
茂原市給食センター再整備等事業　入札説明書等に関する質問及び回答

No. 資料名 頁 項　目 質問内容 回　答

1 要求水準書 4 敷地面積

敷地の範囲はいつ頃確定しますでしょうか。
また敷地確定後、測量図のCADデータ（地盤高さ情報共）を提
供頂けますでしょうか。

敷地範囲については現在庁内で検討中です。CADデータは存在
しませんが、市の保有する関連資料については提供可能なので
個別にお問い合わせください。

2 要求水準書 4 地域地区等

「工業地域」と記載があり、茂原市の用途地域図では第一種住
居地域で表示されますが、本年度中に用途地域の変更がなされ
るということでよろしいでしょうか。

「茂原市学校給食センター建設基本計画」で予告した通り、平
成29年3月31日に工業地域に変更しています。

3 要求水準書 13 諸室の構成

［諸室の構成表］　本体施設・事務エリア・一般エリア欄に
「事務職員」と記載がありますが、市側の事務員、または事業
者側の事務員のどちらを示していますでしょうか。

検便検査を受けていない市側事務職員を指します。

4 要求水準書 13 諸室の構成

給食エリア内の汚染作業区域の風除室とは、洗浄室（投入側）
に隣接した諸室という認識で宜しいでしょうか。
その認識の認識で正しい場合、ドックシェルター方式を採用す
れば、風除室は設けなくても宜しいでしょうか。

事業者の提案によるものとします。

5 要求水準書 13 諸室の構成
検収室はその他食材用で扉等で区画する必要がありますでしょ
うか。

食材の交差防止のため、その他（冷凍食品・調味料等）を肉魚
類・野菜類と同室とすることはできません。

6 要求水準書 13 諸室の構成
上処理室は部屋として区画せず、煮炊き調理室に上処理コー
ナーを設置する提案としても宜しいでしょうか。

事業者の提案によるものとします。

7 要求水準書 13
諸室の概要と留
意事項

その他荷受室から搬入される冷凍食品とは具体的に何を指して
いますか。食品名と入荷時間をお示しください。

要求水準書p14に「食材等の納品時間（現時点での想定）」を
示しています。

8 要求水準書 14
冷蔵庫（室）、
冷凍庫（室）

（f）乳製品用冷蔵庫は専用ということでしょうか。また、専
用である場合、設置箇所をご教示ください。

乳製品専用を想定しています。設置箇所は事業者の提案による
ものとします。

9 要求水準書 14 下処理室

（b）「手作り調理の下拵え」とありますが、具体的な調理内
容をご教示ください。

現在は開業時点での手作り調理は想定しておりません。p.15
「将来的に、手作り調理としてカップでの個食提供が行えるよ
う留意する。」とあるように将来的に新たな手作り調理も予定
しているため記載しています。

10 要求水準書 15
揚物・焼物・蒸
し物調理室

将来的に、手作り調理としてカップでの個食提供が行えるよう
留意するとございますが、具体的な献立、調理方法、おおよそ
の加熱時間、カップの寸法・容量等の詳細をご教示ください。

今後検討を行います。原案の要求水準を満たした施設・設備等
で対応可能な献立を想定しています。

11 要求水準書 15 油庫
新油の入荷方法はローリー車でしょうか、それとも一斗缶での
入荷でしょうか。

現在庁内で検討中です。検討結果は迅速に公表します。

12 要求水準書 15
揚物･焼物･蒸し
物調理室

（d）「将来的に、手作り調理としてカップでの個食提供」の
開始時期･食数及び献立等の具体的内容をご教示ください。ま
た、手作り調理に伴い調理時間や調理工程が増加した場合、献
立の組み合わせ等により総人員を増加しない範囲で対応できる
内容との理解でよろしいでしょうか。

No.10の質問・回答を参照ください。

13 要求水準書 16
アレルギー対応
食調理室

アレルギー専用の食材用保管庫を設置するとありますが、冷蔵
庫と解釈して宜しいでしょうか。

アレルギー対応食用食材で、冷蔵・冷凍を必要とする食材及び
調味料等が他の食材と混在すること避けるために記載していま
す。
上記を満たした上で適切に食材を管理することができれば、機
器については事業者の提案によるものとします。

14 要求水準書 16 冷蔵庫（室）

事業者用事務室で常時温度監視可能な冷蔵庫は、食材を長時間
保存する冷蔵庫のみの認識で宜しいでしょうか。
汚染作業区域から非汚染作業区域へ食材を受け渡すのみのパス
スルー冷蔵庫は適用外としても宜しいでしょうか。

