
令和元年6月28日公表 令和元年8月5日公表
修正前 修正後

1 入札説明書 4 1 （2） （イ） 事業者の収入

市は、事業者が実施する各種備品等調達業
務、開業準備及び引渡し業務、その他費用、
割賦金利を、維持管理・運営期間にわたり
サービス対価Bとして元利均等方式により事業
者に支払う。

市は、事業者が実施する各種備品等調達業
務、開業準備及び引渡し業務、その他費用、
割賦金利を、維持管理・運営期間にわたり
サービス対価Bとして元利均等方式により事業
者に支払う。なお、サービス対価Bのうち、消
費税相当額のみサービス対価Aの支払い時
に事業者に支払う。

2 入札説明書 9 3 （1）
提案書類の
受付、入札
及び開札

令和元年9月30日（月）
令和元年10月2日（水）

令和元年10月2日（水）

3 入札説明書 18 5 （8） （ウ） 契約保証金 契約金額の100分の5以上 施設整備費の100分の5以上

4 入札説明書 18 5 （8） （オ） 契約保証金
契約金額の変更があった場合には、保証の額
が変更後の契約金額の100分の5

施設整備費の変更があった場合には、保証の
額が変更後の施設整備費の100分の5

5 入札説明書 22 別紙1 2 （2）
サービス対価B
の算定方法

‐
なお、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
協議する。

6 入札説明書 23 別紙1 2 （3） ②
学校給食調理
変動費

後述 イ 提供給食数を参照のこと 後述 ア 年間提供食数を参照のこと

7 入札説明書 23 別紙1 2 （3） ④ 光熱水費

・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
案する単価に入札参加者の提案する使用量
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。

・市が市専用部分で使用する光熱水費につ
いては、実費を事業者に支払う。

8 入札説明書 26 別紙2 1 （1） サービス対価Ｂ
市は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額
について、令和3年度第4四半期終了後を第1
回とし、四半期ごとに計59回に分けて支払う

市は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額
について、令和3年度第4四半期終了後を第1
回とし、四半期ごとに計59回に分けて支払う。
なお、消費税相当額のみサービス対価Aの支
払い時に事業者に支払う。

9 入札説明書 29 別紙2 2 （3） ③
配送車の
燃料費

提案された使用料の範囲で実際の使用量に
ついて物価変動を反映させる

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る

10 入札説明書 29 別紙2 2 （3） ④ 光熱水費
提案された使用料の範囲で実際の使用量に
ついて物価変動を反映させる

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る

11 入札説明書 31 別紙3 5 （3） 算定式3 減額前の変動費
減額前の変動費（配送車の燃料費及び光熱
水費を含む）

尼崎市立学校給食センター整備運営事業　入札説明書等の修正点
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名書類名 項目 項目

12 要求水準書 90 9 添付書類一覧 ‐ 添付資料25及び26を新規に追加

13
要求水準書
添付資料

1
添付資料

9

各配膳室等の
受入状況に係
る資料

西棟1階 普通教室（英学教室）
北門
約64㎡（8m×8m）

北棟（特別教室棟）1階 第2美術教室
東門
約95㎡（12m×7.9m）

14
要求水準書
添付資料

20
添付資料

9
施設の配置図
小園中学校

‐ ※配膳室候補及び配送ルートの変更

15
要求水準書
添付資料

添付資料
24

解体工事範囲
図

‐ ※鮮明なデータに更新

16
要求水準書
添付資料

添付資料
25

給排水管撤去
範囲図

‐ ※新規に追加

17
要求水準書
添付資料

添付資料
26

尼崎市立学校
給食センター
建設地及び各
中学校 位置図

‐ ※新規に追加

18 様式集 6 3
様式8-3-③
全体調理人員
配置図

最大枚数 2枚 最大枚数 5枚

19 様式集 26
様式
5-1

入札書
注意事項

※入札金額には消費税及び地方消費税は含
めないで記載すること。

※入札金額は消費税及び地方消費税を含む
金額とすること。

20 様式集 27
様式
5-2

入札価格
内訳書

※4 最終回の支払における金利算定対象期
間は30/90日間とし、他の支払回においては
90日間とすること。
※6 消費税は含めないで記載すること。

※4 最終回の支払における金利算定対象期
間は30/90日間とし、他の支払回においては
90日間とすること。また、割賦金利の消費税計
算については、法令に従うこと。
※5 光熱水費は、市専用部分を除いた金額と
すること。
※7 消費税は10％を用いること。
　　  （消費税及び合計の欄を追加）
※8 入札価格内訳書は、（様式5-1）入札書の
記載金額と整合を取ること。
※「（参考）入札価格に消費税を加えた金額」
部分を削除
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21 様式集 48
様式

8-3-②

調理、配送・回
収、洗浄全体
工程計画

・要求水準書 添付資料12「献立（想定）」にお
けるA①、A⑩、A⑫、A⑭の献立について、以
下の様式に従って記載してください。
・A①、A⑩、A⑫、A⑭の献立を調理するにあ
たり、おいしく調理するための工夫点について
3点記載してください。

・要求水準書 添付資料12「献立（想定）」にお
ける【A⑨・B⑨】、【A⑭・B⑭】の2日分の献立
について、以下の様式に従って記載してくだ
さい。
・【A⑨・B⑨】、【A⑭・B⑭】の献立を調理する
にあたり、おいしく調理するための工夫点につ
いて、それぞれ3点記載してください。

22 様式集 49
様式

8-3-③
全体調理人員
配置図

・給食エリアの午前及び午後の各厨房設備機
器等に配置される人員配置及び人数（社員・
パートを明記）、作業動線等を明記してくださ
い。
・A3版・横2枚以内としてください。

・要求水準書 添付資料12「献立（想定）」にお
ける【A⑨・B⑨】1日分の献立について、以下
の様式に従って記載してください。
・給食エリアの午前及び午後の各厨房設備機
器等に配置される人員配置及び人数（社員・
パートを明記）、作業動線等を明記してくださ
い。
・A3版・横5枚以内としてください。

23 様式集 64
様式
9-4

地域への貢献 ‐
※表に「発注内容ごとの市内企業割合」の列
を追加

24 様式集 66
様式
10-1

建築概要及び
建築計画

様式10-11及び10-12の最大枚数
いずれも任意

様式10-11及び10-12の最大枚数
いずれも4枚

25 様式集 66
様式
10-1

建築概要及び
建築計画

洗浄度区分 清浄度区分

26
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
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