
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1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 4 1 （2） 事業者の収入

2018年度の税制改正において長期割賦販売等に係
る延払基準が廃止されています。このため、設計・建
設業務の対価相当額については、貴市より支払われ
る都度ではなく、将来に受け取る割賦部分（サービス
対価B）を含めた全額が施設引渡し年度の売上として
認識され、SPCには当該金額に係る受取消費税が課
税されることになります。当該消費税支払分を金融機
関より調達する場合においても、事業費の増額要因と
なりますし、またSPCの当該借入に係る金利上昇リスク
が発生してしまい、安定した資金調達を実施すること
が出来ません。
よって、施設整備費相当額に係る消費税相当額全額
については、サービス対価A支払いのタイミングにて
一括でお支払いいただけませんでしょうか。

施設整備費相当額に係る消費税については、サービ
ス対価A一括支払いのタイミングにて、一括で支払うこ
ととします。
入札説明書及び様式集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。

2 入札説明書 5 2 （1） イ
入札参加者の
参加資格要件

「なお、受託実績については、元請として履行した実
績に限る」とありますが、例えばPFI事業の場合、発注
者からの元請はSPCであり、SPCから建設企業等に再
委託する形となりますが、この場合は受託実績に含ま
れると理解してもよろしいですか。

ご理解のとおりです。

3 入札説明書 6 2 （1） イ
入札参加者の
参加資格要件

参加資格要件に「資格者名簿に登録」と記載があるた
め、参加表明書に記載する事項は指名参加登録を
行っている支店、営業所等との理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

4 入札説明書 6 2 （1） イ
入札参加者の
参加資格要件

参加表明書に記載する企業（支店、営業所等）が、契
約を行うとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

5 入札説明書 6 2 (1) イ （ウ） a （c）

延床面積3,000㎡
以上の公共施設
の基本設計又は
実施設計の実績

公共施設とは地方自治体が発注した学校給食セン
ター整備事業でPFI法に基づいて実施された業務で
受注者が設立した民間企業（SPC会社）からの発注業
務も含まれるとの認識でよろしいか。ご教示願います。

ご理解のとおりです。

6 入札説明書 6 2 （1） イ （ウ） a （c）

延床面積3,000㎡
以上の公共施設
の基本設計又は
実施設計の実績

公共施設とは地方自治体が発注した学校給食セン
ター整備事業でデザインビルド方式で実施された業
務で代表企業の民間会社からの発注業務も含まれる
との認識でよろしいか。ご教示願います。

設計企業が担当する設計業務の契約の相手方（発注
者）が地方自治体であれば、実績に含みます。

7 入札説明書 7 2 （1） イ （ウ） c （c）
延床面積3,000㎡
以上の公共施設
の工事監理実績

公共施設とは地方自治体が発注した学校給食セン
ター整備事業でPFI法に基づいて実施された業務で
受注者が設立した民間企業（SPC会社）からの発注業
務も含まれるとの認識でよろしいか。ご教示願います。

ご理解のとおりです。

8 入札説明書 7 2 （1） イ （ウ） c （c）
延床面積3,000㎡
以上の公共施設
の工事監理実績

公共施設とは地方自治体が発注した学校給食セン
ター整備事業でデザインビルド方式で実施された業
務で代表企業の民間会社からの発注業務も含まれる
との認識でよろしいか。ご教示願います。

工事監理企業が担当する工事監理業務の契約の相
手方（発注者）が地方自治体であれば、実績に含みま
す。

9 入札説明書 9 3 （1）
事業者の募集・
選定スケジュール
（予定）

9月30日（月）～10月2日（水）とあります。同書12ペー
ジには提案書類の受付が10月2日とあります。
どちらが正しいのでしょうか。

提案書類の受付は、10月2日（水）とします。
なお、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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10 入札説明書 9 3 （3） ア 配布資料

現況平面図データ（添付資料2）で令和元年度に用地
測量を実施するため、用地測量図は事業契約までに
示す予定とありますが、境界にプレート等の表示を設
置して頂けるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

11 入札説明書 10 3 （6）
入札説明書等に
関する第1回質問
に対する回答

参加表明書に関する質問回答について、8月5日の回
答から書類の手配となると期限日の9日に間に合わな
い可能性があるため、参加表明に関する質問のみ回
答日より早い回答をお願いできますでしょうか。

入札参加表明書等に関する質問につきましては、8月
5日より可能な限り早く回答します。

12 入札説明書 13 3 （15） ア 予定価格
予定価格に含まれている消費税及び地方消費税は
10％でしょうか。

ご理解のとおりです。

13 入札説明書 13 3 （15） ア 予定価格
消費税及び地方消費税は10％を見込むとの理解で
宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

14 入札説明書 13 3 （15） ア 予定価格
仮に8％から10％への税率の変更がされない場合で
も、予定価格は変更されないと考えて宜しいでしょう
か。

必要な場合、見直すことを想定しています。

15 入札説明書 13 3 （15） ア 予定価格

予定価格について税込みの金額を記載されています
が、入札額は税抜きで提案することになるため、念の
ため税抜きの予定価格についてもご提示いただけま
すでしょうか。

様式集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。

16 入札説明書 13 3 （15） ア 予定価格
予定価格の内訳を開示していただけないでしょうか。
　例：施設整備費　　　　　●●円
　　 　維持管理・運営費　●●円

事業者の提案の自由度を拘束する可能性があるた
め、内訳は示しません。

17 入札説明書 16 4 （6）
落札者を決定
しない場合

「いずれの入札参加者も市の財政負担額の縮減が見
込めない」場合とは、すべての入札参加者の金額が
予定価格を超過している場合を指すのでしょうか。

ご理解のとおりです。

18 入札説明書 17 5 （8） （ア） 契約保証金
契約保証金について、「施設整備費の100分の5に相
当する額以上」とありますが、これには消費税は含ま
れないと考えて宜しいでしょうか。

消費税は含みます。

19 入札説明書 19 6 （3）
事業期間中の事
業者と市の関わり

「市はプロジェクトファイナンスを想定している」とありま
す。本件においてはプロジェクトファイナンスの対象は
サービス対価Bと思料されますが、「別紙1 入札価格の
算定方法について」においてサービス対価Bはプロ
ジェクトファイナンスを組成するには、規模が小さいと
思われコスト高になってしまう可能性もあるため、プロ
ジェクトファイナンスとはしない提案は認められるので
しょうか。また、その場合、提案評価に影響はあるので
しょうか。

前段については、プロジェクトファイナンスなしでも可と
しますが、市としてはPFI事業の安定的な運営には、
金融機関の果たす役割が必要と考えています。
後段について、提案評価の影響については、お答え
できません。

20 入札説明書 21 別紙1 1 サービス対価A
「学校教育施設等整備事業債の起債対象」となる費目
について、定義または計算式を教えていただけますで
しょうか。

原則、建物等に固定されているものを指します。
計算式は示しません。

21 入札説明書 21 別紙1 1 サービス対価A
学校教育施設等整備事業債の起債対象となる費用項
目をお教え頂けますでしょうか。

入札説明書に関する第1回質問回答No.20をご参照く
ださい。

22 入札説明書 21 別紙1 1 サービス対価A
※の「起債対象外となる費用は」とあります。この「費
用」とは「費目」のことですか「金額」のことですか。

費目の金額です。
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23 入札説明書 21 別紙1 1 サービス対価A

提案様式6-7には、項目毎にサービス対価AまたはB
の分類がすべて記入されておりますが、サービス対価
Aに分類される項目については、全額一時金として施
設引渡し後に支払を受けることが出来ると考えてよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

24 入札説明書 22 別紙1 2 （1）
サービス対価Aの
算定方法

サービス対価Aの金額は、事業者提案を基に起債対
象とする費用を算定した上で、決定するとありますが、
具体的に、いつ頃決定されるご想定でしょうか。

事業契約の締結（12月下旬）時に決定します。
なお、サービス対価Aの起債対象となる内容を確認の
うえ、金額の変動が生じないように算定することとして
おります。

25 入札説明書 22 別紙1 2 （1）
サービス対価Aの
算出方法

起債対象となる費用を算定したうえでサービス対価A
の金額を決定するとありますが、どの段階で決定され
るのでしょうか。

入札説明書に関する第1回質問回答No.24をご参照く
ださい。

26 入札説明書 22 別紙1 2 （1）
サービス対価Aの
算定方法

サービス対価Aの変動に伴ってサービス対価Bが増額
となりますと、金融機関との借入の増額にかかる再協
議が必要となります。当初見積もることが出来ない再
協議に係る費用等も必要となりますが、これらについ
ても貴市のご負担にてご対応いただけるものとの理解
でよろしいでしょうか。

変更することによってサービス対価Bの金額が著しく変
動する場合であっても市は、別途費用負担することは
ありません。当該費用が必要であれば、入札価格に含
めてください。

27 入札説明書 22 別紙1 2 （1）
サービス対価Aの
算出方法

サービス対価A及びBの内訳の変更に係るリスクは市
において対応するとありますが、融資契約の変更に係
る費用、金利相当額などが、市の負担となると考えて
宜しいでしょうか。

リスクについては、市が行うサービス対価Aの調達に関
して、その内訳（文部科学省学校施設環境改善交付
金、起債、一般財源）が変動した場合のリスクを指しま
す。
なお、変更することによってサービス対価Bの金額が
著しく変動する場合であっても市は、別途費用負担す
ることはありません。当該費用が必要であれば、入札
価格に含めてください。

28 入札説明書 22 別紙1 2 （1）
サービス対価Aの
算出方法

1.サービス対価の構成のサービス対価Aに、学校教育
施設等整備事業債の起債対象外となる費用はサービ
ス対価Bに含むと記載されており、2.（1）に当該サービ
ス対価Aの内訳の変動に係るリスクは市において対応
すると記載されています。
入札時は様式6-7の「対象となるサービス対価」がAと
されているものは全額サービス対価Aとして算定し、実
際の支払いが変更となった場合には、割賦金額の増
減に伴う費用（割賦金利及び金融機関への手数料）
は貴市にて負担するという認識で宜しいでしょうか。上
記と考えが異なる場合には、サービス対価Aの算定方
法をお示し下さい。

入札説明書に関する第1回質問回答No.27をご参照く
ださい。
なお、入札時は、様式6-7に従い、サービス対価Aと
サービス対価Bの相当額を明確にして提案を行ってく
ださい。

29 入札説明書 22 別紙1 2 （1）
サービス対価Aの
算出方法

3段落目にある「文科省交付金、起債、一般財源によ
る資金調達」とあります。具体的な金額は様式6-7で各
グループが提案した金額と同額とみなしてよいので
しょうか。

提案内容によりますが、原則ご理解のとおりです。

30 入札説明書 22 別紙1 2 （1）
サービス対価Aの
算出方法

3段落目にある「これらの内訳の変動に係るリスク」とは
何を指しますか。

市が行うサービス対価Aの調達に関して、その内訳
（文部科学省学校施設環境改善交付金、起債、一般
財源）が変動した場合のリスクを指します。
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31 入札説明書 22 別紙1 2 （1）
サービス対価Aの
算定方法

サービス対価Aの支払業務の対象であっても、起債対
象外となる費用はサービス対価Bに含むとありますが、
これは、サービス対価Aの支払業務対象にかかる金額
であっても、貴市の起債状況如何により、サービス対
価Bとして計算されるとの理解で宜しいでしょうか。

起債対象外となる費用については、（別紙1）1のサー
ビス対価Bの「支払の業務対象」に定義しております。
市の起債状況によって左右されるものではありませ
ん。

32 入札説明書 22 別紙1 2 （2） 基準金利

提案時に使用する「令和元年9月2日（月）の午前10時
現在の東京スワップレファレンスレート（TSR）6ヶ月
LIBORベース15年物金利スワップレート」を公表いた
だけないでしょうか。