温度監視は全ての冷蔵庫に求めます。

15 要求水準書 16 冷蔵庫（室）

冷蔵庫は、事業者用事務室で常時温度監視可能なよう、とあり
ますが、冷蔵庫単体で、このような機能はないので、建築設備
等で機能を付加する方法でもよろしいでしょうか。

事業者の提案によるものとします。

16 要求水準書 17
事務エリアのう
ち一般エリア

ｋ事務職員・外来用便所について、
便所は、「（a）検便検査を受けていない・・・」と「（ｃ）
検便検査を受けている・・・」を、別々に計画するということ
でしょうか。
また、（e)と(f)の要綱については、「（ｃ）の検便検査を受
けている・・・」便所に適用するということでよろしいでしょ
うか。
若しくは、「（a）の検便検査を受けていない・・・」が使用
する便所にも適用されるのでしょうか

検便検査を受けている方と、受けていない方で便所を分けるこ
とを考えています。
ご指摘の通り、（e）と（f）は（ｃ）について記載したもので
す。

17 要求水準書 21 電気設備

（e）使用電力量が簡易に確認できるよう、メーターの設置を
行う。とありますが、中央監視装置で測定でき、エネルギー管
理が可能な管理用メーターを設置すればよいのと理解で宜しい
でのしょうか。

事業者の提案によるものとします。

18 要求水準書 22 電気設備

消防用設備の受信器は、市職員用事務室総合盤に組み込むこと
とありますが、事業者用事務室に、総合盤及び受信器・市職員
用事務室に副受信盤を設け、火災等の両者同時に確認できるよ
う設備を配置することは可能でしょうか。

事業者の提案によるものとします。

19 要求水準書 23 機械設備

各諸室の温度及び湿度は、市職員用事務室に子機を設置すると
ありますが、市職員事務室用の子機でもリアルタイムの温度湿
度が確認できなければ池荷のでしょうか。もしくは、事業者用
事務室で記録したデータをＵＳＢ等で表示できれば宜しいで
しょうか。

事業者の提案によるものとします。

20 要求水準書 24 ミニキッチン
市職員用事務室のミニキッチンは電気を熱源としてもよろしい
でしょうか。

事業者の提案によるものとします。

21 要求水準書 25 防虫・防鼠設備

吸気口及び排気口の防虫ネットは、1.5ｍｍ以下とすると、あ
りますが、ベントキャップやガラリ部に採用するとメッシュ幅
が細かく、目詰まりや外壁の汚損でメンテナンス費の増加につ
ながります。他の防虫対策を講じれば、格子幅を変更すること
は可能でしょうか。

記載した防虫・防鼠対策以上の効果が見込まれると市が判断し
た場合は可能とします。

22 要求水準書 26 基本的な考え方
揚げパンを調理するにあたり、入荷はどのような状態で行われ
るのでしょうか。

クラス毎のアルミ缶で入荷する予定です。

23 要求水準書 26 基本的な考え方
2種類の献立で炒め物と炒め物を同時に行う事はありますか。 あると想定しています。



24 要求水準書 26 基本的な考え方

揚げパンを配送する容器が資料10で記載されていないのです
が、何に入れて運ぶのでしょうか。パンが入荷した際の容器で
しょうか。

事業者の提案によるものとします。

25 要求水準書 26 基本的な考え方

同日に揚げ物と揚げ物、焼き物（蒸し物）と焼き物（蒸し物）
の調理を行う場合があるとありますが、揚げ物機及びスチーム
コンベクションオーブン等の調理機器・調理備品が2倍必要に
なり、それに伴い建築面積も増加します。事業費の高騰と効率
性を勘案し、同日調理はしないとしていただけないでしょう
か。

原案の通りとします。

26 要求水準書 26 基本的な考え方
炒めそばの調理工程をご教示ください。 チルド・冷凍麺を蒸すか焼いた上で、炒めています。

27 要求水準書 29 機械機器の仕様

器具殺菌庫はオゾン発生装置付など、とありますが、熱風循環
方式の方が庫内の消毒ムラがなくより確実な消毒が可能なた
め、熱風循環方式でも宜しいでしょうか。

事業者の提案によるものとします。

28 要求水準書 32 施設備品

市職員用事務室に導入する複合機について、市職員が使用した
紙代等には、トナー代他、保守管理費も含まれるという理解で
よろしいでしょうか。契約上、紙代等と保守管理費を分けられ
ない場合があるためご教示ください。

