の防虫対策を行う場合は、格子幅
変更を可とします。入札説明書等において必要部分
の修正を行います。

101 31 2 （7） イ （イ） ｅ シンク類の槽

シンク外面に結露防止塗装を行った場合、塗装部材
が落ちることで異物混入などの原因になるため、現在
はあまり採用されていません。結露する場所はシンク
以外の部分もありますので空調コントロールで結露を
防止する方法でもよろしいでしょうか。

当該項目については、「槽の外面を結露させないため
の対策」について、塗装を指定するものではありませ
ん。

102 32 2 （7） ウ （ア） a （a） 冷蔵庫・冷凍庫

「温度監視は、調理室（庫外）と事業者用事務室及び
市職員用事務室にて確認が行えるものとする」とある
が、冷機器の温度管理を統括して管理可能な温度管
理システムの導入との認識で良いでしょうか。

原案のとおりとします。
温度監視を行い、調整・コントロールは現場で行うこと
を想定しています。

103 32 2 （7） ウ （ア） ａ （c） 冷蔵庫、冷凍庫
温度監視を行う冷蔵庫、冷凍庫は常に食品が入って
いない、一時保冷用のパススルー冷蔵庫等にも必須
でしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.40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　要求水準書（案）に関する質問回答
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104 32 2 （7） ウ （ア） ａ （d） 冷蔵庫、冷凍庫
扉をひじで開ける仕様は困難なため、汚染されにくい
抗菌仕様等の対応でもよろしいでしょうか。

プレハブ式冷蔵庫、冷凍庫の扉については、自閉
式、ひじでの開閉が可能なものとしますが、小型の冷
蔵庫、冷凍庫については、汚染されにくい仕様のもの
であれば可とします。

105 32 2 （7） ウ （ア） a （d） 機械機器の仕様
「自閉式、ひじで開閉が可能」にするのはプレハブ式
を対象とし、小型の冷蔵庫及び冷凍庫は適用外との
理解で宜しいでしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.104をご参照く
ださい。

106 32 2 （7） ウ （ア） c （b） 熱機器・その他
「設備配管等が機外に露出しない構造とする。」とあり
ますが、火傷の恐れが無いよう保温ラッキングで配管
を保護する等の対策でもよろしいでしょうか。

調理員の接触や埃だまりの発生等、調理作業への影
響が出ない対策であれば可とします。

107 32 2 （7） ウ （ア） c （d） 熱機器・その他
スチコンやフライヤーですと加熱温度や時間を登録で
きますが、回転釜等は対応が困難なため除外してい
ただけるでしょうか。

揚物器および焼物器を対象とします。

108 33 2 （7） ウ （ウ） b （d） 機械機器の仕様
「掃除用のカプラ式ホース接続口を給水・給湯それぞ
れに設ける」とありますが、全ての煮炊き釜が対象との
理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

109 33 2 （7） ウ （ウ） ｂ （e） グランドケトル

煮炊き調理についてはグランドケトルの使用しません
が、肉魚下処理室において添付資料12A⑦のハン
バーグステーキを捏ねる際にはミキシングミキサーの
使用は可という解釈でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

110 34 2 （7） ウ （エ） b （a） 食缶洗浄機

「浸漬工程を有する…」と記載がありますが、食缶洗
浄工程では浸漬工程がないのが一般的で、予備洗い
をシャワーノズル等で行います。このような仕様でもよ
ろしいでしょうか。

予備洗いを行うなど確実な洗浄性能を有した機器で
可とします。

111 34 2 （7） ウ （エ） c （b） コンテナ洗浄機

コンテナ洗浄機のエアブローや加熱などを使用しても
水滴は確実に除去することは困難です。そのため、運
用でスクレーパーなどで水滴を除去する対応でもよろ
しいでしょうか。

施設のドライ運用が徹底できれば、コンテナの水滴を
確実に除去する方法については、運用での対応を可
とします。

112 34 2 （7） ウ （エ） ｅ （b） 器具殺菌庫
包丁・まな板殺菌庫はオゾン方式より熱風方式の方が
安定した殺菌効果を得ることが可能で確認も容易なた
め、熱風方式で対応してもよろしいでしょうか。

確実に消毒可能であれば、熱風方式であっても支障
ありませんが、包丁・まな板等は十分な耐熱性を有す
るものを選定してください。

113 34 2 （7） ウ （エ） f （a）
微酸性電解水
生成機

微酸性電解水で洗浄する内容について御提示下さ
い。

要求水準書（案）に関する質問回答No.41をご参照く
ださい。

114 34 2 （7） ウ （ウ） ｇ （e） 連続炊飯機

連続炊飯機の洗浄・消毒について、重量があり、取り
外し作業を行うことが危険と思われる個所につては、
取外しせずに洗浄及びアルコール等での消毒を行う
手順としてもよろしいでしょう。

不可とします。

115 34 2 （7） ウ （ウ） ｇ （e） 連続式炊飯機

「連続式炊飯機は、加熱後の食品が直接触れる部分
を完全に取り外して分解洗浄及び消毒保管庫で消毒
が可能な構造とする」とありますが、一般的に洗浄後
ラック等に伏せた状態で保管する炊飯釜もこの度の計
画では、消毒保管機に収納保管するとの理解でよろ
しいでしょうか。

炊飯釜については、加熱前の食品に使用することか
ら、消毒保管庫での消毒・保管を行いません。使用後
は洗浄し、適切に乾燥・保管してください。

11/26



尼崎市立学校給食センター整備運営事業　要求水準書（案）に関する質問回答
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116 35 2 （7） エ （ア） c エアシャワー

エアシャワーは埃の再付着などのリスクがあるとともに
高額なため、学校給食衛生管理基準からも除外され
ました。エアシャワーを設置せずに、より埃の除去が
可能な粘着ローラーの対応でもよろしいでしょうか。

本件施設においては、高度な衛生管理により学校給
食に関わる事故を未然に防止するため、粘着ロー
ラーを使用後、エアシャワーを使用してください。エア
シャワーの使用方法については、【添付資料19】をご
参照ください。

117 36 3 （1） ア 業務内容
工事監理者が現場に常駐しない一般監理との理解で
宜しいでしょうか。

少なくとも建築担当者は常駐としてください。

118 36 3 （2） （ウ）
業務実施の
留意点

「第三者監理方式」とありますが、設計担当管理技術
者と工事監理担当管理技術者を分ければ設計企業と
工事監理企業が同一企業でも良いとの理解で宜しい
でしょうか。

実施方針に関する質問回答No.16をご参照ください。

119 36 3 （2） （ウ）

「工事監理業務は、第三者監理方式とする」とあります
が、これは建設企業と工事監理企業を異なる企業とす
るということを意味し、設計企業と工事監理企業は同
一企業としても良いという理解でよろしいでしょうか。