公表します。

33 入札説明書 22 別紙1 2 （2） 基準金利
提案時の基準金利について、念のため市HPで公表し
ていただけますでしょうか。（9/2以降に）

入札説明書に関する第1回質問回答No.32をご参照く
ださい。

34 入札説明書 22 別紙1 2 （2） 基準金利
割賦金利の基準金利について、0％を下限とする旨を
規定することをご検討願います。

基準金利がマイナスとなった場合は、当該基準金利
の下限を0％とすることを基本に協議します。
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。

35 入札説明書 22 別紙1 2 （2） 基準金利
基準金利がマイナスとなった場合には、ゼロとなる旨
の規定を記載頂けないでしょうか。

入札説明書に関する第1回質問回答No.34をご参照く
ださい。

36 入札説明書 22 別紙1 2 （2） 基準金利

割賦金利の基準金利として、LIBORを参照いただいて
おりますが、2021年度においてLIBORは廃止予定と
の理解です。代替指標について、ご教示願えますで
しょうか。

現在、国が検討を進めている協議結果を踏まえて、
代替指標を設定することを想定しています。

37 入札説明書 23 別紙1 2 （3） ①
学校給食調理
固定費

「固定費は各年度、入札参加者が提案する一定の額
とする」とありますが、年度ごとに異なる固定費を提案
することは可能ということでしょうか。

可とします。

38 入札説明書 23 別紙1 2 （3） ②
学校給食調理
変動費

「提供食数に応じて変動する人件費、食器、残滓処理
費等に係る費用が含まれることを想定している」とあり
ますが、食器は初期調達分はサービス対価Bという解
釈でよろしいですか。
食器の更新費に対しても、日々の食数変動に左右さ
れることはないので固定費だと考えられますがいかが
でしょうか。また、変動費の場合は算出方法をご教示く
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、食器を含む備品の更新費は、入札
説明書（P21）別紙1、「1 サービス対価の構成」に示す
とおり、事業者の提案により固定費又は変動費のどち
らかに振り分けて算定してください。

39 入札説明書 23 別紙1 2 （3） ②
学校給食調理
変動費

（後述イ 提供食数を参照のこと）とありますが、「ア 年
間提供食数」のことでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、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。

40 入札説明書 23 別紙1 2 （3） ②
学校給食調理
変動費

2学校給食調理変動費に、提供食数に応じて変動す
る人件費、食器、残滓処理費等に係る費用となってい
ますが、食器は初期調達するもののため、その日に使
用したかしないかで支払い額が変動するのは合理的
ではないと考えますが、見解をご教示ください。

入札説明書に関する第1回質問回答No.38をご参照く
ださい。

41 入札説明書 23 別紙1 2 （3） ③ 燃料単価
燃料単価につきましては、令和元年9月時点の単価を
基準として宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

42 入札説明書 23 別紙1 2 （3） ④ 光熱水費

上下水道料金の単価は、令和元年9月2日時点の単
価を参照となっておりますが、電気料金単価及びガス
料金単価につきましても、令和元年9月時点の単価を
基準として宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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43 入札説明書 23 別紙1 2 （3） ④ 光熱水費
電気料金単価には、再生可能エネルギー賦課金も考
慮する単価を基準として宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

44 入札説明書 23 別紙1 2 （3） ④ 光熱水費

「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…」
とありますが、提案書において、市の使用量につい
て、提案する様式はありましたでしょうか。

入札説明書及び様式集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、当該修正箇所により市専用部分を除いた金額
で提案してください。

45 入札説明書 23 別紙1 2 （3） ④ 光熱水費

支払いにおいて超過分についての水光熱費は支払
わないとありますが、献立の内容によって使用量が左
右されると考えております。添付資料12・13を基に使
用量を算出致しますが、実使用量が超過しないように
データ等を示した上で、献立内容変更の協議に応じ
て頂けますでしょうか。

献立作成の責任は市にあるため、ご意見は伺います。

46 入札説明書 23 別紙1 2 （3） ④ 光熱水費
市専用部分の使用量を算出するに当たり、市職員の
勤務日数・勤務時間等をご教示頂けますでしょうか。

入札説明書に関する第1回質問回答No.44のとおり、
入札説明書及び様式集を修正していますので、当該
修正箇所により市専用部分を除いた金額で提案してく
ださい。
なお、市職員の勤務日は土・日、祝日、年末年始（12
月29日～1月3日までの日）を除いた日となります。
勤務時間は、超過勤務や災害時の対応等を除き、8
時45分～17時30分を予定しておりますが、勤務時間
前の調理当日の朝、食材等が納品される場合は、食
材検収を担当する職員が納品時間に合わせて出勤
することを想定しています。
食材等の納品時間の目安につきましては、要求水準
書P73をご参照ください。

47 入札説明書 24 別紙1 2 （3） ア 年間提供食数
提案時のコスト算定にあたって、ベースとする提供食
数は、「ア 年間提供食数」ということでしょうか。

ご理解のとおりです。

48 入札説明書 26 別紙2 1 （1） サービス対価B
サービス対価Bの消費税合計は割賦元金合計に消費
税及び地方消費税相当額を乗じたものと同額とし、
終回の消費税で端数調整する形で宜しいでしょうか。

入札説明書に関する第1回質問回答No.1のとおり、入
札説明書及び様式集修正版を公表しますので、当該
修正箇所により確認してください。

49 入札説明書 26 別紙2 1 （1） サービス対価C

終回の支払いは、他の支払い回における金額の
30/90を乗じた額とありますが、2～4には関係なく、1学
校給食調理固定費の 終回の支払いを指していると
理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

50 入札説明書 26 別紙2 1 （1） ④ 光熱水費

電気、ガス、水道等の単価に使用量を乗じた額を支払
うとありますが、基本料金と従量料金を含めた単価と言
う理解でよろしいでしょうか。
基本料金は、施設の設備容量等によって決まり、大き
く変動することがない為、調理固定費として算定し、提
案することをお認め頂けますでしょうか。
お認め頂いた場合は、様式7-4の単価は従量料金に
基づく記載と言うこと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。
後段については、事業者の提案によりサービス対価C
の1学校給食調理固定費に含むことは可とします。基
本料金を1学校給食調理固定費とする場合は、様式
7-4の単価は従量料金に基づく記載としてください。

51 入札説明書 27 別紙2 1 （2）
サービス対価の
支払い時期

終回（令和18年7月）の支払いは、令和18年8月に
請求書を発行し、貴市は請求書受領後30日以内にお
支払いされると理解してよろしいでしょうか。

履行確認後であれば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　入札説明書に関する第1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

52 入札説明書 28 別紙2 2 （3）
サービス対価Ｃの
改定

「※提案された使用料の範囲で…」とありますが、「使
用料」ではなく「使用量」ではないでしょうか。（すなわ
ち、キャップとなるのは提案時の「使用量」のみであり、
仮に「単価」が増加して「使用料」が提案時よりも増加
した場合においても、「使用量」が想定を超過していな
い限り、お支払いいただける。という理解で宜しいで
しょうか）

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。
なお、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。

53 入札説明書 29 別紙2 2 （3）
サービス対価Ｃの
改定

サービス対価Cの改定方法の表中、2のみ「当該年度」
から反映させ、134は翌年度から反映させるということ
で間違いないでしょうか。

1から4は、すべて翌年度からの反映となります。

54 入札説明書 29 別紙2 2 （3）
サービス対価Ｃの
改定

表の備考にて、「初回の計算は平成30年度の平均値
及び平成31年度の平均値を用いる」とありますが、「平
成31年度（提案時）」と「令和2年度」の平均値を用いる
ということではないのでしょうか。

原案のとおりとします。

55 入札説明書 29 別紙2 2 （3）
サービス対価Ｃの
改定

表の備考にて、指標は変更ができるとありますが、運
営期間のいつの時点でも、事業者提案があれば指標
を変更できるということでしょうか。

ご理解のとおりです。
ただし、協議により変更した場合、次回の改定時期に
新指標を用いて改定を行います。

56 入札説明書 29 別紙2 2 （3） ④ 光熱水費

光熱水費につきまして、市専用部分と給食調理に使
用する部分の記載はありますが、廊下などの供用部に
ついて記載がないように思います。提案金額につきま
しては、この全てとなる施設全体の光熱水費を提示し
ましたら宜しいでしょうか。また、市専用部分と共用部
の年間使用日数と使用時間（1日あたり）をご提示いた
だけませんでしょうか。

前段については、市専用部分については廊下などの
共用部は含みません。
後段については、入札説明書に関する第1回質問回
答No.44のとおり、入札説明書及び様式集を修正して
いますので、当該修正箇所により市専用部分を除い
た金額で提案してください。

57 入札説明書 29 別紙2 2 （3） ④ 光熱水費

電気料金単価及びガス料金単価につきまして毎年6
月末日までの指標値により単価を定めるとの事です
が、原油単価変動に伴う変動単価につきまして、どの
ように考えたらよろしいでしょうか。

事業者において適切と考える指標を提案してくださ
い。

58 入札説明書 30 別紙　3 2
減額等の措置を
講じる事態

調理・配送業務において、市職員の承諾を得た上で
作業等を行なった結果による場合は、減額措置の対
象とはならいでしょうか。（例えば：野菜に虫が多く付
着しており、異物混入の恐れがあることを報告した上
で、市職員の指示のもと洗浄し調理した場合）

発生要因等を踏まえて判断されます。

59 入札説明書 30 別紙　3 3
減額等の決定
過程

ペナルティポイントについて、本事業ではペナルティ
ポイントを減算する対象（所定水準を上回る水準の個
別サービスを提供）や減算方法等の救済措置は設定
されないのでしょうか。ご教示ください。

入札説明書別紙3に示すプロセスで行うこととします。

60 入札説明書 31 別紙3 5
サービス対価C
総額の減額

サービス対価Cは、項目が1学校給食調理固定費 2学
校給食調理変動費 3配送車の燃料費 4光熱水費と分
かれておりますので、各項目ごとの減額として頂けな
いでしょうか。

原案のとおりとします。

61 入札説明書 31 別紙3 5
サービス対価C
総額の減額

サービス対価Cの減額の場合でも配送車の燃料費や
光熱水費は、業務の履行状況に関わらず発生するこ
とから、サービス対価Cの減額対象から除外して頂け
ませんでしょうか。

原案のとおりとします。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　入札説明書に関する第1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

62 入札説明書 31 別紙3 5 （3） 算定式3
算定式3にて、「当該期のサービス対価C（固定費＋減
額前の変動費）＋…」とありますが、3燃料費、4光熱水
費は含まれないということで宜しいでしょうか。

配送車の燃料費及び光熱水費を含みます。
なお、解釈を明確にするため、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　要求水準書に関する第1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 4 1 （3） 立地条件
市が現在実施している解体工事完了時点の地盤レベ
ル高を御提示下さい。

解体工事完了時点の地盤レベル高はお示しできませ
んが、【添付資料24】にある地盤レベル高を参考にして
ください。

2 要求水準書 4 1 （3）
立地条件
埋蔵文化財関係

土層の確認の為工事中の立会が必要と書かれてます
が､どのタイミングで行われるのでしょうか。また、どのく
らいの時間を要するのですか。何らかの文化財が発見
され、調査が必要となった場合、工期延長は認められ
ると理解して宜しいでしょうか。

前段については、掘方などの掘削の際に立会が必要
になると想定されます。時間等の詳細については基本
設計時に歴博・文化財担当に確認してください。後段
については、ご理解のとおりです。

3 要求水準書 9 2 （1） イ 業務期間
市は基本設計及び実施設計完成時に確認をおこなう
とありますが、確認に要する期間についてお教え頂け
ますでしょうか。

各14日程度必要になります。

4 要求水準書 11 2 （2） エ
給食センターに求
める災害時等の稼
働性能

ガスコージェネレーションシステムの導入に関し補助金
の申請にご協力いただけるとありますが、お考えになっ
ている補助金がありましたらご教授いただけませんで
しょうか。