ご理解の通りです。

29 要求水準書 33 施設用備品
試作調理室の冷凍冷蔵庫のおおよその庫内容量（冷凍･冷蔵
別）をご教示ください。

容量については提案によるものとしますが、現状3品目・20名
分の試作を想定しています。

30 要求水準書 33 施設用備品

調理実習台の仕様でオーブン等は不要でしょうか。 プリンや焼き菓子等の調理を想定しているため、これらの調理
が可能なオーブンを求めますが、ビルトインオーブンでもオー
ブンレンジでも可能です。

31 要求水準書 33 施設用備品
オーブンレンジの具体的な仕様をお示しください。 No.30の質問・回答を参照ください。

32 要求水準書 37 駐車場
事業者用の駐車場を整備した場合、無償で使用させていただけ
るという理解でよろしいでしょうか。

当施設の運営業務の範囲内で、調理員・事業者事務職員の利用
に限り無償とする。

33 要求水準書 40
かさ上げ工事・
排水処理対策

「かさ上げ工事・排水処理対策については市と協議を行う」と
記載がありますが、「実施方針の質問の回答」No.6の回答の
「詳細」な提示を頂けますでしょうか。

かさ上げ工事は実施方針の質問回答の通り敷地全般
（16,613.63㎡）にわたり実施していただきますが、土壌汚染
区域を除外する場合があることから、詳細は市と協議するもの
とします。また、盛土材料については、現時点では購入土を想
定していますが、造成工事の時期に県及び市から建設発生土の
提供を受けることができる場合は、別途市と協議するものとし
ます。排水処理対策については、【添付資料4】「雨水排水経
路図」に示す通り、側溝（幅300mm）、塩化ビニール管
（VU200mm・2本）、民有地側溝（幅300mm）の経路となるの
で、雨水の流出量によっては、一時貯留施設が必要となる場合
があると考えているため、これも詳細を市と協議するものとし
ます。なお、土壌汚染区域に排水施設を設けることができない
場合があります。

34 要求水準書 40 土壌汚染対策
「(ｱ)対象地域の土壌汚染については・・・調査中」との記載
がありますが、調査結果の公表はいつ頃を予定していますで
しょうか

調査結果について庁内で検討中です。検討結果は迅速に公表し
ます。

35 要求水準書 40 土壌汚染対策

「(ｲ)土壌汚染調査の結果に応じた施設配置、ゾーニングを行
う。調査結果を踏まえた整備計画については市と協議を行う」
と記載がありますが、いつ（提案前若しくは提案後）、どのよ
うなかたちで協議を予定されてますでしょうか。

No.33の質問・回答を参照ください。

36 要求水準書 40 天然ガス

「本市周辺では・・・天然ガスが湧出する地域であり・・・湧
出天然ガスによる事故防止等に・・・対策を行う」と記載があ
りますが、計画地の地歴調査や土壌汚染調査結果において、天
然ガス湧出の調査も含まれていますでしょうか。

ガスの湧出調査は実施しておりませんが、周辺道路の下水道工
事の際にガスの湧出が確認されております。建物の構造等にも
よりますが、RC造等、密閉空間が生まれる場合は対策が必要だ
と考えます。S造等の場合でも局所的に密閉空間が生まれる場
合は当該箇所への対策が必要だと考えます。なお、対策事例の
提供は可能なので個別にお問い合わせください。

37 要求水準書 50
事業終了時の措
置及び大規模修
繕の考え方

事業期間終了後、1年以内でも消耗部品の交換や、軽微な修理
は許容されるとの認識で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

38 要求水準書 58 業務対象
試作調理室は事業者側で使用することがないため、今回の維持
管理業務の範囲外としていただけないでしょうか。

原案の通りとします。

39 要求水準書 60
防鼠・防虫対策
業務

鼠及び害虫駆除は、発生しなくとも実施するのでしょうか。発
生していない場合は、生息点検に変えることは可能でしょう
か。

防鼠・防虫の対策内容は事業者の提案によりますが、生息点検
とした場合でも、生息の可能性がある場合は駆除を実施してい
ただく必要があります。

40 要求水準書 60 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、通常
開閉する箇所のガラス、網戸は、月1回以上の清掃。通常開閉
を想定していない排煙窓に設置する網戸、高所足場を使用して
清掃する窓ガラスについては、天井・内壁などと同様に適切に
実施との考えで宜しいでしょうか。

p.60(ｲ) 日常清掃業務 にある通り、給食エリア及び事務エリ
アは日単位等での清掃を行っていただく必要があります。高所
等日常的な清掃が困難な箇所については長期休暇中等の定期的
な清掃が適切だと考えます。