実施方針に関する質問回答No.16をご参照ください。

120 36 3 （2） （ウ）
業務実施の
留意点

工事監理業務は、常駐監理でしょうか。重点監理でも
良いのでしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.117をご参照く
ださい。

121 36 3 （2） （ウ）
業務実施の
留意点

第三者監理方式とありますが、設計業務の管理技術
者と工事監理業務の管理技術者を別のものとすれ
ば、同一企業であっても良いと理解して宜しいでしょう
か。

実施方針に関する質問回答No.16をご参照ください。

122 38 4 （2） オ （イ） 施工管理
本事業とは別途に市が発注する工事とありますが、具
体的にどのような工事が予定されているのでしょうか。

付近での関連工事を想定していますが、現時点で具
体的に実施する工事はありません。

123 39 5 （2） ア （ア） コンテナ
配膳校でコンテナをエレベーターに積載する等、扉の
開口などの影響でコンテナの外形寸法に制限はあり
ますか。

配膳校でコンテナをエレベーターに積載することは想
定していません。各中学校の配膳室については、入
札説明書等とあわせて公表する【添付資料9】をご参
照ください。
なお、市が行う各中学校配膳室の整備にあたっては、
一般的なコンテナ外形寸法W1500×D900×H1650
（mm）を想定しております。

124 39 5 （2） ア （ア） コンテナ

「コンテナの形状等の詳細は、事業者決定後、市と協
議の上、選定」とありますが、提案時からコンテナ寸法
等が変更になり、積載可能クラス数が減ったことによる
コンテナ台数増があった場合は、それによる発生費用
（コンテナ本体、消毒保管機、配送車の増加費用等）
は市にて負担頂けるという理解でよろしいでしょうか。

原則、提案時からコンテナ寸法等が変更になることは
ないものと想定しています。外形寸法の制限について
は入札説明書等とあわせて公表する【添付資料9】を
ご参照ください。
また、要求水準書（案）に記載の「市と協議の上、選定
する」を削除することとし、入札説明書等において必
要部分を適切に修正します。

125 39 5 （2） ア （ア） コンテナ

コンテナの形状等の詳細は、事業者決定後、市と協
議の上、選定する、とありますが、入札段階で見込ん
でいたコンテナの仕様と異なる仕様が求められたこと
が要因で、コンテナの調達費用が増加した場合、当
該増加費用は市にてご負担いただけると考えてよろし
いでしょうか。

要求水準書(案）に関する質問回答No.124をご参照く
ださい。
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126 39 5 （2） イ （ア） 食器食缶

試食会用の100食分の配送は、各学校で行われた
際、1校につき1度に何食分開催されるのでしょうか。
コンテナに空きスペースを確保する必要がありますの
でご教示ください。

試食会を各中学校で開催する場合は、学校行事等に
より、一部給食が中止される場合や副食の品数が少
ない日等、調達されたコンテナに積載可能な範囲内
の食数で対応します。したがって、試食会対応用の空
きスペースを確保する必要はありません。

127 40 5 （2） イ （イ） ｄ トレイ

1学級あたり10枚程度と御座いますが、トレイの寸法や
材質の御教示下さい。
また、トレイの調達・洗浄消毒・配送回収・維持管理は
事業者側の業務範囲でしょうか。

前段については、トレイの寸法や材質等を要求水準
書（案）(P40）＜食器等・食器かご＞に追記します。
（380×290×18mm程度、FRP製）
後段については、事業者の業務範囲です。
なお、ご質問を踏まえ入札説明書等において必要部
分の修正を行います。

128 40 5 （2） イ （イ） ｃ 食器類、食器かご

選定されている食器のPEN樹脂を含むすべての樹脂
において生成段階では発がん性の疑いのある物質等
の人体に有害と思われる物質が何かしら使用されて
いるものがほとんどの為、安全性の担保として国が法
律を策定し食品衛生法で基準値が定められておりま
すが食品衛生法で定められている基準に適合してい
れば良しという解釈でよろしいでしょうか。

原案のとおりとします。

129 40 5 （2） イ （イ） ｃ 食器類、食器かご

樹脂製品は発がん性の疑いのある物質等人体に有
害な物質を含んでおります。その為国が安全性の担
保として食品衛生法で厚生省告示第370を策定して
おります。この規格基準に適合している食器であれば
認めて頂けるのでしょうか。

原案のとおりとします。

130 40 5 （2） イ （イ） ｃ 食器類、食器かご

樹脂の生成は原油から始まり、様々な物質と化学反
応をさせて各樹脂に生成されていきます。生成の段
階ではすべての樹脂が発がん性の疑いのある物質等
人体に有害な物質を使用しており、発がん性の疑い
のある物質等人体に有害な物質を一切含まないもの
が不可能であります。樹脂製食器の安心・安全のを確
保する為、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準
（昭和34年厚生省告示第370号）により規格基準が決
められております。この法律に適合している製品であ
れば認めて頂けるということでよろしいでしょうか。

原案のとおりとします。

131 40 5 （2） イ （イ） ｃ 食器類、食器かご

「発がん性の疑いのある物質等人体に有害な物質を
一切含まない…」と記載がありますが、ビスフェノール
A、ビスフェノールS及びビスフェノールFも「人体に有
害な物質」としてご判断されますか。もしくは、食品衛
生法等の基準を下回る量であれば許容していただけ
ますか。
※参考URL：
https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/sho
w/syu04230340301

原案のとおりとします。
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132 40 5 （2） イ （イ） ｄ トレイ

職員室で食べる教職員は1人1枚使用すると御座いま
すが、トレイの寸法や材質の御教示下さい。
また、トレイの調達・洗浄・洗浄消毒・配送回収・維持
管理は事業者側の業務範囲でしょうか。事業者範囲
の場合、各学校毎に職員室食べる教職員数を御教示
下さい。

前段については、要求水準書(案）に関する質問回答
No.127をご参照ください。
後段については、各中学校毎の職員室における食数
をお示しすることは現時点では難しく、各中学校とも、
40食程度と想定しています。

133 40 5 （2） イ （イ） e 食器類、食器かご
食器やトレイの色・柄・形状等は、特殊色・柄・形状で
はなく、メーカー標準品の中から選定するとの理解で
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

134 40 5 （2） イ （イ） 食器等
食器等の初期の 低調達数は 大食数11,000食＋
5％でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