事業者の提案によるものとしますが、設計時において、
事前に市と協議を行ってください。

5 要求水準書 11 2 （2） エ
給食センターに求
める災害時等の稼
働性能

ガスコージェネレーションシステムを活用した応急給食
の提供方法は、従来通り　食缶などを使用し、配送用
コンテナで各校へ配送を計画すれば宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

6 要求水準書 11 2 （2） エ
給食センターに求
める災害時等の稼
働性能

ガスコージェネレーションの設置に伴い、事業者が補
助金等の申請を行うとありますが、補助金の受領は建
築主たる事業者と考えてよろしいでしょうか。

補助金の性質にもよりますが、原則、ご理解のとおりで
す。

7 要求水準書 11 2 （2） エ （ア）
給食センターに求
める災害時等の稼
働性能

配膳室に備える緊急時用レトルト食品の管理は市側と
の認識でよろしいのでしょうか。

緊急時用レトルト食品は市が調達しますが、提供に際
しては、市の指示のもと、事業者が行ってください。

8 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必
要に留意し、事前相談等を行ったうえで環境影響調査
を実施し、事業スケジュールに支障がないように実施
する」とありますが、ここでいう事前相談とは提案時に
行っておくことを指しているのでしょうか。ご教示くださ
い。

事前相談は基本設計時としてください。ただし、提案時
において必要な一般的な許可手続き等に関しての問
い合わせは建築指導課に行ってください。

9 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」こ
とを「事業スケジュールに支障がないように実施する」
ための工程を検討するに当たり、現段階の許可取得の
進捗状況を把握する必要があると思われますので、そ
の資料をお示しください。ご教示ください。

お示しできる資料はありません。

10 要求水準書 12 2 （3） ア （ウ） 留意事項
環境影響調査を実施しとありますが、具体的な調査内
容を御提示下さい。

環境影響調査は、基本設計時に建築指導課と協議し
てくだざい。ただし、提案時において必要な一般的な
許可手続き等に関しての問い合わせは行ってくださ
い。

11 要求水準書 12 2 （3） ア （ウ） 留意事項
建築基準法第48号第5項ただし書きの許可を得るには
どのような手順が必要でしょうかご教示お願い致しま
す。

要求水準書に関する第1回質問回答No.8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　要求水準書に関する第1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

12 要求水準書 12 2 （3） ウ
開発許可及び
確認申請等

計画地外周に設置する自動車歩行者専用道路を整備
することとなっており、道路の整備は区画の変更に該
当するものと思料されますが、開発許可申請手続きは
不要と考えてよろしいでしょうか。

計画地外周に設置する自転車歩行者専用道路の整
備については、開発許可申請手続きは不要であり、維
持管理は道路管理者が行います。

13 要求水準書 12 2 （5） ア （ア） ｃ
敷地内のゾーニン
グ及び動線計画

関係車両の進入、退出を指定おりますが、外来車両、
バイクについても同じ動線を想定していますか。ご教授
願います。

原則、外来車両及びバイクについても同じ動線を想定
しています。

14 要求水準書 12 2 （5） ア （ア） ｅ
敷地内のゾーニン
グ及び動線計画

防音壁の仕様について市の指定又は推奨があればお
教えください。

事業者の提案に委ねます。

15 要求水準書 14 2 （5） イ （イ） 諸室の構成
コーナー等は提案により室としてもよい、とありますが、
室を提案によりコーナー等にしてもよろしいでしょうか。

不可とします。

16 要求水準書 15 2 （5） イ （ウ） a （ｂ） 荷受室、検収室
開口部に設置するエアカーテンの必要 低風速は羽
蟻・羽虫・蚊を想定した3～4m/s（カタログ値）で宜しい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

17 要求水準書 15 2 （5） イ （ウ） ａ （ｃ） 荷受室、検収室
外部に面する建具は、気密性の高いものとするとありま
すが、具体的なグレードに市の指定又は推奨があれば
お教えください。

事業者の提案に委ねます。

18 要求水準書 15 2 （5） イ （ウ） c （b） 油庫
「新油を本体施設の外部から直接注入できるようにす
ること」とありますが、新油タンクを配置する諸室を外壁
面側に配置計画するとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

19 要求水準書 15 2 （5） イ （ウ） c （d） 油庫
「廃油を本体施設の外部から直接引き取れるようにす
ること」とありますが、廃油タンクを配置する諸室を外壁
面側に配置計画するとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

20 要求水準書 16 2 （5） イ （ウ） f （d） 冷蔵庫、冷凍庫
甲殻類や軟体類は冷凍品として入荷されると記載され
ていますが、袋に入った状態で納品されるのでしょう
か。入荷の荷姿、サイズ、数量をお示しください。

甲殻類・軟体類共通（想定）
内装：1kg入り袋
外装：ダンボール箱（10㎏程度）
1回あたりの納入量150～300㎏程度
入荷時のダンボール箱のサイズについては、納入業
者により異なることから統一したものをお示しすることは
難しいものです。

21 要求水準書 19 2 （5） イ （ウ） d （e） 揚物・焼物室
温度25℃以下、湿度80％以下とする対象は、作業者
近傍だけでなく、室内の作業領域全体でしょうか。

ご理解のとおりです。

22 要求水準書 20 2 （5） イ （ウ） f （d）
アレルギー対応調
理室・配膳室

温度25℃以下、湿度80％以下とする対象は、作業者
近傍だけでなく、室内の作業領域全体でしょうか。

ご理解のとおりです。

23 要求水準書 20 2 （5） イ （ウ） j （h） 炊飯室
温度25℃以下、湿度80％以下とする対象は、作業者
近傍だけでなく、室内の作業領域全体でしょうか。

ご理解のとおりです。

24 要求水準書 21 2 （5） イ （ウ） d （ａ） 運転手用控室
運転手用控室は衛生及び運営上支障がないと運営者
が判断した場合、調理員用休憩室と兼用しても宜しい
でしょうか。

不可とします。

25 要求水準書 22 2 （5） イ （ウ） ｃ （ｃ） 多目的室
倉庫は、多目的室で使用する机及び椅子等全てを収
納できるような広さを想定しているのでしょうか。ご教示
願います。

ご理解のとおりです。
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26 要求水準書 25 2 （5） ウ （エ） ｃ 門扉

出口門扉の位置は県道尼崎停車場西川線（191号線）
を挟んだ南側の施設の出入口と重ならないように配慮
するとありますが、南側はほとんどが工場等の出入口と
なっていますが、重ならないとはどの程度まで許容され
るのでしょうか。

南側施設の車両の出入りに支障がないように配慮して
ください。

27 要求水準書 25 2 （5） ウ （コ） 緩衝帯の整備
東側および南側の既存の境界塀は、基礎よりやり替え
を行うのでしょうか、お教えください。

ご理解のとおりです。

28 要求水準書 25 2 （5） ウ （コ） a 緩衝帯の整備

周辺の住宅との緩衝機能として、給食センター敷地に
含まない幅員5m（有効幅員4m）の自転車歩行者専用
道路を整備し、完成後市に引渡す。とありますが、【添
付資料20】緩衝帯標準断面イメージでは、北側の緩衝
帯は有効幅員5.0mとの記載があります。有効幅員はど
ちらを正とすればよいかご教示ください。

【添付資料20】のとおり、東側緩衝帯の南北道路は、横
断防止柵が道路内にあるため有効幅員4.0ｍ以上と
し、北側緩衝帯の東西道路は、有効幅員5.0ｍとして計
画してください。詳細は、基本設計時に道路課に確認
してください。

29 要求水準書 26 2 （5） エ （エ） b 室内空気

化学物質の濃度測定する諸室は、すべての居室とあり
ますが、仕上げ構成（床・壁・天井）が同じで用途が類
似する居室の場合は該当する1室を測定することで御
了解頂けないでしょうか。

原案のとおりとします。

30 要求水準書 29 2 （6） ウ （イ） ａ （g） 換気・空調設備

洗浄室・調理室など特に暑さ対策が必要な諸室は、局
所空調が可能となるよう配慮とありますが、作業員近傍
に局所空調できていれば、室内の作業領域全体は、
温度・湿度が規定された室も温度25℃以下、湿度80％
以下から逸脱しても宜しいでしょか。

不可とします。

31 要求水準書 35 2 （7） ウ （ウ） ｇ （e） 連続炊飯機

「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、11,000食の炊飯
調理するためには炊飯釜が150釜以上となります。
150釜以上の炊飯釜をほぐす作業として、むらし後ご飯
を炊飯釜から反転ほぐし機に移し、機械でほぐし運転
をすることが一般的です。
反転ほぐし機のほぐし軸は取り外しできますが、重量が
あるご飯を100回以上受けるほぐし機の槽は簡単に取り
外すようにすることは安全面からメーカー保証ができま
せん。
反転ほぐし機の槽については、取り外して洗浄・消毒
する対象外としていただけないでしょうか。

不可とします。

32 要求水準書 37 3 （1） ア 業務内容

工事監理業務要求水準の業務内容に「毎月市に工事
監理報告書により工事監理の状況を定期報告させ、市
の要望があったときには随時報告を行う。」と記載があ
りますが、要求水準書（案）に関する質問回答Ｐ12/26、
No.117に「少なくとも建築担当者は常駐としてくださ
い。」と回答があります。通常、10,000食程度の学校給
食センター整備事業の工事監理では重点監理を行っ
ております。要求水準書記載の内容を履行できれば重
点監理でも良いでしょうか。ご教示ください。

原案のとおりとします。
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33 要求水準書 37 3 （1） イ
定期報告書提出
書類

工事監理者は次の報告書を作成し市と協議を行う事と
ありますが、どのような協議を想定されているのでしょう
か、ご教示お願い致します。

報告書等の内容についての協議を想定しています。

34 要求水準書 39 4 （2） オ （イ） 施工管理
別途に市が発注する工事とは、どのようなものが想定さ
れていますでしょうか。

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。

35 要求水準書 40 5 （2） イ （イ） 食器食缶等

各教室及び職員室用の食器篭内には、喫食人数以上
の予備食器や箸、スプーンを入れますか。入れる場合
は、普通学級、特別支援学級、職員室用別に食器何
枚、箸何膳、スプーン何本等の数量をご提示ください。

運営業務に支障が生じないよう、事業者の判断により、
対応してください。

36 要求水準書 40 5 （2） イ （イ） c 食器類、食器かご
「人体有害な物質を一切含まないものとする。」と記載
がありますが、ここで指している「有害」とは食器の通常
使用で「害がない」との解釈でよろしいでしょうか。

食器の通常使用で「害がない」との解釈は不可とし、原
案のとおりとします。

37 要求水準書 42 5 （2） イ （ウ） 食缶等
個別対応食用配食容器は、記載されている通り、1人
につき5種類用意する必要がありますでしょうか。

要求水準書P42にお示ししている＜個別対応食用配
食容器＞のとおりです。

38 要求水準書 42 5 （2） イ （ウ） 食缶等
アレルギー用容器はランチジャー（米1、副食2）とフー
ドジャー（汁1、冷菜1）と5種の容器が1人分ということで
しょうか。

要求水準書に関する第1回質問回答No.37をご参照く
ださい。

39 要求水準書 45 5 （3） ア （ク） 書庫 収納棚の仕様をお教えください。
収納棚の仕様については、事業者の提案に委ねます
が、市が想定している収納物品は、市事務資料（A4
ドッジファイル等）の書類や伝票等です。

40 要求水準書 45 5 （3） ア （ケ）
多目的室（間仕切
り可能）

収納棚の仕様をお教えください。

収納棚の仕様については、事業者の提案に委ねます
が、多目的室は、見学者等不特定多数が利用するた
め、扉付き（引き戸）・鍵付きの収納棚を想定していま
す。また、収納物品は、書籍・食育教材等を想定して
います。