41 要求水準書 62
給水、給湯及び
給蒸気設備

長期休暇中には、受水槽の水抜き及び清掃を行う。とあります
が、年3回ある長期休暇のうち年1回実施すれば、良いとの理解
で宜しいでしょうか。

衛生面で問題がないことが確認できれば、事業者の提案による
ものとします。

42 要求水準書 62 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、簡
易に目視で確認できる詰まりの有無や、異臭の発生、など機能
上における点検で宜しいのでしょうか。

事業者の提案によるものとします。

43 要求水準書 65
事業者の運営業
務

光熱水費の負担は市･事業者どちらでしょうか。 事業者負担となります。事業契約書（案）p.72「サービス購入
料D」を参照ください。

44 要求水準書 67 業務実施体制

アレルギー対応食責任者の資格要件について、相当の知識と経
験がある調理師も可としていただけないでしょうか。

管理栄養士又は栄養士の資格を有する者が望ましいが、事業者
の配置した栄養士が市の栄養士と十分に連携し合うことを前提
に、可能とします。

45 要求水準書 72 釜調理業務

c未加熱食材、加熱後食材、カート移動の調理従事者をそれぞ
れ専任とした場合、人員配置が過剰となり事業費の高騰につな
がるため、兼務を可としていただけないでしょうか。

要求水準が確保され、衛生面に支障がなければ可能とします。

46 要求水準書 72
和え物等調理業
務

d未加熱食材、加熱後食材、カート移動の調理従事者をそれぞ
れ専任とした場合、人員配置が過剰となり事業費の高騰につな
がるため、兼務を可としていただけないでしょうか。

No.45の質問・回答を参照ください。



47 要求水準書 72 果物等調理業務

a下処理室の果物専用ラインは、施設の有効利用の観点から、
献立に果物がない日は他の用途で使用可能とさせていただいて
よろしいでしょうか。

要求水準が確保され、衛生面に支障がなければ可能します。

48 要求水準書 74 配缶・配食業務
添え物（ジャム・チーズ等）の配送はビニール袋に入れての配
送の認識で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

49 要求水準書 76 配送業務

食器･食缶を別便とする2段階配送の提案も可でしょうか。ま
た、各校配膳室の配膳員の勤務時間（配送可能時間）をご教示
ください。

衛生面が十分に保たれていれば、2段階配送の提案も可能で
す。なお、配膳は各校の用務員が行っており、勤務時間は原則
8:30からとなっています。

50 要求水準書 76
配送及び回収業
務

給食センターから遠い学校について、配送車両は午前中の配送
業務終了後から回収業務開始までの間、学校敷地内にて駐車す
ることは可能でしょうか。

学校内に配送から回収まで駐車し続けることはできません。

51 要求水準書 77 回収業務

各学校へ直接納品されたパン・米飯等の残量記録は給食セン
ターで行うとありますが、給食センターへの返却容器がない
為、どのように行うのでしょうか。

各校でパン・米飯を袋に入れセンターへ返却する。

52 要求水準書 77 廃油処理等
廃油タンクの大きさ選定につきまして、食油の回収頻度をご教
示ください。

現状は回収頻度はそれぞれ月1回、タンクの大きさはそれぞれ
一斗缶32個分です。

53 要求水準書 78 廃油処理等
廃油の回収・処理については市の業務範囲という理解でよろし
いでしょうか。

ご理解の通りです。

54 要求水準書 78 残滓等処理業務
牛乳は給食センターには回収せず、学校で処分もしくは牛乳業
者が処理するとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

55 要求水準書 82
給食数
添付資料8

運営費算定のため、平成33年度以降の年間給食実施回数と、事
業期間の各年度の給食数（通常食･アレルギー食）をご教示く
ださい。また、配送計画作成のため、各校別の現状のクラス数
をお示しいただけますでしょうか。

将来の人口については「茂原市人口ビジョン」等を参照した上
で、必要に応じて事業者にて推計することとします。
クラス数については【添付資料16】を追加公表したため、参照
ください。

56 要求水準書 83 アレルギー給食

アレルギーのある児童は、当日の給食に対象となるアレルギー
の入っていない献立の日でもアレルギー調理室で調理された給
食を喫食するのでしょうか。
もしくは普通食を喫食するのでしょうか。