135 40 5 （2） イ （イ） アレルギー食器
アレルギー対応用食器は全種×110名分＋5％分調
達すればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

136 40 5 （2） イ （イ）
食器の
組合せ例

スプーンと箸の同時使用はないと考えてよろしかった
でしょうか。

献立上、スプーンと箸を同時使用することはあります。

137 40 5 （2） イ （イ） 食器等・食器かご
「スプーンかご」とありますが、生徒が扱いやすい形状
であればスプーン通しでも構わないでしょうか。

原案のとおりとします。

138 40 5 （2） イ （ウ） 食缶等
事業期間中の年で食缶が必要となる 大数量をお示
しください。（予備分は除く）

食缶の 大数量については、【添付資料11】をご参照
いただき、要求水準書（案）P41＜給食配食用食缶＞
に示す全種類を、 大学級数、職員室用17校分（各
校1学級ずつ）、特別支援学級用17校分（各校1学級
ずつ）、別途、100食分の試食会用を見込んでくださ
い。

139 41 5 （2） イ （ウ） d 食缶
液体食品が入らない汁物用食缶以外にもクリップが必
要とのことでしょうか。

ご理解のとおりです。

140 41 5 （2） イ （ウ）
個別対応食用
配食容器

米飯700mlとありますが、かなり大きな容量とお見受け
します。実際は何ml配食することを想定されているの
でしょうか。実際に配食する容量で選定してもよろしい
でしょうか。

実際に配食する米飯の容量については、米飯食器の
容量として、約520mlを想定しておりますので、それを
目安としてください。なお、食物アレルギー対応を要
する生徒は、普通給食の食缶からのおかわりができな
いため、多めに配食することを想定しており、原案のと
おりとします。

141 41 5 （2） イ （ウ）
個別対応食用
配食容器

個別対応容器についても通常の食缶と同様の消毒保
管を行なうとの認識でよろしいでしょうか。

食品に直接触れる容器については食缶と同様の熱風
消毒保管として、外装についてはこれによらない消毒
保管とする提案を可とします。

142 42 5 （3）
施設備品等調達
業務

施設備品等の調達にあたっては、リース品としてもよ
ろしいでしょうか。

リース品として調達することを可とします。

143 43 5 （3） ア 各種備品
「市が持ち込む備品」の運搬・設置等は市が実施する
と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

144 44 5 （3） ア （コ）
業務用冷凍
冷蔵庫

業務用冷凍冷蔵庫は4枚扉のうち、冷凍室は1枚か2
枚の2種があります。冷凍室は扉何枚分をご要望され
ますか。

業務用冷凍冷蔵庫の4枚扉のうち、冷凍室・冷蔵室各
2枚扉とします。入札説明書等において必要部分の修
正を行います。
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145 46 5 （3） イ （カ） 調理器具等

ザルはパンチング加工のものとありますが、すべての
ザルについて樹脂製のものは不可ということでしょう
か。33ページに金属検出機を設置することとなってい
ますが、すべてのザルについて樹脂製のものが不可
とすると整合性がないように思えます。見解をご教示
下さい。

樹脂製のものによる対応も可とし、金属製のザルを使
用する場合はパンチング加工のものとしてください。
入札説明書等において必要部分の修正を行います。

146 47 5 （3） オ 配膳台 「各中学校 大学級数」をお示しください。 【添付資料11】をご参照ください。

147 48 5 （3） カ （ア） 配送車両の調達

配送車両の調達方法において購入又はリースにする
かの判断は事業者提案でよろしいでしょうか。
また運営企業が調達する際は、運営企業の費用に含
めても問題ないでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。後段について
は、初期調達分は各種備品等調達業務に含めてくだ
さい。

148 48 5 （3） カ （エ） 配送車両の調達 配送車両は中古品でもよろしいでしょうか。 新車としてください。

149 48 5 （3） カ 配送車両の調達

配送車両の想定として、3トン車（パワーゲート付）とあ
りますが、各学校において、配送車両からのコンテナ
の積み下ろしは全て配膳室に接車して行うとの理解
でよろしいでしょうか。

学校により異なります。詳細については入札説明書等
とあわせて公表する【添付資料9】をご参照ください。

150 48 5 （3） カ 配送車両の調達

配送車両の想定として、3トン車（パワーゲート付）とあ
りますが、その大きさ等の仕様についてご教示くださ
い。
想定内の配送車両であれば、各学校内の配送に問
題ないとおもわれるため。

3トン車（パワーゲート付）については、長さ約7000×
車幅2080×高さ2100(mm)程度、パワーゲートを降ろ
した状態の全長は8000～9000(mm)を想定していま
す。

151 49 6 （1） ア （ア） 開業準備業務
開業準備業務は、検査済証交付の後に実施されると
理解してよろしいでしょうか。

検査済証交付の有無にかかわらず、必要な開業準備
業務は行ってください。

152 49 6 （1）

開業準備業務及び引渡し業務における事業開始ス
キームについてご教示ください。業務開始までの流れ
としては、施設の引渡し→所有権移転→開業準備業
務→運営・維持管理業務という認識でよろしいでしょう
か。

開業準備業務が完了した後、施設の引渡しとなりま
す。

153 49 6 （2） エ 調理リハーサル
調理リハーサルで調理した11,000食の給食は全て残
渣として処理すると考えてよろしいでしょうか。

調理機器の作動確認等のために使用した食材等に
ついては、処分する予定です。

154 49・50 6 （2） エ・オ
調理リハーサル・
配送リハーサル

調理リハーサルの項目には「中学校への配送は行わ
ない」とあり、配送リハーサルの項目には、「調理食品
は配送しない」とありますが、調理リハーサルで調理し
た食品をそのまま学校へ配送する一連のリハーサル
を行うことは不可ということでしょうか。一連のリハーサ
ルの方が効率的だと思いますが、見解をご教示くださ
い。

調理リハーサルについては、事業者の判断において
配送までのリハーサルを行う提案は妨げません。ただ
し、配送リハーサルについては、学校側の受け入れリ
ハーサルを兼ねますので、要求水準書（案）に記載の
とおり、別途行ってください。
なお、ご質問を踏まえ入札説明書等において必要部
分の修正を行います。

155 50 6 （2） キ 竣工式支援 竣工式で提供する試食品は、何食程度でしょうか。
竣工式で試食品を調理する食数は、200食程度を想
定しています。

156 50 6 （3） 引渡し業務
開業準備期間中のボイラーの保守、排水処理設備保
守、電気設備保守などは、市への引渡し前であること
から、建設業務に含まれるとのお考えでしょうか。