41 要求水準書 45 5 （3） ア （ケ）
多目的室（間仕切
り可能）

ＡＶ装置の仕様をお教えください。
多目的室で約80人が視聴するために適した仕様を提
案してください。

42 要求水準書 45 5 （3） ア （コ） 献立研究室
「調理作業台1,800×900移動可能」とありますが、「折り
たたみ式」、「ステンレス製」、「下部収納」、「引き出し付
き」等、積算が可能な具体的な仕様をお示しください。

移動可能であれば事業者の提案に委ねます。
また、調理作業台を献立研究室倉庫に収納することは
想定していません。

43 要求水準書 45 5 （3） ア （コ） 献立研究室

調理作業台での具体的な作業内容を御提示下さい。
また、移動可能とはキャスター付きとし、折りたたんで献
立倉庫にしまうことを想定するとの理解で宜しいでしょ
うか。

前段については、調味料や食材の計量及び仕分け、
調理後（煮炊き調理後の鍋や焼き調理後のホテルパン
等の高熱の取り扱い含む）の計量及び配膳等を行うこ
とや、ミーティング用テーブルとしても兼用することを想
定しています。
後段については、要求水準書に関する第1回質問回
答No.42をご参照ください。

44 要求水準書 48 5 （3） エ 配膳室備品

市が各中学校配膳室に整備する備品にエアコンが含
まれていますが、法定点検やフィルター清掃が生じる
ため、建築設備として、学校側で維持管理を行ってい
ただけないでしょうか。

市で対応します。
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45 要求水準書 48 5 （3） エ 配膳室備品

各中学校配膳室に整備する牛乳保冷庫やエアコン
は、改正フロン法の適用を受ける設備であることから、
年4回の簡易点検や3年毎の定期点検が必要となる可
能性があります。また、フィルター類の清掃等も発生す
ると想定されることから、学校の設備として学校側で維
持管理を実施して頂けませんでしょうか。

牛乳保冷庫の維持管理業務については、事業者負担
とし、エアコンについては、要求水準書に関する第1回
質問回答No.44をご参照ください。

46 要求水準書 48 5 （3） エ
事業者が各中学校
に配膳室に整備す
る備品

事業者が各中学校の配膳室に整備する牛乳保冷庫に
つきまして、配膳室内に100Vの電源及び電気容量は
有る物と想定して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

47 要求水準書 63 7 （7）

施設備品等維持
管理業務（配膳室
備品・学級用配膳
台含む）

献立研究室の調理備品は事業者側は使用せず、故
障、紛失等の管理が困難であるため維持管理、更新に
含まれないと考えてよろしいでしょうか。

含まれます。

48 要求水準書 63 7 （7） イ 業務内容
施設備品の維持管理は、配膳室備品・学級用配膳台
も含まれるのでしょうか。その場合、日常点検や定期点
検は、各学級の教室まで行き点検するのでしょうか。

ご理解のとおりです。

49 要求水準書 63 7 （7） イ 業務内容
市が各中学校配膳室に整備する備品の維持管理は市
側で行って頂けるのでしょうか。

配膳室備品の通常の維持管理は事業者で行ってくだ
さい。ただし、配膳室備品のうち市が整備する備品の
修繕・更新（補充）業務は市が行います。

50 要求水準書 65 7 （8） ウ （イ） ｃ その他エリア

調理員用便所の清掃について、実施方針の質問回答
において「清掃担当者と調理員の交差を避けるため、
原案の通りとします。」との回答がありましたが、調理員
が調理中の時間帯に清掃する方が交差しないと思わ
れますが、清掃担当者が調理員と同様の検便をしてい
る場合には、調理員が調理をしている時間に清掃して
も良いでしょうか。

原案のとおりとします。
なお、「便所の清掃・消毒」の基本的な考え方について
は、文部科学省「調理場における洗浄・消毒マニュア
ルPartⅡ」P25.26をご参照ください。

51 要求水準書 73 8 （2） ア （ウ）

検収時に、食品の
過不足、品質不
良、異物混入が認
められた場合の対
応

牛乳について、当日納品の個包装デザート、ゼリー、
ヨーグルト等と同様に9時30分～11時30分に各学校に
納品されるのでしょうか。

ご理解のとおりです。

52 要求水準書 73 8 （2） ア （ウ）

検収時に、食品の
過不足、品質不
良、異物混入が認
められた場合の対
応

食材搬入車の想定される 大の車両サイズや1日の車
両台数（翌日・当日）を配置計画の検討に際して、お示
し頂けますでしょうか。

食材納入車両は、納入業者により異なりますが、 大4
ｔ車相当の車両サイズを想定しています。
1日の車両台数については、現時点では未定のため、
お示しすることが困難です。

53 要求水準書 75 8 （3） ア （キ） b 炊飯業務

混ぜご飯は、…、調理後2時間以内に生徒が喫食でき
るようにする、とありますが、この場合の2時間喫食は、
混ぜご飯が混ぜ終わってからと考えてよろしいでしょう
か。

混ぜ合わせる工程は、調理工程とします。

54 要求水準書 78 8 （5） ア
配送及び回収
業務

各学校へ配送業務を行うにあたり、配送後、回収まで
の時間を学校で待機してもよいでしょうか。

不可とします。
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55 要求水準書 79 8 （5） イ （サ） 配送業務

「配膳室は市で設計し整備」とありますが、配膳と配送
業務において安全性も含めて大きく関わる部分であ
り、トラブルになる部分でもありますので、落札後に現
地の状況を踏まえてコンテナ搬入口等に関する事業
者の意見を反映して頂くことは可能でしょうか。（中学
校給食を始める他市においても意見を反映して頂いて
おります）

意見を聴く機会を設けますが、現時点で個別の意見を
全て反映することは担保できかねます。

56 要求水準書 79 8 （5） イ （サ） 配送業務
配送車からコンテナを配膳室に搬入するにあたり、衛
生面を考慮してコンテナが雨に濡れないように庇等を
設けて頂けますでしょか。

庇等は設ける予定としていません。

57 要求水準書 80 8 （6） （カ） 配膳業務
配膳員の通勤に際して、車で通勤する場合は駐車場、
自転車で通勤する場合は駐輪場をお借りすることは可
能でしょうか。

配膳員の通勤に際して、中学校の駐車場は利用不可
ですが、原則として駐輪場は利用可能です。

58 要求水準書 80 8 （6） （カ） 配膳業務
配膳の準備について、コンテナから棚等へ食器・食缶
の移し替えは行わず、コンテナを開けた状態で宜しい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

59 要求水準書 81 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、粉砕流し台で粉砕
した厨芥を排水とゴミとして固液分離を行い、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。
※排水を直接下水に流すことはありません。

厨芥設備を設ける場合でも、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。

60 要求水準書 81 8 （7） イ （イ）
牛乳パックの
再資源化

牛乳パックを洗浄・脱水処理を行う方法は事業者の提
案に委ねるとありますが、別添資料22の想定では、自
動洗浄処理機を使う必要があります。製造メーカーは
全国でも極めて少なく、メーカー側での部品供給停止
や生産中止などのリスクは、事業者側ではコントロール
できません。つきましては、通常に維持管理を行ってい
ても、部品供給が受けられず性能が維持できないなど
の事象が発生した場合は、ペナルティ等の対象から除
外して頂けませんでしょうか。

原案のとおりとしますが、ご指摘のような事象が発生し
た場合は、個別に協議するものとします。

61 要求水準書 81 8 （7） イ （イ）
牛乳パックの
再資源化

牛乳パックの自動洗浄機メーカーが消滅、倒産、その
他の事由により備品供給を停止た場合、他の方法によ
るリサイクルを検討することは可能でしょうか。

ご指摘のような事態が発生した場合は代替措置等に
ついて個別に協議するものとしますが、牛乳パックの再
資源化に係る要求水準自体を変更することは考えてお
りません。

62 要求水準書 81 8 （7） ア （イ）
牛乳パックの
再資源化

牛乳パックを小さくたたむと記載がありますが、たたみ
方が分かる写真等を掲示頂けますでしょうか。

牛乳パックのたたみ方については、牛乳パックの上部
分を開き、たたむ、といった標準的なたたみ方を想定し
ています。

63 要求水準書 81 8 （7） ア （イ）
牛乳パックの
再資源化

牛乳パックは洗浄・脱水し、再資源化可能な状態にす
るとありますが、リサイクル業者が受け取る際の牛乳
パックの形状（全て開封した状態等）に指定があればご
教示下さい。

【添付資料22】をご参照ください。
洗浄・脱水していれば、処理後の牛乳パックの形状に
ついては指定しません。
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64 要求水準書 83 8 （9） イ （ア） 資料等の展示

要求水準書（案）に関する質疑回答のNo.216、217で
展示資料はパネル等を想定とありますが、大きさはA1
サイズ、枚数は各校毎に1枚（合計17枚）、内容は各学
校共通との理解で宜しいでしょうか。

パネル等の大きさ、サイズ、枚数については、提案によ
るものとします。
内容は、各中学校の状況にもよりますが、共通のものを
想定しています。

65 要求水準書 90 9
添付資

料2
現況図

用地の測量は事業契約までに示す予定とされておりま
すが、入札段階において想定していた敷地範囲と測
量後の敷地範囲に差が発生したことに起因する、工事
金額及び維持管理費用の増額については、別途精算
頂けると考えてよろしいでしょうか。

測量後の敷地範囲に差が発生したことに起因して提案
内容に著しく変更を生じることを余儀なくされる場合に
あっては、協議等に応じます。

66 要求水準書 90 9
添付資

料3
上水道関連資料

敷地内の給水配管に関する資料をご開示頂けますで
しょうか。

量水計以外は全て撤去します。なお、【添付資料25】を
追加しますので、ご確認ください。

67 要求水準書 90 9
添付資

料4
下水道関連資料

敷地内の排水管に関する資料をご開示頂けますでしょ
うか。

終枡以外の埋設配管は全て撤去します。なお、【添
付資料25】を追加しますので、ご確認ください。

68 要求水準書 90 9
添付資

料5
ガス導管関連資料

ガスの引き込みにあたっては、低圧及び中圧のいずれ
でも可であると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

69 要求水準書 90 9
添付資

料6
事業用地概要図

北側余剰地の一部使用可能が書かれていますが、
大どの程度の敷地をどれくらいの期間、貸与していた
だけますでしょうか。

工事期間中に限り利用可能とし、範囲については協議
するものとします。

70 要求水準書 90 9
添付資

料6
事業用地概要図

北側余剰地の利用計画について現在決まっている内
容をお聞かせください。

現時点では確定しておりませんが、公共施設建替候補
地として、市営住宅などを想定しています。

71 要求水準書 90 9
添付資

料6
事業用地概要図

事業用地北側について「工事ヤードとして一部使用可
能」とありますが範囲及び期間をご教示願います。また
その際に北西の現状解体工事で使用している出入り
口は使用可能でしょうか。ご教示願います。

要求水準書に関する第1回質問回答No.69をご参照く
ださい。

72 要求水準書 90 9
添付資

料7
近隣地質調査資
料（参考）

埋土石炭ガラの記載があり、前回の要求水準書（案）
の質疑回答には土壌汚染の有無は不明と明記されて
おりますが、一般残土として処理不可能の場合の増加
費用は別途市の負担と考えてよろしいでしょうか。

土壌汚染物質の場合はご理解のとおりです。

73 要求水準書 90 9
添付資
料11

年度別生徒数（教
職員数）・学級数
推移見込み

大食数時における、学校毎の生徒数・教職員数・学
級数をお示しください。

【添付資料11】を参考に推計してください。

74 要求水準書 90 9
添付資
料11

年度別生徒数（教
職員数）・学級数
推移見込み

資料11の学校別の学級数は、H30年度分の掲載され
ておりますが、 大学級数は263クラスのH33年度とお
見受けします。
コンテナ台数算出のため、維持管理運用期間15年間
の中で 大学級数を各学校別にお示しください。