対象のアレルギーのない献立の場合は、 アレルギー対応食調
理室で調理する必要はないと考えています。

57 要求水準書 83 アレルギー給食

卵アレルギーのある児童は、当日の給食に卵の入っていない和
え物等が献立の場合でも、アレルギー調理室で調理された給食
を喫食するのでしょうか。

No.56の質問・回答を参照ください。

58 要求水準書 - 添付資料8
各学校のクラス数、配食数をご教示ください クラス数については【添付資料16】を追加公表したため、参照

ください。

59 要求水準書 - 添付資料8
（）内の人数は何を示しているのでしょうか。ご教示くださ
い。

第１学年の児童生徒数です。

60 要求水準書 - 添付資料8
職員室分の食器･食缶は標準学級数に含まれているのでしょう
か。もしくは、1クラス分足して算出すればよろしいでしょう
か。

含まれておりません。

61 要求水準書 - 添付資料8
特別支援学級分の学級数は含まれておりますか。 含まれています。

62 要求水準書 - 添付資料8
特別支援学級分の学級数が含まれていない場合は、学校別の特
別支援学級数及び、各学級人数をお示しください。

No.58の質問・回答を参照ください。

63 要求水準書 - 添付資料8
特別支援学級は普通学級での喫食でしょうか。 学校によって異なります。

64 要求水準書 - 添付資料8
特別支援学級のみでの喫食の場合、複数の学年で１学級分の配
食としてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

65 要求水準書 - 添付資料10
使用食器の組み合わせのパターンをご教示ください。 現在検討中です。検討結果は迅速に公表します。

66 要求水準書 - 添付資料10

使用する食器の柄をご教示ください。
市オリジナルの柄を使用する場合、デザイン例のご教示をお願
いします。

市独自の模様をプリントするか否かについては検討中です。プ
リントする場合は、デザインについて事業者決定後に市と協議
して決定するものとします。

67 要求水準書 - 添付資料10
記載されている食缶は１クラスにつき、１個の調達で宜しいで
しょうか。

事業者の提案によるものとします。

68 要求水準書 - 添付資料10
記載されているアレルギー食缶は１人につき、何個でしょう
か。

アレルギー食については要求水準書に記載した通り、個別容器
を対象の児童生徒1人につき1つずつ用意してください。

69 要求水準書 - 添付資料10
和え物・果物用（断熱食缶）は兼用として使用する認識で宜し
いでしょうか。

事業者の提案によるものとします。

70 要求水準書 - 添付資料10
現在のコンテナ寸法を参考としてご教示ください。 コンテナ寸法については【添付資料17】・【添付資料18】を追

加公表したため、参照ください。

71 要求水準書 - 添付資料10

配膳器具（トング、お玉等）の記載がありませんので、想定し
ている1クラスあたりの数、仕様をご教示ください。

事業者の提案によるものとしますが、現在トング、汁用お玉、
歯付きお玉、しゃもじ、フライトングを使用しています。な
お、汁用お玉・歯付きお玉は同時に2つ使用する場合がありま
す。

72 要求水準書 - 添付資料11
記載のあるエレベーターで配送コンテナを載せる学校、型式を
お示しください。

【添付資料11】及び追加した【添付資料17】・【添付資料18】
を参照ください。

73 要求水準書 - 添付資料12
学校にコンテナが着いていなければいけない時間をお示しくだ
さい。

事業者選定後に調整することとします。

74 要求水準書 - 添付資料12
現在のコンテナ学校別コンテナ台数、寸法・積載状況がわかる
図面をお示しください。

No.70の質問・回答を参照ください。

75 要求水準書 - 添付資料12
コンテナは食器専用、食缶専用と分ける2段階配送を行っても
よろしいでしょうか。学校の受入状況も含めご回答ください。

配送方法については事業者の提案によります。
学校の受入状況については、No.49の質問・回答を参照くださ
い。

76 要求水準書 - 添付資料１１

各校のエレベーターやリフトはコンテナを運ぶものではなく、
台車等に載せた食器･食缶等を運ぶものという認識でよろしい
でしょうか。

現地見学にて把握できなかった箇所があれば個別にお問い合わ
せください。



77 様式集 -
参加表明書及び
資格証明書

「全ての様式および添付資料は片面印刷とする」とあります
が、実績を有することを証する書類は数十ページになるため、
片面印刷ですとファイルに収まりきりません。実績を有するこ
とを証する書類につきましては両面印刷も可としていただきま
すようお願いいたします。
※質問回答公表から参加表明提出までの期間が非常に短いた
め、先行してご回答いただけると幸いです。