ご理解のとおりです。
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157 50 6 （3） 引渡し業務

引渡し業務が完了するまでは、事業者は維持管理業
務に着手することができないとありますが、施設の完
成後引渡し業務が完了するまでの期間の施設の維持
管理は建設業務に含まれるということでしょうか。

ご理解のとおりです。

158 50 6 （3） 引渡し業務

建設企業は工事完了後、引渡しをしないまま開業準
備業務を実施することによるリスクを負担できないた
め、SPCに引渡し後開業準備業務を実施し、SPCから
市に引渡すということでよろしいでしょうか。

市は事業者から引渡を受けますので、引渡以前のリス
ク負担については事業者または構成企業等で適切に
管理してください。

159 53 7 （1） ア 業務対象範囲
建築保全業務共通仕様書の 新版の点検項目を…
とありますが、 新版とは平成30年版という解釈でよろ
しいでしょうか。

入札公告時点の 新版としてください。

160 55 7 （1） エ （イ） c
衛生的な施設の
維持

「長期休業後、調理開始の前日に、必ず給食エリア内
を入念に清掃する。」とありますが、1日前に全ての清
掃を入念に行うということではなく、前日までに衛生的
な環境を確保しておくように清掃を行うとの認識でよい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

161 57 7 （1） コ （ア）
事業期間終了時
の措置及び大規
模修繕の考え方

「事業期間中に大規模修繕を行った方が良いと事業
者が判断する場合は、修繕に掛かる費用を見込んだ
長期修繕計画とする」と記載がありますが、実施方針4
ページに大規模修繕は貴市が実施すると記載がある
ことから、事業期間中の計画に基づいた大規模修繕
については貴市が費用を負担するという解釈でよろし
いでしょうか。

事業期間中に大規模修繕を行う場合は、事業費に含
めてください。

162 57 7 （1） コ （ア）
事業期間終了時の
措置及び大規模修
繕の考え方

大規模修繕の定義をご教示ください。 実施方針に関する質問回答No.2をご参照ください。

163 57 7 （1） コ （ア）
事業期間終了時
の措置及び大規
模修繕の考え方

実施方針4ページにおいて、大規模修繕業務は市が
実施することとなっていますが、長期修繕計画に大規
模修繕の費用を見込んでいた場合、その負担は市ま
たは事業者のいずれとなるのでしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.161をご参照く
ださい。

164 57 7 （1） コ （イ）
事業期間終了時の
措置及び大規模修
繕の考え方

貴市が想定される不可抗力についてご教示頂ければ
と思います。

実施方針P19別添資料「リスク分担表（案）」をご参照く
ださい。

165 57 7 （1） コ （イ）
事業期間終了時
の措置及び大規
模修繕の考え方

「事業期間中に発生する修繕業務は、…、すべて事
業者の事業範囲とする」とありますが、長期修繕計画
に基づきサービス購入料をお支払いただいたにも関
わらず、当該年度に予定していた修繕業務を実施し
なかった場合は、執行されなかった修繕業務相当額
は市に返還するのでしょうか。それともSPCにて留保
するのでしょうか。

提案された長期修繕項目については事業期間中に
適切に履行していただくことを前提と考えています。
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166 57 7 （1） コ （エ）
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、2年以内に劣化による本件施設等
の修繕・更新が必要とならない状態とする」とあります
が、大規模な修繕や、更新であって、経年劣化による
小修繕や消耗部品交換は発生しても問題ないとの認
識でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

167 57 7 （1） コ （オ）
事業期間終了時
の措置及び大規
模修繕の考え方

「市は、事業期間終了前に、本件施設が良好な状態
に保たれているか検査を行う」とありますが、検査の基
準は、（エ）に記載している「引き続き給食センターを
そのまま利用できるように、良好な状態を保持」してい
れば良いのでしょうか。

ご理解のとおりです。

168 57 7 （1） コ （オ）
事業期間終了時
の措置及び大規
模修繕の考え方

本件施設の良好な状態とは、施設機能に問題がなく
給食提供に支障がない状態という解釈でよろしいで
しょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.167をご参照く
ださい。

169 59 7 （3） イ （エ）
建築設備維持管
理記録の作成、保
管及び提出

cに記載されている定期点検整備記録、補修記録、事
故・故障記録、営繕工事完成図書は、毎日、毎月の
維持管理報告書に実施の記載をし、別冊として保管
することは可能でしょうか。

可としますが、書類間に齟齬が生じないように適切に
管理してください。

170 62 7 （7） ア 業務対象

本業務の業務対象は、要求水準書42ページ記載の
「（3） 施設備品等調達業務（配膳室備品・学級用配
膳台含む）」のうちの市が持ち込む備品を除いた事業
者が用意する備品が対象という認識でよろしいでしょ
うか。（市が持ち込む備品は経年劣化状況や更新時
期が事前に想定できないため）

ご理解のとおりです。

171 63 7 （8） イ （イ） 日常清掃業務
清掃時間帯は市職員、見学者様当に妨げにならない
時間であればいつでもよろしいでしょうか。

一般エリアにおける清掃時間帯については、ご理解
のとおりです。
給食エリアについては、要求水準書(案)(P54）エ（イ）
abをご参照ください。

172 63 7 （8） イ （イ） 日常清掃業務
日常清掃清掃業務は学校給食がある日（土日祝は実
施なし）との考えでよろしかったでしょうか。

一般エリアについては、学校給食実施期間外(長期休
業期間含む。土日祝除く。）であっても、市職員や外
来者が使用する期間については、日常清掃業務を
行ってください。
給食エリアについては、ご理解のとおりです。ただし、
長期休業後に限り、調理開始の前日までに、必ず給
食エリア内を入念に清掃する必要があります。

173 63 7 （8） イ
（イ）
（ウ）

業務内容

区分されたエリア毎（給食、一般）の清掃作業（日常、
定期）については、本施設の衛生環境に支障がなけ
れば同一の企業にて業務を実施することは可能です
か。

可とします。

174 63 7 （8） イ （エ）
防鼠・防虫対策
業務

鼠及び害虫駆除を年3回行う。とありますが、ビル管法
に基づき鼠及び害虫の発生が無い場合が確認できれ
ば、駆除を行わず、毎月の生息点検を行う提案は可
能でしょうか。

原案のとおりとします。
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175 63 7 （8） ウ （イ） a （ｃ） 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、高
所に設置する排煙窓は、脚立や足場を使用した清掃
となることから、稼動期間中の清掃は難しいと想定さ
れます。通常開閉を行わない排煙窓は、壁面や天井
と同様の清掃仕様とすることは可能でしょうか。