【添付資料11】を参考に必要なコンテナ台数を算出し
てください。

75 要求水準書 90 9
添付資
料11

年度別生徒数（教
職員数）・学級数
推移見込み

生徒数は1学級 大40人だと思われますが、担任、副
担任、教育実習等の臨時職員などを含めた喫食単位
全体での 大喫食数は何食になりますか。

【添付資料11】を参考に推計してください。

76 要求水準書 90 9
添付資
料20

緩衝帯標準
断面図イメージ

緩衝帯の計画にあたっては、当図面に記載されている
寸法を確保すれば、例えば緩衝帯から新設フェンスま
での距離などは事業者の提案に委ねられると考えてよ
ろしいでしょうか。

要求水準書P25、ウ 外構計画、（オ）囲障をご参照くだ
さい。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　要求水準書に関する第1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

77 要求水準書 90 9
添付資
料20

緩衝帯標準断面
イメージ

東側県営住宅側について、側溝撤去跡の団地内道路
等のための排水設備等の設置は必要でしょうか。

県営住宅敷地内で雨水の処理を行うように協議してい
ます。

78 要求水準書 90 9
添付資
料22

牛乳パックの再資
源化に係る手順に
関する基本的事項

未開封及び飲み残しの牛乳は掃除用流しにて処分と
理解して宜しいでしょうか。

【添付資料22】をご参照ください。

79 要求水準書 90 9
添付資
料23

旧若草中学校
モニュメント
（石碑）について

本モニュメントの移設箇所は、事業者が任意に提案し
てよろしいでしょうか。

南西角付近の外部から認識しやすい位置を想定して
います。

80 要求水準書 90 9
添付資
料24

解体工事範囲図
解像度が荒いため読めない文字があります。より解像
度の高い資料を提示いただけませんでしょうか。

新たに更新しました【添付資料24】をご参照ください。

81 要求水準書 90 9
添付資
料24

解体工事範囲図

今回解体工事において旧若草中学校の西門は存置と
ありますが貸与していただけますでしょうか。またこの門
扉よりの市道園田橋線への車両の入退場は可能と考
えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

82 要求水準書
南側県道への出口
の位置

7月8日の現地説明会で南側県道への出口は南側工
場地帯の出入口と干渉しない市に置くよう口頭で指示
があったと思います。この指示は要求水準書などに書
かれていないと思いますが、守るべき要求水準とみな
すのでしょうか。また、口頭での指示を要求水準とする
ことについて、「聞いていないい」場合はどう扱うので
しょうか。

要求水準書P25、ウ外構計画、（エ）門扉、Cに示してい
ます。

83 要求水準書
一時的に避難者を
受け入れる機能

当給食センターを貴市が定める「避難場所」や「一時避
難場所」等に指定する予定はありますでしょうか。ご教
授願います。

現時点では予定していません。

84 要求水準書 事業所税
本事業は事業所税の対象でしょうか。対象の場合、課
税標準や税率を教えてください。

対象となります。対象の区域については市ホームペー
ジに公表している「事業所税の手引きP47」をご参照く
ださい。

85 要求水準書 関心表明書
本事業に関心のある市内企業が発行する「関心表明
書」を提案書に付けることは可能ですか。

可とします。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　様式集に関する第1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 1 1 （3） 留意事項

企業名等の固有名詞の掲載について、入札参加グ
ループの一員ではない金融機関や地元企業等の名称
は、提案書類に掲載しても問題ないと考えてよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

2 様式集 3 2 （4） ア
入札時の提出書類
及び部数等

設計図書（図面集）について、A4縦長ファイル綴じとあ
りますが、すべてA3紙面となるため、A3横長ファイル綴
じとさせていただくことは可能でしょうか。

可とします。

3 様式集 6 3 記載内容
表中「10-11」「10-12」にて、 大枚数がいずれも「4」と
なっていますが、様式集66ページでは「任意」となって
います。どちらが正でしょうか。

大枚数は、いずれも4枚とします。
これに伴い、様式集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。

4 様式集 16
様式
2-5

参加資格審査申
請書（設計企業）

1の記載欄で延床面積3,000㎡以上の公共施設とドライ
システムの学校給食施設が同じ場合、一つの施設とし
て記載してよいか。ご教示ください。

ご理解のとおりです。

5 様式集 16
様式
2-5

参加資格審査申
請書（工事監理企
業）

1の記載欄で延床面積3,000㎡以上の公共施設とドライ
システムの学校給食施設が同じ場合、一つの施設とし
て記載してよいか。ご教示ください。

ご理解のとおりです。

6 様式集 16～21
様式
2-5

参加資格審査申
請書

国税（法人税）・国税（消費税）・地方税（地方消費税）・
市・県民税（法人市民税）は提出期限日（8月9日）より
3ヶ月以内に発行した書類となりますでしょうか。また、
正本は原本、副本は正本の写し（コピー）で宜しいで
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、正・副ともに写しとしてください。

7 様式集 16～21
様式
2-5

参加資格審査申
請書

国税（法人税）・国税（消費税）・地方税（地方消費税）
の3項目に関しては、「その3の3」を1部提出する事で補
完できるという理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

8 様式集 16～21
様式
2-5

参加資格審査申
請書

市・県民税（法人市民税）に関しては、参加申請する所
在地における市・県民税に係る証明書を提出するとい
う理解で宜しいでしょうか。（例：申請者の所在地が東
京都の場合は都民税に係る証明書、申請者の所在地
が尼崎市の場合は大阪府民税及び尼崎市民税それ
ぞれの証明書）

ご理解のとおりですが、尼崎市は兵庫県となります。

9 様式集 16～21
様式
2-5

参加資格審査申
請書

資格者名簿の欄に［登録している場合は、「登録済」と
記載］とありますが、登録済でない場合は追加登録の
機会を設けていただけるのでしょうか。

随時登録は行っておりません。

10 様式集 17
様式
2-5

参加資格審査申
請書（建設企業）

参加資格審査申請調書（建設企業）の添付書類7「業
務実績が記載されたの契約書の写し（工事内容が確
認できる図面等を含む）」とありますが、業務実績に記
載する物件がCORINS登録を行っている場合、登録内
容確認書又は竣工時工事カルテ受領書の写しの添付
でもよろしいでしょうか。

可とします。

11 様式集 17
様式
2-5

参加資格審査申
請書（建設企業）

市・県民税について弊社は本社が東京都に所在し、本
案件は大阪府大阪市に位置する支店で参画する予定
ですが、本社所在の東京都の都民税の未納がないこ
との証明を提出すればよろしいでしょうか。

大阪府大阪市に位置する支店で本市の入札参加資格
登録を行っている場合は、大阪府の法人府民税及び
大阪市の法人市民税としてください。
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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1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

12 様式集 19
様式
2-5

参加資格審査申
請書（維持管理企
業）

配置予定者は、現段階での予定者を記載し、維持管
理業務開始の際に人員配置の関係で、本件に配置が
出来ない場合には、同等の経験や必要資格を保持し
ていれば変更可能と考えてよいでしょうか。

可とします。

13 様式集 25
様式
4-3

提案概要書 本様式は提案書類として採点対象になるのでしょうか。 採点対象ではありません。

14 様式集 26
様式
5-1

入札書

委任状（様式2-4）を提出して、代理人が10月2日の入
札及び開札に出席する場合、入札書は代理人印を押
印して提出しますが、その際に代表者印は押印が必要
か、押印不要かをご教示下さい。

必要ありません。

15 様式集 27
様式
5-2

入札価格内訳書
※4にて、「他の支払い回においては90日間とするこ
と」とありますが、実際の3ヶ月分の合計日数と差異があ
る場合にも、「90日間」とするということでしょうか。

ご理解のとおりです。

16 様式集 27
様式
5-2

（注意事項）
※4金利算定対象
期間

終回の支払における金利算定対象期間を30/90日
間とし、他の支払回においては90日間とした場合、年
間の割賦利息は360日間となります。一方で事業者が
金融機関に支払う利息は365日間となります。割賦利
息は実日数で算定し、 終回の支払合計（割賦元金
及び割賦金利を合わせた額）を他の支払い回数にお
ける金額の30/90を乗じた額（但し、割賦元本の端数を

終回の支払いで調整）とすることで宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

17 様式集 37
様式
6-7

ⅶ．厨房設備工事の見積額をサービス対価A、Bと分
けて記載するようになっておりますが、サービス対価B
に相当する「備品に相当するもの」とは具体的に何を
差しているのでしょうか。

原則、建物等に固定されていないものを指します。

18 様式集 37
様式
6-7

コンテナ、食器、食缶、配膳器具、調理道具などの各
種備品等調達業務に記されている備品の見積はⅣ．
各種備品調達業務に全て見積額を含めてよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

19 様式集 37
様式
6-7

Ⅳ.各種備品等調
達業務

要求水準書40頁、5 各種備品等調達業務要求水準
（ア）コンテナ・食器食缶等調達業務 （イ）施設備品等
調達業務（配膳室備品・学級用配膳台含む）が対象で
しょうか。

ご理解のとおりです。

20 様式集 37
様式
6-7

Ⅲ.建設業務
ⅷ.厨房設備工事

サービス対価Aとサービス対価B（備品に相当するも
の）に区別されておりますが、「備品」の定義をご教示
願います。

様式集に関する第1回質問回答No.17をご参照くださ
い。

21 様式集 41
様式

7-2-②
修繕計画書

※7にて「本事業期間終了以降については、…適宜期
間を増やしてください」とありますが、 低限、30年目ま
であればよいとの理解で宜しいでしょうか。（「内容等」
の欄に想定する更新頻度などを記載するため）

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　様式集に関する第1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

22 様式集 42
様式
7-3

（3）維持管理業務
費内訳書

※1及び※3の記載についてですが、各年度の費用は
平準化する必要があるため、毎年度同一の金額になる
のではないでしょうか。これは、サービス対価として貴
市から支払われる額（平準化）とは別に、実際に発生
する費用（各年度で変化）を確認したいという意図で
しょうか。

平準化は意図していません。
※1及び※3の記載に従って提案してください。

23 様式集 42
様式
7-3

（3）維持管理業務
費内訳書

維持管理業務費の内訳書には、修繕費は記載するの
でしょうか。その場合の記載方法は、様式7-2-2の修繕
計画書の事業期間総合計の1ヶ年分相当額を記載す
るのでしょうか。

前段、後段ともに、ご理解のとおりです。

24 様式集 42
様式
7-3

（3）維持管理業務
費内訳書

様式7-2-2「修繕計画書」は様式7-3には含まれない理
解で宜しいでしょうか。様式7-3に含まれない場合、様
式9-2-3に「修繕費」という項目を追加する理解で宜し
いでしょうか。

前段、後段ともに、ご理解のとおりです。

25 様式集 43
様式
7-4

（4）エネルギー使
用量等の提案

「本施設の給食調理について…」とありますが、本様式
では、施設全体で使用するエネルギー使用量ではな
く、あくまでも給食調理に使用するエネルギー量（調理
にかかる空調換気なども含む）を提案すればよいという
理解でよろしいでしょうか。その場合、「給食調理に使
用するエネルギー」ですので、給食提供日以外の日・
時間帯や、厨房以外（共用部や厨房除害施設など）は
対象外ということで宜しいでしょうか。（定義を明確にし
ていただきたい）。

前段、後段ともに、ご理解のとおりです。

26 様式集 43
様式
7-4

（4）エネルギー使
用量等の提案

「 大提供食数に対する…」とありますが、 大提供食
数とは、1日11,000食であり、給食稼働日数は「190日」
を前提として試算すればよいとの理解で宜しいでしょう
か。（給食センター稼働日と給食実施日の日数は異な
ると考えられるため）