ご指摘の通り両面印刷でも問題ありません。

78 様式集 - 委任状

委任者の一覧表の左枠に「委任者（構成員）」と記載されてお
りますが、協力企業は委任する必要はないという理解で宜しい
でしょうか。

ご理解の通り、協力企業につきましては委任状を提出していた
だく必要はありません。

79 様式集 - 様式３－２
本様式の上段代表者情報と捺印は、茂原市競争入札参加資格の
届出情報で宜しいでしょうか。

問題ありません。

80 様式集 - 様式３－２
本様式の中段の担当者情報は、茂原市競争入札参加資格の届出
情報に関係なく、本件担当者情報で宜しいでしょうか。

問題ありません。

81 様式集 - 様式３－４
本様式の代表者情報と捺印は、茂原市競争入札参加資格の届出
情報で宜しいでしょうか。

問題ありません。

82 様式集 - 様式３－８
主な実績はＰＦＩの実績（件名や件数）を指しておりますで
しょうか。

PFI・PPP事業の実績に限りません。

83 様式集 - 様式３－８
会社案内にＦＡＸ番号の記載がない場合は、会社案内に加えて
担当者の名刺を添付しても宜しいでしょうか。

問題ありません。

84 様式集 - 様式３－９

構成員、協力企業の区別なく入札参加者が提出する文書と思い
ますが、SPCの事務管理や金融機関との調整を行う業務等をSPC
から直接受託する法人は、業務へは丸をせず、必要な資格には
登録に丸を付すという理解で宜しいでしょうか。

様式3‐9の文中括弧書きは、それぞれ「業務」と「必要な資
格」の具体的な内容の追記です。丸を付けていただく必要はあ
りません。

85 様式集 -
消費税及び地方
消費税

入札時における消費税及び地方消費税は、全事業期間を通じて
８％にて計上するという理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

86 様式集 -
様式７－１２
施設整備費計算
書

事前調査業務及びその関連業務費は、設計費に含まれるという
理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。なお、入札説明書p.10にあるように、入
札・提案に関する必要な費用は、全て入札参加者の負担とし、
設計費への計上はできません。

87 様式集 -
様式７－１８
キャッシュフ
ロー計算書

評価指標の端数の取り扱いは、事業者の任意とういう理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解の通りです。Excelデータ上には可能な限り詳細な数値
を残しておくこととします。

88 様式集 - 提案図面

様式14－1に記載されている構造概要･建築設備概要・調理設備
概要について、様式6－2事業提案書一覧表には記載がありませ
ん。作成するということでよろしいでしょうか。

様式6-2の⑧提案図面の中に設計概要・様式任意として記載し
ています。様式はありませんが適宜作成をお願いします。

89 入札説明書 2
立地に関する事
項

図示されている敷地のうち使用できる９０００㎡の位置をお示
しください。

土壌汚染の調査結果を踏まえ、庁内で検討中です。敷地範囲の
検討結果は迅速に公表します。

90 入札説明書 7
入札参加者が備
えるべき資格

SPCの事務管理や金融機関との調整を行う業務等をSPCから直接
受託する法人の参加資格要件は、ウ（カ）の参加資格要件を満
たしていれば宜しいでしょうか。

(ｶ) その他の業務を行う者　の参加要件が該当します。

91 入札説明書 24
特別目的会社の
設立等

SPCの株式の譲渡若しくは担保権の設定に関し、SPCに融資を行
うこととなる金融機関より承諾依頼が寄せられた場合、貴市は
合理的な理由なしに当該承諾を拒否しないと考えてよろしいで
しょうか？

ご理解の通りです。

92 入札説明書 27
財政上及び金融
上の支援に関す
る事項

交付金が、国から貴市に交付される見込みとのことですが、事
業計画を策定する観点から、交付金額および交付時期について
ご教示ください。

交付金額及び交付時期については現時点では未定ですが、交付
金額は制度上の満額１２３，６４７，０００円を想定しており
ます。

93 入札説明書 28
その他事業実施
に際して必要な
事項

直接協定に関し、当該融資期間と締結予定とございますが、貴
市は合理的な理由なしに、締結を拒絶することはないと考えて
よろしいでしょうか？

ご理解の通りです。

94
事業契約書
（案）

8
契約上の地位の
譲渡、株式発行
等の制限等

貴市と事前に協議を行い、承諾を受けた場合、事業者は事業契
約上の地位及び権利義務を担保提供することが可能と理解して
いますが、SPCに融資を行うこととなる金融機関より承諾依頼
が寄せられた場合、合理的な理由なしに当該承諾を拒否しない
と考えてよろしいでしょうか？

ご理解の通りです。

95
事業契約書
（案）

11 関係者協議会

関係者協議会に関し、貴市と事業者以外に、当該事業者に融資
を行う金融機関が参加を望んだ場合は、検討していただくこと
は可能でしょうか？

可能です。

96
事業契約書
（案）

12
本件業務に関す
る保証

契約保証金納付後に消費税及び地方消費税が増税となった場合
には追加納付の必要があるのでしょうか？

契約金額は消費税及び地方消費税を含んだ金額であり、増税と
なった場合は、変更契約を締結したうえで、増額分の保証金を
追加納付することになります。

97
事業契約書
（案）

12

本件業務に関す
る保証
開業準備・維持
管理・運営期間
中の契約保証金

維持管理・運営期間の初年度は12か月に満たないため、念の
為、確認させて頂きたくご回答をお願いします。

開業準備開始初年度は平成31年7月（開業準備開始予定日）～
平成32年3月の9か月分に相当するサービス購入料D、EにCを加
算した金額が契約保証金の対象になるとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解の通りです。