ご質問のケースを可とします。なお、入札説明書等に
おいて必要部分の修正を行います。

176 64 7 （8） ウ （イ） ｂ （ｃ） 調理員用便所

調理員用便所は、調理終了後に清掃消毒するとあり
ますが、これは調理員が清掃消毒することを前提とし
ているのでしょうか。別途清掃専門の担当者が清掃す
る場合は調理終了後にこだわらないとの理解でよろし
いでしょうか。

前段については、調理員が調理員用便所を清掃消毒
することを必須として想定しておりません。
後段については、別途清掃専門の担当者による清掃
であっても、清掃担当者と調理員の交錯を避けるた
め、原案のとおりとします。

177 65 7 （8） ウ （エ） ｄ （ａ）
給水、給湯及び
給蒸気設備

受水槽を清掃した記録（証明書等）は、清掃報告書や
作業者の検便記録、作業者の登録証明書を記載した
報告書との認識でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

178 65 7 （8） ウ （エ） ｄ （ｂ）
給水、給湯及び
給蒸気設備

使用水は年1回水質検査を行うとありますが、ビル管
法に該当する28項目を行えばよいのでしょうか。（一
般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、亜硝酸態窒
素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化
合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化
物イオン、蒸発残留物、有機物（全有機炭素（TOC）
の量）、pH値、味、臭気、色度、 濁度、シアン化物イ
オン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホル
ム、 ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総ト
リハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロ
モホルム、 ホルムアルデヒド）

使用水の定期検査項目については、学校衛生管理
基準に定められているとおり、学校環境衛生基準を満
たす項目としてください。

179 65 7 （8） ウ （エ） ｅ （d） 排水設備
排水マス、排水溝は1日1回以上清掃する。とあります
が、給食エリア内の排水マス、排水溝であり、屋外の
排水は、対象外との認識でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

180 65 7 （8） ア （エ） d （b）
給水、給湯及び
給蒸気設備

使用水は年1回水質検査を実施するとありますが、水
道法では設置状況に応じて検査頻度や検査項目が
異なるため「年1回以上実施」に変更して頂けないで
しょうか。

「年1回以上」とします。入札説明書等において必要
部分の修正を行います。

181 65 7 （8） ウ （エ） e （ｂ） 排水設備

排水管は月1回以上点検し、とありますが、点検の内
容は、排水の流れの状況や、臭気等の有無、排水処
理施設での流入状況などを目視による点検を行えば
よいのでしょうか。

ご理解のとおりです。

182 66 7 （9） イ （ア） 警備業務
警備員の年齢制限や必要な資格はありますでしょう
か。

特にありません。

183 66 7 （9） イ （ア） ｄ 警備業務
関係者不在時とは具体的にどのような状態を想定して
いるのかご教示下さい。

平日夜間、土日祝日、年末年始を想定しています。
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184 68 8 （1） ウ （イ） おいしい給食

とりがらについて、納品されるとりがらは血合や汚れ等
は洗浄されてからの納品と理解してよろしいでしょう
か。
そうでない場合は、これらの工程はセンターで行うの
でしょうか。またその場合、臭み等を考慮して一度ボイ
ルしてからの洗浄と考えて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。血合いや汚れ
等が除去された洗浄済みのとりがらを使用します。

185 68 8 （1） エ 実施体制

2人以上はSPCの従業員とし少なくとも1人は常勤する
とありますが、社会保険関係（厚生年金、健康保険、
労災保険、雇用保険等）の手続きが煩雑となり、SPC
のコストや給与（源泉等）が大幅に増加してしまうの
で、業務を受託している運営企業の担当者が常勤す
れば良いとして頂けませんでしょうか。または、運営企
業に在籍したまま出向とする形態を認めて頂けますで
しょうか。

前段については、不可とします。後段については、出
向でも構いません。

186 68 8 （1） エ 実施体制

「調理責任者と調理副責任者はSPCの従業員とする」
とありますが、SPCに所属しているという理解でよろし
いでしょうか。また、他給食センターPFI事業では事例
としてあまりないと思われますが、偽装請負の観点か
らこの対応が必要と言うことでしょうか。

前段については、要求水準書（案）に示すとおりで
す。
後段については、市が運営企業の調理従事者に直
接指示を行わない体制を確保するためです。

187 72 8 （2） ア （ア） 食材検収業務
調理当日朝の納品時間について7:00からとなってい
ますが、検収責任者である市管理栄養士の出勤時間
も7:00と考えてよろしいのでしょうか。

原則として立ち会うことを想定しています。

188 72 8 （２） ア （ウ）
食材検収補助業
務

納品される調味料(味噌、しょうゆ、酒等)等の食材の
荷姿と納入量を御教示下さい。

以下に1回あたり納入量の想定を示します。
味噌は10㎏（ダンボール箱）×10～20 箱
上白糖は30㎏（袋）×4～8袋
濃口醤油・淡口醤油は各10㎏（ダンボール箱）×10～
20 箱
酒は1.8ℓ入（紙パック）×30～50本

189 72 8 （２） ア （ウ）
食材検収補助業
務

添え物類も乾物等と同様に前日納品になりますでしょ
か。

既製品のふりかけ、海苔の佃煮、味付け海苔等の添
え物については、乾物等と同様の納品を想定してい
ます。

190 72 8 （2） ア
食材等の納品
時間

午前・午後それぞれ納品トラックは何台ぐらいの想定
でしょうか。

献立にもよりますが、一般的には午前（当日納品）は1
～2台、午後は5～8台を想定しています。

191 75 8 （3） ア （サ） a
果物非加熱食品
調理業務

「微酸性電解水をオーバーフローさせた水槽で適切
に殺菌し、さらに十分な流水ですすぐ」とありますが、
微酸性電解水は、基本的にはすすぎ不要（すぐに分
解するため、食品への残留がない）と言われておりま
すが、すすぎが必要でしょうか。

原案のとおり、すすぎ工程が必要です。

192 75 8 （3） ア （サ） a
果物非加熱食品
調理業務

果物非加熱食品の洗浄殺菌工程は、要求水準書P15
の作業の一例のフロー図に示された工程との認識で
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

193 77 8 （5） ア
配送・回収計画
作成

配送において、二段階配送（1回目に食器等、2回目
に配缶後の食缶）は可能でしょうか。

二段階配送方式は可能です。
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194 77 8 （5） イ （ウ） 配送業務