11,000食/日を 大提供食数として提案してください。

27 様式集 43
様式
7-4

（4）エネルギー使
用量等の提案

使用エネルギーごとに、1,000食あたりの金額を記載す
ることになっていますが、例えば電気代などは、単純に
食数に比例して増減するものではありません。1,000食
あたりの金額は、あくまでも料金の目安を確認する意図
という理解で宜しいでしょうか。（委託費算定には無関
係）

ご理解のとおりです。

28 様式集 43
様式
7-4

（4）エネルギー使
用量等の提案

本様式でエネルギーの使用量・単価等を提案する目
的は、あくまでも運営開始後のエネルギー使用料金の
支払い及びモニタリングの根拠とするためであり、入札
価格に含める光熱水費及び燃料費とは直接的には関
係しない、という理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

29 様式集 43
様式
7-4

（4）エネルギー使
用量等の提案

エネルギー使用量等の算出にあたり、施設全体の金
額ではなく、給食調理に関する使用量と理解しましたら
宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

30 様式集 43
様式
7-4

（4）エネルギー使
用量等の提案

給食調理に関する使用量とは、厨房設備のみではな
く、換気・空調設備や照明設備、排水処理設備、ボイ
ラー設備など厨房設備を使う上で必要な設備全ての
使用量と理解して宜しいでしょうか。

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　様式集に関する第1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

31 様式集 43
様式
7-4

（4）エネルギー使
用量等の提案

1本施設の給食調理について、 大提供食数に対す
る…とありますが、 大食数とは年間提供食数で提示
された、令和4年度 1,700,000食でしょうか。または
11,000食×190日＝2,090,000食でしょうか。ご教授を
お願い致します。

様式集に関する第1回質問回答No.26をご参照くださ
い。

32 様式集 43
様式
7-4

（4）エネルギー使
用量等の提案

電気料金の単価では、円/kWhとなっております。基本
料金を除いた単価で試算すれば宜しいのでしょうか。
また、ガス料金や上下水道料金につきましても基本料
金の考え方をご教授願えませんでしょうか。

当該単価をもとに、市はサービス対価を支払うため、基
本料金等を考慮して単価を提案してください。

33 様式集 48
様式

8-3-②

調理、配送・回収、
洗浄全体工程計
画

今回、2献立の調理が求められていますが、本様式で
は1献立のみを提案することになっています。必要に応
じて、2献立として提案してもよいのか、あくまでも本様
式のまま（1献立）で提案すべきなのか、ご教示くださ
い。

1日2献立の2日分の提案に修正します。
これに伴い、様式集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。

34 様式集 48
様式

8-3-②

調理、配送・回収、
洗浄全体工程計
画

4つの献立が示されていますが、それぞれこの様式を
作成するのではなく、それぞれの要点をまとめて記載
するという理解でよろしいでしょうか。

様式集に関する1回目質問回答No.33のとおり、様式
集を修正していますので、当該修正箇所により確認し
てください。

35 様式集 49
様式

8-3-③
全体調理人員配
置図

午前中は各厨房設備機器等に配置される人員配置や
作業動線図等は、献立の内容・組合せによって配置や
動線、注意点が変わります。本事業は10,000食以上の
規模で炊飯業務や手作り調理等を行う特徴あるセン
ターですので、添付資料12から1日分のA・B献立の組
合せを指定して頂き、それを基にして提案する様式と
することに変更して頂けますでしょうか。上記の対応に
なる場合、記載内容が増える為、提案枚数を任意又は
4枚程度に変更して頂くことは可能でしょうか。

1日分の献立（A・B）を指定します。
これに伴い、様式集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、提案枚数は、A3版・横5枚以内とします。

36 様式集 55
様式
8-8

（8）運営業務費内
訳書

運営業務内訳書には、光熱水費及び燃料費は含めな
いとの理解で宜しいですか。その場合、事業期間各年
度における光熱水費及び燃料費は、様式9-2-3のみ
に記載することになるとの理解で宜しいでしょうか。

前段、後段ともに、ご理解のとおりです。

37 様式集 55
様式
8-8

（8）運営業務費内
訳書

※1及び※3の記載についてですが、各年度の費用は
平準化する必要があるため、毎年度同一の金額になる
のではないでしょうか。これは、サービス対価として貴
市から支払われる額（平準化）とは別に、実際に発生
する費用（各年度で変化）を確認したいという意図で
しょうか。

平準化は意図していません。
※1及び※3の記載に従って提案してください。

38 様式集 55
様式
8-8

（8）運営業務費内
訳書

配送車両の燃料費と光熱水費は様式8-8「（8）運営業
務費内訳書」に記載する理解で宜しいでしょうか。

様式集に関する第1回質問回答No.36をご参照くださ
い。

39 様式集 59
様式

9-2-②
資金調達計画

注記部分に融資確約、関心表明又はそれに類する書
類を取得している場合は、その写しを提案書の 後に
添付、とありますが、様式9-4において地元企業等から
の関心表明書について添付することは差し支えないと
考えてよろしいでしょうか。

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　様式集に関する第1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

40 様式集 60
様式

9-2-③
長期収支計画

光熱水費及び燃料費について、営業収入としては
「サービス対価C」に含めることになっていますが、営業
費用においては、「維持管理費」「運営費」のいずれか
に含めるか、新たに項目を設けて記載するという理解
で宜しいでしょうか。

営業費用は必要に応じて変更してください。

41 様式集 60
様式

9-2-③
SPC管理費用

運営期間中の保険料はSPC管理費用ではなく運営費
に含める理解で宜しいでしょうか。

保険の内容によります。

42 様式集 60
様式

9-2-③
維持管理・運営費

維持管理費の事業期間累計は様式7-3「（3）維持管理
業務費内訳書」の合計と一致し、運営費の事業期間累
計とSPC管理費用の事業期間累計合計額は様式8-8
「（8）運営業務費内訳書」の合計と一致する理解で宜
しいでしょうか。

基本的にご理解のとおりですが、様式7-3及び様式8-8
において、平準化しない提案を行った場合は、その旨
が本様式において明確に分かるように記載してくださ
い。

43 様式集 60
様式

9-2-③
維持管理・運営費

配送車両の燃料費と光熱水費の営業費用は運営費に
は含めず、行を追加して記載する形で宜しいでしょう
か。

様式集に関する第1回質問回答No.40をご参照くださ
い。

44 様式集 60
様式

9-2-③
DSCR（各年）

劣後ローン借入がある場合、当該劣後ローン借入につ
いて優先貸付契約の財務制限条項におけるDSCR計
算に含めない場合には、本様式のDSCR計算に用いる
元利金は優先ローン借入のみで宜しいでしょうか。

DSCRは、劣後ローンも含めてください。

45 様式集 60
様式

9-2-③
DSCR（各年）

実際の支払いベースでDSCRを算定する場合、SPCに
資金が潤沢にあり収支上問題がないにも拘わらず、一
時的にDSCRが悪化する場合がございます。通常金融
機関ではSPCの債務返済能力を合理的にみるため、
各口座への振替ベースで算定されるDSCRを財務制限
条項としております。本DSCRの計算についても、各口
座への振替金額をベースに計算しても構いませんで
しょうか。

本様式に記載するDSCRは、事業全体に係るものを算
出してください。

46 様式集 64
様式
9-4

（4）地域への貢献

※7に「発注内容ごとの市内企業割合についても記載」
とありますが、フォーマットでは全体の市内企業割合を
示すことになっています。フォーマットの見直しが必要
であれば、どのように表現すべきかご教示ください。

ご指摘を踏まえ、様式集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。

47 様式集 64
様式
9-4

（4）地域への貢献
※8にて「構成員A、構成員Bとして、」とありますが、正
本に添付する「企業名称対応表」の定義にそろえて記
載すればよいとの理解で良いですか。

ご理解のとおりです。

48 様式集 64
様式
9-4

（4）地域への貢献
「発注予定額」の「合計」欄は、入札価格と整合させる
必要はなく、市内企業に発注する業務のみの費用合
計との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

49 様式集 64
様式
9-4

（4）地域への貢献
地元企業とありますが、地元企業とは尼崎市内に本店
を有する企業のみとの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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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1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

50 様式集 64
様式
9-4

（4）地域への貢献

元請建設企業が地元企業とのJVの場合、地元企業分
のJV割合を発注金額としてよろしいでしょうか。その際
JVから地元一次下請企業への発注金額は加算出来な
いと考えればよろしいでしょうか。

前段については、発注金額がJV割合と一致する場合
はご理解のとおりですが、一致しない場合は発注金額
としてください。
後段については、地元一次下請企業への発注金額
に、地元企業ではない者のJV割合を乗じた金額につ
いて、加算できるものと認めます。

51 様式集 64
様式
9-4

（4）地域への貢献

元請建設企業が地元企業とのJVの場合、地元企業分
のJV割合を発注金額としてよろしいでしょうか。また建
設JVより地元一次下請け会社への発注予定額のうち
地元企業分のJV割合を差し引いた額を加算してよろし
いでしょうか。

前段、後段ともに様式集に関する第1回質問回答
No.50をご参照ください。

52 様式集 66 様式10
様式10-3の留意事項にて、「内観図」とありますが、こ
れは厨房内を確認したいのか、研修室等共用部を確
認したいのか、主旨をご教示いただけますか。

調理エリアです。

53 様式集 66 様式10
建築概要及び建
築計画

『諸室の洗浄度区分の考え方』とありますが、『清浄度
区分』の誤記でしょうか。

「清浄度区分」のことです。様式集において必要部分
の修正を行います。

54 様式集 66 様式10 厨房設備計画

様式タイプは『指定』となっておりますが、 大5枚の中
に指定の能力を記載すれば、5枚とも様式は自由という
考えでしょうか。または、 大5枚中1枚が指定、4枚が
自由様式という考えでしょうか。ご教示ください。

大枚数は5枚とし、指定の内容を含む提案を行って
ください。様式は自由とします。

55 様式集 66 様式10 厨房設備配置図
この様式は、厨房設備機器リストに対応した番号を記
載した平面図（1階）を記載するという解釈でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

56 様式集
様式集全般の商号
又は名称、使用印
に関して

尼崎市競争入札参加資格審査申請時に代理人を受
任者として申請し受理されている場合、代表者ではな
く代理人の名称（支店等）、またその際の届け出の使
用印を使用してもよろしいでしょうか。

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　落札者決定基準に関する第1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
落札者決定

基準
2 1 (2) 審査

入札者が１グループだったとしてしても、入札は成立す
るとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

2
落札者決定

基準
別紙 1 （2） ③ 運営備品

1（2）の評価項目において、「運営備品」とありますが、
要求水準や契約書上で定義されていないため、その
定義をご教示ください。

要求水準書の「5 各種備品等調達業務要求水準」で
示す備品を指します。

3
落札者決定

基準
別紙 4 （4） 地域への貢献

①及び②以外に、地域の高校生等対象のインターン
シップ、現場見学会等の実施その他は加点対象になり
ますでしょうか。

具体的な提案内容に関する加点の可否については、
お示しできません。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　基本協定書（案）に関する第1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）
2 第5条 2 業務の委託、請負

事業契約の成立後速やかに各当事者とSPCとの間で、
それぞれ請負契約、業務委託契約又はこれらに代わ
る覚書等を締結させるものとするとありますが、事業契
約成立直後は設計着手前であり、設計や維持管理、
運営等の各業務の契約等の締結は困難ですので、契
約条件が整い次第と理解して宜しいでしょうか。

可能な限り速やかに締結をしてください。

2
基本協定書

（案）
3 第6条 3 事業契約

「デフォルト事由が本事業の入札手続に関するもので
あるときは、落札者は…違約金を市に支払う義務を連
帯して負担するものとする。」と記載がありますが本事
業と関係しない事案での指名停止等の場合違約金の
支払い義務は生じないと解釈してよろしいでしょうか。