98
事業契約書
（案）

20 設計の完了

基本設計図書及び実施設計図書を貴市に提出して確認を受ける
とありますが、受領証等の貴市が当該資料を受け取ったことを
証する資料についてはご提出いただけますでしょうか？また適
合確認後の通知については原則文書でSPCにご提出くださいま
すでしょうか？

設計書の受領に係る文書の発行は、選定事業者との協議による
ものとしますが、現時点では通知文書を交付することを想定し
ています。
なお、受領に係る文書の発行や、適合確認等の通知を市が行っ
た場合であっても、事業契約書（案）第34条第6項に記載の通
り、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、か
つ、市が、設計及び建設・工事監理業務について、責任を負担
するものではないことに留意してください。

99
事業契約書
（案）

22 施工計画書等

施工計画書等を貴市に提出して確認を受けるとありますが、受
領証等の貴市が当該資料を受け取ったことを証する資料につい
てはご提出いただけますでしょうか？

施工計画書等の受領に係る文書の発行は、選定事業者との協議
によるものとしますが、現時点では通知文書を交付することを
想定しています。

100
事業契約書
（案）

28
市による竣工
（完工）確認

完工確認検査が完了した場合、貴市からSPCに対して完工確認
検査完了書等の文書を提出して頂けますでしょうか？

完工確認検査に係る文書の発行は、選定事業者との協議による
ものとしますが、現時点では通知文書を交付することを想定し
ています。



101
事業契約書
（案）

29 引渡し

引渡しが完了し、事業者より引渡書が貴市に交付された場合、
貴市からSPCに対して受領証等の文書を提出して頂けますで
しょうか？

引渡しに係る文書の発行は、選定事業者との協議によるものと
しますが、現時点では引渡し受領に係る文書を交付することを
想定しています。

102
事業契約書
（案）

34 業務報告書等

「業務日報」と「業務日誌」とは同じものでしょうか。同じも
のでしたらどちらかに統一していただけないでしょうか。

ご指摘を踏まえ、「業務日報」に統一します。ただし、事業者
において、各業務の記録資料として行業務日誌等を作成するこ
とを期待します。

103
事業契約書
（案）

40
本件業務の終了
に伴う検査及び
支払

貴市の検査結果について、損傷又は汚損等と貴市が判断された
場合でも、事業者の見解が異なる場合も考えられるため、「当
該箇所及びその内容を示し、事業者と協議を行い両者の合意し
た箇所につき、相当の期間を定めて修補を行なうよう事業者に
対して請求することができる。」としていただけないでしょう
か。

ご指摘を踏まえ、修正します。

104
事業契約書
（案）

42
事業者の債務不
履行等による契
約の解除

「事業者又はその構成員から直接業務を受託・請負する協力企
業のいずれかが」とございますが、「事業者、その構成員又は
協力企業」ではないでしょうか。

ご指摘を踏まえ、修正します。

105
事業契約書
（案）

43
引渡し前の解除
の効力等

出来高部分については、設計費、工事監理費、会社経費等、出
来高を構築する上で必要であった費用も含まれると理解しても
よろしいでしょうか？

ご指摘の通りですが、いわゆる間接経費などの費用（得べかり
し利益等を含む）については、その必要性について客観的に判
断します。

106
事業契約書
（案）

43
引渡し前の解除
の効力等

引渡し前の契約解除時において、検査に合格した出来高部分の
買受代金を支払い、その所有権を取得することができるとあり
ますが、買取を行わない合理的な理由がない限り、貴市は買取
を行うと理解してよろしいでしょうか？