食器と食缶と2種類のコンテナを別々に配送する2段
階配送方式は可能でしょうか。その場合、各学校に食
器コンテナが着いてよい も早い時間は何時になる
でしょうか。学校ごとに異なる場合は、学校ごとにご提
示ください。

前段については、要求水準書（案）についての質問回
答No.193をご参照ください。
後段については、給食センターの近隣環境への影響
を考慮して、配送車両が給食センターを出発する時
間を午前9時以降とします。各学校に食器コンテナが
到着してよい も早い時間については、出発時間に
応じて想定してください。なお、学校ごとの配送時間
の制約については、現時点では想定しておりません。

195 78 8 （5） ウ （ア） 回収業務

「各学校の配膳室でコンテナごと回収（牛乳パック含
む）し、配送車両に積み込んで」とありますが、牛乳
パックをコンテナに積載し回収すると、1台のコンテナ
に積載できるクラス数が減り効率が悪く、コンテナ台数
増加の要因となるため、トラックの空きスペースを利用
するなど、具体的な回収方法は事業者の提案に委ね
て頂いてよろしいでしょうか。

具体的な積載方法は事業者の提案に委ねます。

196 78 8 （5） ウ （ア） 牛乳パック回収
回収時の牛乳パックはどのような状態でしょうか。空に
なり、折りたたまれている状態でしょうか。もしくは、そ
のままでしょうか。

入札説明書等とあわせて公表する【添付資料22】をご
参照ください。

197 78 8 （5） ウ （ア） 牛乳パック回収
牛乳パックを回収する際、どのような容器（袋）で回収
するものと考えればよろしいでしょうか。

入札説明書等とあわせて公表する【添付資料22】をご
参照ください。

198 78 8 （5） ウ （ア） 牛乳パック回収
未開封及び飲み残しの牛乳は学校側で処理するとの
認識でよろしいでしょうか。

入札説明書等とあわせて公表する【添付資料22】をご
参照ください。

199 78 8 （5） ウ （ア） 回収業務

配膳室でコンテナごと回収（牛乳パック含む）とありま
すが、牛乳パックの回収方法としてコンテナ内に収納
する必要ではなく、事業者の提案との理解でよろしい
でしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.195をご参照く
ださい。

200 78 8 （5） ウ （ア） 回収業務

牛乳は各学校に直接納品されますが、排出される汚
れた牛乳パックを配送車で回収し、給食センターで処
理することは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
等からみてもなんら問題ないとの理解でよろしいでしょ
うか。

牛乳パックは再資源化を目的に、食器や食缶と同様、
配送車両が回収し、給食センターにおいて洗浄後、
本市が別途、契約する資源リサイクル業者が再資源
化を行うものとしており、「専ら再生利用の目的となる
廃棄物（いわゆる専ら物）」に当たるため、回収が可能
であると考えています。

201 79 8 （6） （イ） 配膳業務
配膳員は、月2回以上のノロウイルス簡易検査が毎月
必要ということでよろしいでしょうか。

配膳員を含む従業員等のノロウイルスの簡易検査に
ついては、要求水準書(P86）エ（ア）ｂ従業員等の健康
管理に記載のとおりとします。毎年10月から3月までの
期間内に毎月1回実施してください。なお、入札説明
書等において必要部分の修正を行います。

202 79 8 （6） （ウ） 配膳業務
配膳員が使用する便所は教職員と同一便所になるの
でしょうか。

配膳員は、学校内の便所を使用することを想定してい
ます。
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203 79 8 （6） （コ） 配膳業務

「牛乳箱を洗浄するなど～」とありますが配膳室に洗
浄できるシンク等が設置されるとの理解でよろしいで
しょうか。もしくはアルコール消毒でもかまわないので
しょうか。

牛乳箱の洗浄については、配膳室に返却された牛乳
箱に汚れが付着したものがあれば、各中学校に市が
整備する掃除用流しを利用して流水で軽く洗い流す
ことを想定しています。要求水準書（案）（P47）＜市が
各中学校配膳室に整備する備品＞及び入札説明書
等とあわせて公表する【添付資料22】をご参照くださ
い。

204 79 8 （6） （サ） 牛乳の飲み残し
牛乳の飲み残しは何かの容器に入っている状態で配
膳室に返却されるのでしょうか。

飲み残しの牛乳については、専用の容器に集める等
は想定しておりません。牛乳パックのまま配膳室に返
却します。入札説明書等とあわせて公表する【添付資
料22】をご参照ください。

205 79 8 （6） （サ） 牛乳の廃棄
配膳室に返却された牛乳は、学校で廃棄処理を行
い、給食センターへは持ち込まないとの認識でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。
配膳室に返却された牛乳の処理については、入札説
明書等とあわせて公表する【添付資料22】をご参照く
ださい。

206 79 8 （6） （サ） 配膳業務
給食後、配膳室に返却された牛乳とは、飲まれなかっ
た牛乳パックのことを示しており、その牛乳パックの個
数を確認・記録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。
配膳室に返却された牛乳の残量記録については、市
が残量調査を一定期間行う際に、本数単位・学校単
位で記録してください。入札説明書等とあわせて公表
する【添付資料22】をご参照ください。

207 79 8 （6） 配膳業務
配膳業務を実施するにあたり発生する水光熱費、廃
棄物等処理費用は、市の負担との理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

208 80 8 （7） ア 残量調査

「各学校の配膳室に回収された給食ごみは、給食実
施日の毎日、配膳員が学校のごみ計量器を使って計
量・記録し」とありますが、47ページに計量器の記載が
ありません。計量器は市が整備する備品という認識で
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
各学校に設置しているごみ用の計量器を使用してく
ださい。

209 80 8 （7） ア 残量調査

配膳員が各学校の配膳室で給食ごみを毎日軽量、記
録するとありますが、給食ごみの軽量、記録を行う時
間は資料10の昼食時間に含まれていますでしょうか。
昼食時間に含まれない場合、どの程度の時間を想定
されていますでしょうか。

給食ごみの計量作業は、昼食時間終了後を想定して
います。配膳員が学校にある計量器を用いて計量し、
ごみ量を所定の用紙に記録してください。所要時間は
ごく短時間であると想定しています。

210 80 8 （7） ア
廃棄物等処理
業務

「配膳室に回収された給食ごみは～配膳員が学校の
ごみ計量器をつかって」とありますが、ゴミ計量器の調
達及び維持管理業務は市の負担との理解でよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

211 80 8 （7） ア 残量調査
市職員が出した廃棄物においても、事業者が分別を
行い、計量及び記録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。
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212 80 8 （7） イ （ア） 残渣の処理・保管