デフォルト事由によるものと考えます。

3
基本協定書

（案）
3 第6条 3 （4） 事業契約

「デフォルト発生」が生じた場合でも、構成員の変更に
より、回避できれば、事業を継続することは可能なので
しょうか。デフォルトの内容に市の指名停止措置が含ま
れております。現場事故等の発生による指名停止が生
じることも懸念されます。デフォルト発生の際は、構成
員の変更による契約の継続は可能なのでしょうか。

指名停止の事由等によるものと考えます。

4
基本協定書

（案）
5 第10条 2 救済措置

事業契約成立後にデフォルトが発生した場合の違約
金については、第6条3項と同様に本事業に起因するも
ののみでしょうか。本事業以外による指名停止を含め
ますとリスクが過大となりますためご教示願います。

デフォルト事由によるものと考えます。
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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1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）
2 第1章 第1条 1 （5） 定義

運営期間は供用開始日を始期とされておりますが、
（1）維持管理期間は引渡し日の翌日を始期とされてお
ります。別紙1には引渡し予定日と供用開始予定日が
予め入力されておりますが、供用開始日と引渡し日の
翌日は同じ日を指すと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

2
事業契約書

（案）
2 第1章 第1条 1 （11） 定義

施設備品等には厨房設備を含むとありますが、このこと
は（17）で定義される「厨房設備調達設置業務」は、建
設業務に含まれない厨房設備と考えて宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

3
事業契約書

（案）
2 第1章 第1条 1 （11） 定義

「各種備品等調達業務」の対象として、（厨房設備を含
むが…）とありますが、厨房設備の調達・搬入設置は別
業務で定義されているため、備品調達業務には含まれ
ないものと思慮しますが、いかがでしょうか。

厨房設備のうち、各種備品等調達業務の対象として扱
われる備品等のある場合は、本項目に含むという解釈
です。

4
事業契約書

（案）
5 第1章 第1条 1 （48） 定義

「不可抗力」には人為的な事象も含まれることから、実
施方針の別添資料4：リスク分担表案の施設損傷リスク
の第三者の責めに帰すべき事由によるものとの違いが
分かりません。下記の事象の場合は、「不可抗力」・「第
三者の責めに帰す施設損傷」どちらに該当するがご教
示いただけませんでしょうか。
1門扉の締め忘れがあり、近隣の住民が車を駐車場と
して利用し、 出入の際に、施設を損傷させた。
2周囲のフェンスに登ることが可能な形状であったた
め、敷地内部に 人が侵入し、ガラスを壊して廻った。
3トラックが事故を起こしフェンスを破損させたが、 当て
逃げされ、帰責者が不明となってしまった。

お示しされたいずれのケースも、具体個別に判断され
ます。

5
事業契約書

（案）
9 第1章 第8条 1 （4） 契約保証金

契約保証金の額「施設整備費の100分の5」以上には、
当該額に係る消費税等相当額も含まれますでしょう
か。

含まれます。

6
事業契約書

（案）
9 第1章 第8条 1 （4） 契約保証金

市を被保険者（契約者：事業者）とする履行保証をお
認めいただいておりますが、契約者：受託企業、被保
険者：事業者とする契約の保険金請求権上に、市の事
業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、市
を第一順位とする質権を設定することもお認めくださ
い。

認められません。

7
事業契約書

（案）
9 第1章 第8条 2 契約保証金

「施設整備費の100分の5以上」とありますが、消費税は
含まれないということで宜しいでしょうか。

事業契約書（案）に関する第1回質問回答No.5をご参
照ください。

8
事業契約書

（案）
9 第1章 第8条 2 契約保証金

第1条（33）にて「施設整備費」について、「サービス対
価Ａ」及び「サービス対価Ｂ」の合計額とされています
が、これには開業準備・引き渡し費用も含まれます。し
かしながら、契約保証金対象額に当該金額を含めるこ
とは適当ではないように思われるため除外すべきかと
思料しますが、いかがでしょうか。

原案のとおりとします。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　事業契約書（案）に関する第1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

9
事業契約書

（案）
9 第1章 第8条 2 契約保証金

第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は
保険金額は、施設整備費の100分の5以上としなけれ
ばならない、とされていますが、これは入札説明書18
頁にある契約保証金の規定とは異なります。事業契約
書（案）に記載されている内容が正と考えてよろしいで
しょうか。

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。

10
事業契約書

（案）
10 第2章 第10条 第三者による実施

落札者決定後に設計業務の一部を構成企業及び協
力企業以外の第三者（関心表明有り）に委託すること
は可能と考えて宜しいでしょうか。

市の承諾を得られた場合、可能です。

11
事業契約書

（案）
10～11 第2章

第11条
第12条

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に係る通知は、書面に
て頂けるものとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

12
事業契約書

（案）
12 第2章 第13条 4 設計の変更

市が負担する「損害、損失又は費用」には、合理的な
範囲の金融費用を含むとの理解で良いですか。

ご理解のとおりですが、合理的な範囲に限られます。

13
事業契約書

（案）
13 第2章 第15条 事前調査

事業者が想定する杭の位置等に本工事の施工に支障
をきたす埋設物等がないか否かについての調査は必
ず行うとありますが、全ての杭長分を調査するのは期
間及び費用が膨大に必要と思われます。調査範囲は
建物範囲の対角及び中央の5箇所程度として宜しいで
しょうか。

事業契約書（案）に規定するとおり、必ず行ってくださ
い。

14
事業契約書

（案）
14 第2章 第15条 4 事前調査

市が負担する「合理的な範囲の増加費用」には、合理
的な範囲の金融費用を含むとの理解で良いですか。

ご理解のとおりですが、合理的な範囲に限られます。

15
事業契約書

（案）
14 第3章 第17条 第三者による実施

落札者決定後に工事監理業務の内、常駐監理（建築）
を構成企業及び協力企業以外の第三者（関心表明有
り）に委託することは可能と考えて宜しいでしょうか。

不可です。

16
事業契約書

（案）
15 第4章 第１ 節 第18条 4 近隣対策

市が負担する「損害、損失又は費用」には、合理的な
範囲の金融費用を含むとの理解で良いですか。

ご理解のとおりですが、合理的な範囲に限られます。

17
事業契約書

（案）
18 第4章 第3 節 第28条 1

事業者による竣工
検査等

竣工検査等は引渡し予定日までに完了することとされ
ておりますが、引渡し業務は開業準備業務完了後であ
ることから、竣工検査等は開業準備業務期間中に実施
することが可能と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

18
事業契約書

（案）
20 第4章 第4 節 第31条 3 工事の一時停止

市が負担する「損害、損失又は費用」には、合理的な
範囲の金融費用を含むとの理解で良いですか。

ご理解のとおりですが、合理的な範囲に限られます。

19
事業契約書

（案）
21 第4章 第4 節 第33条 1

工期変更の場合の
費用負担

市が負担する「損害、損失又は費用」には、合理的な
範囲の金融費用を含むとの理解で良いですか。

ご理解のとおりですが、合理的な範囲に限られます。

20
事業契約書

（案）
21 第4章 第4 節 第33条 1

工期変更の場合の
費用負担

本事業の遂行に当たり、事業者において生ずる追加
的な費用にブレークファンディングコストを含めた金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょうか。

事業契約書（案）に関する第1回質問回答No.19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　事業契約書（案）に関する第1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

21
事業契約書

（案）
23 第6章 第１ 節 第37条 1 （1） 開業準備

開業準備業務は、本件工事の完了後、とありますが、
工事が完了している状態とは、第28条に規定される竣
工検査等がすべて完了している状態を指しているので
しょうか。

ご理解のとおりです。

22
事業契約書

（案）
24 第6章 第１ 節 第37条 1 （6） 開業準備 「事象者」→「事業者」の誤植でしょうか。

ご指摘を踏まえ、事業契約書（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。

23
事業契約書

（案）
25 第6章 第２ 節 第39条 1 引渡し

市から事業者に対し、引渡しを証する書面は発行され
ますか。発行される場合、引渡後、どの程度の期間を
要するでしょうか。

前段については、事業者が希望する場合は、SPCから
提出される契約目的物引渡し書及びその他必要図書
を確認した後、受領書等の発行を行います。後段につ
いては、事業の進捗を妨げないよう努めます。

24
事業契約書

（案）
25 第6章 第２ 節 第39条 1 引渡し

引渡予定日は第38条規定により、開業準備が終了した
令和3年12月末日を想定されておりますでしょうか。

ご理解のとおりです。

25
事業契約書

（案）
26 第6章 第２ 節 第39条 2 引渡し

今回、施設の引渡し前に開業準備業務を行うことに
なっていますが、「本件施設の所有権は、事業者がこ
れを原始的に取得」とありますので、事業者側には不
動産取得税は課税されない想定をされているということ
で宜しいでしょうか。

そのように想定しています。

26
事業契約書

（案）
26 第6章 第２ 節 第39条 2 引渡し

施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得すると
ありますが、事業者は表示登記を行う必要はあるので
しょうか。

表題登記は市にて行いますので、必要な協力をしてく
ださい。

27
事業契約書

（案）
26 第6章 第２ 節 第39条 2 引渡し

「市が本件施設の所有権移転の登記を行う場合、・・・
これに協力する」とありますが、協力の内容とは書類作
成の協力のみであり、登記申請及び登記に要する費
用負担は含まれないとの理解で宜しいですか。費用負
担も事業者側に含む場合は、実施の有無と登記の種
類（保存登記、表題登記など）をご教示いただけますか
（予算計上が必要となるため）。

ご理解のとおりです。

28
事業契約書

（案）
26 第6章 第２ 節 第39条 3 引渡し

市が本件施設の所有権移転の登記を行う場合とありま
すが、これは、事業者は所有権保存の登記を行う必要
があるということでしょうか。

所有権保存の登記は市にて行いますので、必要な協
力をしてください。

29
事業契約書

（案）
26 第6章 第２ 節 第40条 運営開始の遅延

本事業の遂行に当たり、事業者において生ずる合理
的な追加的な費用にブレークファンディングコストを含
めた金融費用も含まれるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりですが、合理的な範囲に限られます。

30
事業契約書

（案）
26 第6章 第２ 節 第40条 1 運営開始の遅延

市が負担する「損害、損失又は費用」には、合理的な
範囲の金融費用を含むとの理解で良いですか。

ご理解のとおりですが、合理的な範囲に限られます。
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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1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

31
事業契約書

（案）
26 第6章 第２ 節 第40条 2 運営開始の遅延

市の責めに帰すべからざる事由により遅延した場合、
事業者は延滞違約金を市へ支払うこととされておりま
すが、不可抗力及び法令変更以外の第三者に起因す
る遅延の場合もあるため、延滞違約金を支払うのは事
業者の責めに帰すべき事由に限定して頂けませんで
しょうか。

原案のとおりとします。

32
事業契約書

（案）
33 第7章 第２ 節 第54条 損害の発生

「当該損害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
賠償又は保証する義務そのたの責任を負わないものと
する」とあります。事業者側に過失がない場合は、施設
の損傷が発生した場合でも同様の解釈と考えてよいで
しょうか。

損害の発生事由が不可抗力による場合については、
第62条の各項の規定に従います。

33
事業契約書

（案）
35 第9章 第58条 6 契約期間

事業期間終了後1年を経過するまでの期間において、
…サポート業務を無償で実施せしめるものとし、とあり
ますが、これは事業期間終了後1年間はSPCを清算す
ることができないこととなるのでしょうか。