「ディスポーザを使用する場合には、（公社）日本下水
道協会が定める「下水道のためのディスポーザ排水
処理システム性能基準（案）（平成25年3月）」による製
品認証をうけたものとし」とありますが、粉砕した厨芥
の固液分離を行い、発生する排水を排水除害設備で
適切に処理する場合はその限りで無いとの理解でよ
ろしいでしょうか。

ディスポーザ部については、当該製品認証を受けたも
のとしてください。詳細は基本設計時に下水道部に確
認してください。

213 80 8 （7） イ （イ） 牛乳パック
各中学校から回収した牛乳パックの形状をご教示頂
けますでしょうか。また飲み残しの牛乳は学校で処分
されるのでしょか。

入札説明書等とあわせて公表する【添付資料22】をご
参照ください。

214 80 8 （7） イ 業務範囲

「事業者は、中学校から回収した残渣（牛乳パックを
含む）、調理に伴い発生した残渣（廃油を除く）等の廃
棄物は、以下に留意して適正な分別により減量を行っ
た上で、収集運搬・処理する。」とありますが、飲み残
しの牛乳が、本件施設の排水処理施設に流入する
と、放流水質の悪化の原因となります。また、排水処
理施設の処理能力や施設規模を過大にしなくてはな
らなくなることから、回収された牛乳は、計量後に廃棄
物として、市で処分することは出来ないのでしょうか。

入札説明書等とあわせて公表する【添付資料22】をご
参照ください。

215 80 8 （7） イ
廃棄物等処理
業務

牛乳パックの再資源化について、飲み残しの牛乳は
各学校で廃棄するとの理解でよろしいでしょうか。

入札説明書等とあわせて公表する【添付資料22】をご
参照ください。

216 82 8 （9） イ （ア） 資料等の展示
各中学校配膳室に展示とありますが、配膳室の展示
スペースはどの程度のスペースでしょうか。例えば、
A3版で10枚程度等をご教示ください。

各中学校の配膳室の広さは、入札説明書等とあわせ
て公表する【添付資料９】をご参照ください。
展示スペースについては、各学校との協議の上で決
定しますが、現時点では、配膳室の中や配膳室前の
廊下部分などの活用を想定しています。

217 82 8 （9） イ 資料等の展示

「資料等を市と協議上、作成し、～各中学校配膳室に
展示する」とありますが、資料作成費用は事業者の負
担でよろしいでしょうか。そうであれば、どの様なものを
想定されていますでしょうか、費用算出のためご教示
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、パネル等を想定しています。

218 83 8 （11） ア （イ） a 市職員の給食
市職員が食する給食は、事業者が個々に皿に盛付を
行い、市職員用事務室に運搬するという理解でよろし
いでしょうか。

提案によるものとします。

219 83 8 （11） ア （ウ）
給食実施予定
回数（想定）

2021年度の給食実施回数については入札公告時に
ご提示頂けますでしょうか。

入札説明書等に示します。

220 83 8 （11） ア （エ） ｄ 臨時休校
給食中止に伴う調理された食材の廃棄費用は、市の
負担と言う理解でよろしいでしょか。

ご理解のとおりです。

221 83 8 （11） ア 給食数
「献立は原則2種類とする」とありますが、各献立の学
校の振り分けがお決まりでしたらご教示頂けますで
しょうか。

【添付資料8】をご参照ください。

22/26



尼崎市立学校給食センター整備運営事業　要求水準書（案）に関する質問回答

№ 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

222 85 8 （11） イ （イ） ｇ 食物アレルギー
記載されている「個人連絡票」と ｊ に記載されている
「給食連絡票」は別のものであるということでよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

223 85 8 （11） イ
食物アレルギー
対応食の提供

食物アレルギー対応食において、代替食は行わず除
去食との理解でよろしいでしょうか。

アレルギー対応食の調理については、【添付資料15】
4調理例をご参照ください。除去又は一部を別の食品
に置き換えた調理も想定しています。

224 86 8 （11） ウ
食べる機能に配慮
した食事の提供

食べる機能に配慮した食事の提供をするにあたり、備
品の調達、運営費は事業者が負担するとあります。ま
たその詳細は事業者と市で協議し、市が決定するとあ
りますが、入札費用を算出することが困難です。その
ため、想定している備品、運営方法をご教示くださ
い。

想定している備品については、要求水準書（案）に関
する質問回答No.58をご参照ください。
調理後は、要求水準書（案）（P41）＜個別対応食用配
食容器＞に記載のランチジャー、フードジャー、配送
容器を使用して配膳・配送することを想定しています。
運営方法の概要については、【添付資料16】をご参照
ください。
また、要求水準書（案）P86「ウ 食べる機能に配慮した
食事の提供」に記載の「食べる機能に配慮した食事
への対応に必要な調理備品の調達、食器」を「食べる
機能に配慮した食事への対応にあたっての」とするこ
ととし、入札説明書等において必要部分を適切に修
正します。

225 86 8 （11） ウ
食べる機能に配慮
した食事の提供

食べる機能に配慮した食事には、アレルギー対応食
は重複（二次加工食と食物アレルギー対応食の両方
をみたした食事）しないとの理解でよろしいでしょうか。

両者が重複する場合はあるものと考えます。
その場合は、アレルギー対応専用調理室・配膳室内
で対応します。

226 86 8 （11） エ （ア） ｂ （ｃ）
従業員等の健康
管理

検便は定期清掃実施者等も実施しなければいけない
でしょうか。

給食実施期間中に調理室内で清掃作業を行う場合
は、清掃実施者も検便を行う必要がありますが、それ
以外は必要ありません。

227 87 8 （11） カ 白衣等の洗濯
事業者が栄養教諭等の白衣を洗濯する際は、調理従
事者と同じ洗濯機・乾燥機を使用するでよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

228 88 8 （11） コ
市の行事等への
協力

施設内の調理員用休憩室を市が利用することへの協
力ですが、その際に一般の方々が事業者エリアに入
られ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。

229
添付資料

1

問合せ先の資料が添付されていますが、手続き手順
などのフローシート等はありますでしょうか。
また計画提案時に各課に問合せも可能でしょうか。

前段については、フローシート等はありません。
後段については、可とします。

230
添付資料

2

敷地東側に隣接して道路がありますが、この道路は県
営住宅の構内道路であり東側境界線は隣地境界線と
なる理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

231
添付資料

2
事業予定地のレベル測量及び真北測量も提示して頂
けると理解して宜しでしょうか。

レベル測量の提示はありません。真北測量について
は提示します。
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232
添付資料

3

既存引き込み管があるようですが、引き込み分担金の
負担は無しと考えて良いでしょうか、また引込み位置
を教えてください。

Φ50とΦ75の分担金と新たに引き込む管の差額となり
ます。なお、詳細については、基本設計時に水道部
に確認してください。既存の引き込み位置については
西門南側にあります。

233
添付資料

3
上水道関連資料

既存引込み管φ50及びφ75が事業地内に引き込ま
れていますが、既存の引込み管を利用すれば、分担
金は新たに発生しないという認識でよいのでしょうか。
また、新たに引込み管の口径を変更し引き込む場合
は、新設と同様の扱いになるのでしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.232をご参照く
ださい。

234
添付資料

6
建基法48条ただし書の許可取得は市側で行なうと考
えてよろしいでしょうか。

実施方針に関する質問回答No.30をご参照ください。

235
添付資料

6

緩衝帯約1,000㎡は将来に移管されるために、建築計
画においては約8,700㎡の敷地として建基法に整合さ
せると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

236
添付資料

6
敷地北側の公共施設立替候補地は、具体的にどのよ
うな事業が予定されているかご教示ください。

現時点では、具体的に決定していません。

237
添付資料

11

年度別生徒数
（教職員数）・学級
数推移見込み

喫食の単位は、表に示された学級数に特別支援学級
1と職員室1の2単位を加えた数としてよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

238
添付資料

11

年度別生徒数
（教職員数）・学級
数推移見込み

各学校毎の教職員数の見込みをご教示ください。 入札説明書等に示します。

239
添付資料

11
クラス数

特別支援学級は普通学級と一緒に喫食する想定で
しょうか。
個別に必要な場合、各校の必要数を御教示下さい。

前段については、現時点では想定しておりません。後
段については、原則として、特別支援学級用の給食
は、普通学級とは別に、各中学校1学級分ずつを用意
してください。1校に特別支援学級が複数ある場合で
も、まとめて1学級分とします。

240
添付資料

11

平成40年度までの 大学級数は264クラスと読み取れ
ます。平成40以降の事業期間中で 大配食セット数
（学級数+特支学級数＋職員分）を学校別にお示しく
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、令和10年以降は、現時点でお示ししている 大
学級数を超えないものと想定しています。

241
添付資料

15

アレルギー対応調理室は、アレルギー原因食品を持
ち込まない。とありますが、これは対応食品が複数ある
場合、すべての食材を除去したものを調理するという
解釈でよろしいでしょうか。例えば、献立がシチュー
で、乳アレルギーの生徒と、小麦アレルギーの生徒に
対応する場合、小麦粉も牛乳も使用しないで調理した
シチューを両方の生徒に提供するということでしょう
か。

ご理解のとおりです

242
添付資料

15

将来的にマニュアル改訂に伴い変更の可能性がある
と記載しておりますが、添付資料15、3、(1)記載の不
使用食材全て対応する可能性があるとの理解でよろ
しいでしょうか

現時点で、【添付資料15】3(1)記載の特定原材料等27
品目のうち学校給食で使用しない食品に対応する予
定はありません。
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243
添付資料

17
応急給食の提供

「災害や停電発生時において、水道・ガスの供給が可
能な場合、ガスコージェネレーションシステムを活用
（一部機能を縮小）して調理を行い、応急給食を生徒
に提供する」とありますが、応急給食に使用した食器・
食缶等の器具類は洗浄機により洗浄するとの理解で
よろしいでしょうか。

要求水準書(案)に関する質問回答No.21をご参照くだ
さい。

244
添付資料

17

「災害や停電発生時において、水道・ガスの供給が可
能な場合、ガスコージェネレーションシステムを活用し
て調理を行う」とありますが、ガス供給が不可になった
場合は運転不可との理解で宜しいでしょうか。（LPG
切替して運転などの対策なし）

ご理解のとおりです。

245
添付資料

17

避難場所の受け入れ可能な諸室として、調理員休憩
室が含まれていますが一般の方々と調理員の動線が
交錯する可能性があります、問題はないでしょうか。

緊急時はやむを得ないと判断しますが、給食業務を
優先し、避難者と調理員との接触がないよう配慮しま
す。

246
添付資料

20

緩衝帯と給食センター新設フェンスの間に空間があり
ますが、特別な利用法としての意図があるのでしょう
か。

利用用途は想定していません。
要求水準書（案）(P.24)2(5)ウ(オ)「囲障」をご参照くだ
さい。

247
添付資料

21

①基本設計図書中に「建築基準法第48条ただし書き
許可申請図書」とありますが、基本設計段階では許可
申請図書を揃えるのは困難なため、関係部署との協
議経過を報告する資料との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

248
添付資料

21

①実施設計図書中に「パース　鳥瞰1枚、アイレベル3
枚程度」とありますが、全て外観パースとの理解で宜し
いでしょうか。

鳥瞰は外観パースですが、アイレベルは外観パース
に限定しません。

249

「建築基準法第48条第5項ただし書きの許可」に関し
て、利害関係者（近隣住民）から事業（給食センター
の建設）に対する反対運動により、許可手続きが遅れ
た場合のリスクは市にあるとの理解で宜しいでしょう
か。

実施方針に関する質問回答No.30をご参照ください。

250

「建築基準法第48条第5項ただし書きの許可」に関し
て、通知者及び公聴会の主催者は尼崎市との理解で
宜しいでしょうか。また、建築審査会での説明者も尼
崎市との理解で宜しいでしょうか。

公聴会の進行は市で行いますが、計画の説明は申請
者（事業者）が行います。建築審査会の事務局及び
説明は市で行います。

251
「建築基準法第48条第5項ただし書きの許可」に関し
て、今年度（令和元年）及び来年度（令和2年）の建築
審査会の開催予定月を御提示下さい。

建築審査会は年4回開催されますが、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。

252
事業用地の範囲について、記載されている寸法と実
寸（定規で計測）に相違がありますが、記載されている
寸法を正として宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

253
既存の防球ネット、支柱、既存フェンスと擁壁の撤去
は事業者側で行うのでしょうか。

要求水準書（案）に関する質問回答No.1及びNo.8を
ご参照ください。
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254
既存フェンスと擁壁をそのまま利用する提案は可能で
しょうか。また、その場合に、図面、構造計算書等の資
料を開示していただけるのでしょうか。

前段については要求水準書（案）に関する質問回答
No.8をご参照ください。後段については要求水準書
（案）に関する質問回答No.1をご参照ください。

255
事業終了後の移管手続き等の要求水準についてご
教示下さい。

入札説明書等に示します。
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