本条に規定するとおり、維持管理企業に当該義務を承
継させることで、SPCの清算は可能と考えます。

34
事業契約書

（案）
38 第9章 第64条 1 （1）

引渡し日前の解除
の効力

第60条の規定により本契約が解除された場合におい
て、市が当該解除後に本件施設を利用するときは、～
～事業者に所有権が帰属している部分を事業者から
買い受け、～～とありますが、必ず現状での引き渡しに
より施工済み評価額相当額で買い取る建付けとしてい
ただけませんでしょうか。
金融機関から資金調達を行う場合、貴市の支払いを原
資として融資を受けます。
現在の条文のままですと、途中で契約が解除になった
際、融資の返済原資の確保が難しくなることから、金融
機関からの資金調達が困難になるため、文言の調整
のご検討をお願いいたします。

原案のとおりとします。

35
事業契約書

（案）
38 第9章 第64条 1 （2）

引渡前の解除の効
力

施設整備に要した費用の対価には、貴市の確認を受
けた設計図書や、SPC経費、金融費用などの合理的な
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりですが、施設整備に係る対価を構成す
る費用のうち、合理的な範囲に限ります。

36
事業契約書

（案）
38 第9章 第64条 1～3

引渡し日前の解除
の効力

解除の際、市がSPCに支払う出来高の範囲には何が
含まれるでしょうか（設計費用、工事監理費用、金融費
用等の合理的な費用が含まれるか）。

事業契約書（案）に関する第1回質問回答No.35をご参
照ください。

27/31



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1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

37
事業契約書

（案）
39 第9章 第64条 2

引渡し日前の解除
の効力

引渡し日前に本契約が解除された場合において、本
件工事の進捗状況を考慮して、市は事業用地の部分
的な更地化若しくは原状回復又はその両方を請求す
ることができるとされていますが、現状での引き渡しに
より施工済み評価額相当額で買い取る建付けとしてい
ただけませんでしょうか。
金融機関から資金調達を行う場合、貴市の支払いを原
資として融資を受けます。
現在の条文のままですと、途中で契約が解除になった
際、融資の返済原資の確保が難しくなることから、金融
機関からの資金調達が困難になるため、文言の調整
のご検討をお願いいたします。

原案のとおりとします。

38
事業契約書

（案）
40 第9章 第65条 4 （2）

引渡し日後の解除
の効力

未払いの施設整備費を別紙11に記載されるスケジュー
ルに沿って支払うとありますが、金利を含めた割賦料と
してお支払い頂けるとの理解で宜しいでしょうか。

分割払いとなる場合は、ご理解のとおりです。

39
事業契約書

（案）
41 第9章 第66条 損害賠償

「施設整備費の100分の5」または「施設供用業務の遂
行にかかる対価総額の100分の5」とありますが、いずれ
も消費税抜きの金額ということで宜しいでしょうか。ま
た、「施設整備費」には開業準備・引渡し費も含まれま
すが、損害賠償の対象としては不適切ではと思料しま
すが、いかがでしょうか。

前段については、消費税は含まれます。
後段については、第38条所定の条件を満たしたときに
引渡しが可能となり、開業準備・引渡し業務も施設整
備費の対象です。

40
事業契約書

（案）
41 第9章 第66条 1 （1） 損害賠償

損害賠償の額「施設整備費の100分の5に相当する額」
には、当該額に係る消費税等相当額も含まれますで
しょうか。

含まれます。

41
事業契約書

（案）
41 第9章 第66条 1 （2） 損害賠償

損害賠償の額「解除日が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」には、当該
額に係る消費税等相当額も含まれますでしょうか。ま
た、算定基礎数字は入札提案時のサービス対価でしょ
うか。

前段については、含まれます。
後段については、物価変動等によりサービス対価の改
定があった場合は、改訂後の金額となります。

42
事業契約書

（案）
41 第9章 第66条 4 損害賠償

市が支払う「合意的な範囲の損害額」には、合理的な
範囲の金融費用を含むとの理解で良いですか。

ご理解のとおりですが、合理的な範囲に限られます。

43
事業契約書

（案）
43 第10章 第76条 2 著作権の侵害防止

成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合につ
いて、貴市の指定・要望事項に起因し、そのことについ
て事業者が知りえなかった場合は、貴市の責任及び費
用負担においてご対応いただけませんでしょうか。

原案のとおりとします。
なお、市の指定・要望事項について著作権を侵害する
恐れのある場合、事業者にて必要な検証を加えるもの
とします。

44
事業契約書

（案）
44 第10章 第79条 権利等の譲渡制限

本事業と同種の事業においては、SPCに融資を行う金
融機関がSPC株式、SPCの地位等に担保権の設定を
行うことが通常ですが、本規定は、かかる金融機関の
担保権設定を妨げないという理解で良いでしょうか。

当該担保権設定契約の内容等により総合的に判断を
行いますが、不合理に承諾を留保遅延又は拒絶しま
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1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

45
事業契約書

（案）
47 別紙1 事業日程

事業日程に関し、開業準備期間開始予定日・終了予
定日の前に、本件施設の引渡し予定日がありますが、
順序としては、5→6→4となるという理解で宜しいでしょ
うか。

原則としてそのようにお考えください。

46
事業契約書

（案）
48 別紙2 事業用地

「その他」にて、「市が実施する解体工事後、敷地内に
は周囲を囲む既存フェンスと擁壁が残っている状況」と
ありますが、これらは事業者側で解体撤去する必要は
ありますか。

撤去してください。

47
事業契約書

（案）
57 別紙7

事業者等が付保す
る保険

「事業者は、次の保険を”事業者”の費用負担におい
て付保する・・」とありますが、事業者から請負または委
託された構成企業または協力企業において付保する
ということでもよいとの理解で宜しいでしょうか。

別紙7に規定される付保条件を満足する限りにおい
て、ご理解のとおりです。

48
事業契約書

（案）
57 別紙7

事業者等が付保す
る保険

保険の補償額にて「再調達額」とありますのは、具体的
には「施設整備費（サービス対価ＡとＢの合計額）」とい
う理解で宜しいでしょうか。その場合、「施設整備費」に
は開業準備費及び引渡し費なども含まれますが、これ
らは「再調達額」に含める必要はございますか。

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、含めてください。

49
事業契約書

（案）
57 別紙7

事業者等が付保す
る保険

市が所有する本施設の建物・設備に対して、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。

事業者は市が付保する共済等の内容にかかわらず、
規定されているとおりの火災保険の付保または保険を
付保したした場合と同等の効果がある提案を行ってく
ださい。

50
事業契約書

（案）
57 別紙7

事業者等が付保す
る保険

普通火災保険を付保する目的が、事業者の失火（重
過失を除く）による損害を補償する目的である場合、普
通火災保険以外の保険種目により損害を補償で
きることもあります。その場合には、普通火災保険に代
えて別の保険を提案してもよろしいでしょうか。

別紙7に規定される付保条件を満足する限りにおい
て、ご理解のとおりです。

51
事業契約書

（案）
57 別紙7 1 （1） 建設工事保険

補償額「本件施設の再調達金額」は、サービス対価A
及びサービス対価B（4割賦金利を除く）の合計額（消
費税等相当額を含む）という理解で正しいでしょうか？

ご理解のとおりです。

52
事業契約書

（案）
57 別紙7 2

整備期間終了後
（引渡し日の翌日
以降）の保険

本保険は1年更改での契約でもよろしいでしょうか。
構いません。ただし、第54条第4項にある保険証券そ
の他保険の内容を示す書面を、毎年の更新時に速や
かに提出するものとします。

53
事業契約書

（案）
57 別紙7 2 （2） 普通火災保険

貴市では火災保険（共済）等の手配はされますでしょう
か。

事業契約書（案）に関する第1回質問回答No.49をご参
照ください。

54
事業契約書

（案）
57 別紙7 2 （2） 普通火災保険

火災保険は所有者が手配するべき保険であり、事業者
帰責事由での建物損壊については賠償保険で補償す
るべきと思われます。火災保険を保険条件から外して
いただけますようお願いいたします。

保険の付保は、事業者の契約上の義務です。
原案のとおりとします。

29/31



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1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

55
事業契約書

（案）
57 別紙7 2 （2） 普通火災保険

実施方針に関する質問No.36の回答では、事業者側
に善管注意義務違反がない場合でも、無条件に、第
三者の責めに帰すべきことによる施設損傷リスクは事
業者のリスクと読み取れます。
第三者が特定できた場合には損害費用を訴求できると
思いますが、その他の場合はそれが困難です。
善管注意義務違反等事業者の過失でもないため、賠
償保険は適用できません。
火災保険でカバーする方法もありますが、火災保険は
あくまで所有者（貴市）を守る保険となるため、保険金
の請求者は市となります。貴市で保険請求を行って頂
く必要はございますが、事前にご承諾をお願いいたし
ます。

市が請求する必要が合理的にある場合は、市にて行
います。

56
事業契約書

（案）
59 別紙8

不可抗力による損
害、損失及び費用
の負担割合

実施方針に関する質問No.36の回答では、
事業者側に善管注意義務違反がない場合でも、無条
件に、第三者の責めに帰すべきことによる施設損傷リ
スクは事業者のリスクと読み取れます。
一方、実施方針別添資料4：リスク分担表の『共通』で
は不可抗力リスク（第三者の行為で通常の予見可能な
範囲を超えるもの）は貴市の負担となっております。
通常の予見可能な範囲（善管注意義務で防ぐことが出
来る部分）のみ事業者側がリスクを負担するという理解
で宜しいでしょうか。

不可抗力の発生態様によります。

57
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

実施方針に関する質問回答NO.40にて、本事業は事
業所税の対象との回答が示されましたが、収益関係税
（法人税等）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宜しいでしょう
か。

事業者の負担とします。
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尼崎市立学校給食センター整備運営事業　その他に関する第1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
実施方針
入札説明書
要求水準書

19
別添資料4：
リスク分担表(案)

リスク分担について　実施方針においては別添資料4：
リスク分担表(案)となっておりましたが、今回の入札説
明書、要求水準書等で明示されていません。質疑回答
で詳細を回答いただいたもの以外は、実施方針のリス
ク分担表の通りと考えてよろしいでしょうか。

リスク分担については、事業契約書（案）をご確認くだ
さい。

2
実施方針に
関する質問

回答
3 No.30

「建築基準法第48条第5項ただし書きの許可」は「事業
者が取得する」とありますが、土地および建物所有者は
尼崎市のため、取得は尼崎市が行い、事業者はそれ
を補佐し、事業スケジュールに支障がないよう協力する
ことと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。

事業者が取得するものです。

3
要求水準書
（案）に関す
る質問回答

2 No.17

茶碗蒸しの卵液調整は煮炊き室の回転釜で行っても
よろしいでしょうか。
揚物・焼物室に設置する回転釜は、タレやソース用の
ため、配缶エリア近くに設置したほうがよいと思います
が、汚染度の高い生の卵を配缶エリア近くで扱うことは
リスクが高いと考えられるためです。

下処理後の卵液調整作業については、当日の他の調
理との二次汚染及びコンタミネーション防止策を講じた
うえで、煮炊き室の調理釜を使用することを可としま
す。

4
要求水準書
（案）に関す
る質問回答

3 No.29他

前回質疑回答において、関係機関への事前確認は提
案時ではなく、基本設計時に行うように規定されている
箇所が散見されますが、仮に基本設計時の関係機関
協議の中で、コスト増につながる指摘を受け設計変更
が生じた場合には、貴市のリスク負担としていただける
との理解で宜しいでしょうか。（可能な限り手戻りが生じ
ないよう、提案段階での関係機関への確認作業をお認
めいただきたい）

設計変更に係るリスク負担は、その発生要因により判
断されるものです。

5
要求水準書
（案）に関す
る質問回答

15 No.150

要求水準書（案）に関する質問回答No.150に配送車の
想定仕様について、高さ2,100mmはトラックそのものの
高さであって、プラットホームの高さや食器食缶コンテ
ナを積載する荷台（ボディ部分）を考えると約3,100mm
になるとの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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