ご理解の通りです。

107
事業契約書
（案）

45
維持管理・運営
期間開始後の解
除の効力等

第5項　「市は、前4項に基づく解除以降、」とございますが、
第2項の誤りではないでしょうか。

第2項に限らず、前4項も解除に関する事項ですので、原案の通
りとします。

108
事業契約書
（案）

46

市の債務不履行
等による引渡し
前の解除の効力
等

出来高部分については、設計費、工事監理費、会社経費等、出
来高を構築する上で必要であった費用も含まれると理解しても
よろしいでしょうか？

ご指摘の通りですが、いわゆる間接経費などの費用（得べかり
し利益等を含む）については、その必要性について客観的に判
断します。

109
事業契約書
（案）

46
モニタリングに
よる契約の一部
解除

第1項第5号　「その他本事業の実施にあたって重大な支障があ
ると認められる場合」とは、どのような場合を想定されている
でしょうか。

事象によります。

110
事業契約書
（案）

46
市の債務不履行
による契約の解
除

市の債務不履行が継続している状況で事業者が本契約を解除し
ていない場合、履行されていない債務に相当する業務の遂行を
事業者が一時停止した場合でも事業者の債務不履行にはあたら
ないとの認識でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

111
事業契約書
（案）

48

市の債務不履行
による維持管
理・運営期間開
始後の解除の効
力等

解除に伴う契約終了前検査において、市の債務不履行によって
事業者が業務の一部を遂行することが出来なかったことによ
り、通常の業務を行っていた場合より状態が悪化した箇所があ
る場合、事業者はその箇所について責任を負わないとの認識で
よろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

112
事業契約書
（案）

52

法令の変更・不
可抗力による開
業準備期間中の
解除の効力等

第4項　「開業準備期間開始前に」とございますが、開業準備
期間中の誤りではないでしょうか。

ご指摘を踏まえ、修正します。

113
事業契約書
（案）

63
別紙1　用語の
定義

維持管理業務関連（72）　「日報」とは第63条の「業務日報」
「業務日誌」と同じものでしょうか。同じものでしたら用語を
統一していただけないでしょうか。

ご指摘を踏まえ、「業務日報」に統一します。

114
事業契約書
（案）

70
給食センターの
設計・建設業務
に係る対価

サービス購入料Aについては、学校環境施設改善交付金及び地
方債により調達して支払うとありますが、仮に学校環境施設改
善交付金が当初想定よりも少なくなった場合、地方債によって
調整することで、サービス購入料Aの額については変更はない
との認識でよろしいでしょうか（交付金の変動リスクは貴市に
てご負担されるとの認識でよろしいでしょうか）？それとも、
サービス購入料Aの金額をそのまま減額し、サービス購入料Bを
増額することで調整することもありますでしょうか？

交付金が少なくなった場合でも金額は変更しない方針ですが、
平成３１年度予算（案）が平成３１年第１回定例市議会で可決
されるまでは確定ではありません。

115
事業契約書
（案）

70
サービス購入料
Ａ
（一括払い）

サービス購入料Ａは、給食センターの 設計・建設業務のう
ち、サービス購入料Ａの対象業務に関する費用を対象とし、●
●●円（消費税額及び地方消費税額を除く。）とする。ただ
し、当該対価は、市が学校環境施設改善交付金及び地方債によ
り調達して支払うため、対象業務に係る費用の全額を充当する
わけではない。とありますが、サービス購入料Ａはいつ決定す
る予定でしょうか？また、入札時は、算定対象の建設工事業務
と調理設備調達・搬入設置業務の合計額を見込めば宜しいで
しょうか。

サービス購入料Aの決定時期は平成３１年度予算（案）が平成
３１年第１回定例市議会で可決された時点となります。現時点
では制度上の満額である３２０，５０６，０００円（消費税及
び地方消費税額を除く）を想定しております。
入札時の算定対象はご理解の通りです。

116
事業契約書
（案）

71
支払金利の設定
方法

基準金利は本施設引渡し日の2営業日前に決定するとあります
が、本施設引渡し日が仮に平成31年6月30日とした場合、6月30
日が日曜日ではありますが、基準金利決定日は平31年6月27日
と考えてよろしいでしょうか？

ご理解の通りです。

117
事業契約書
（案）

71
支払金利の設定
方法

貴市が事業者にお支払いになる割賦金利については、事業契約
に予め定める基準日に決定するTSR等の公表指標を基準金利と
して、当該基準金利に事業者が提案するスプレッドを加算して
算定されることになると考えますが、スプレッドは支払繰延リ
スクに対する適正な利益部分という原則を鑑み、仮に基準金利
がマイナスの場合は0%を下限に設定して頂けると考えてよろし
いでしょうか？

ご理解の通りです。

118
事業契約書
（案）

71
サービス購入料
の基本的な考え
方

基準金利設定は、給食センター引渡日の２営業日前（銀行営業
日でない場合はその前営業日）とするとありますが、本施設引
渡し日が予定通り平成３１年６月２８日であった場合、基準金
利決定日は平成３１年６月２６日という理解でよろしいでしょ
うか。

ご理解の通りです。

119
事業契約書
（案）

71
サービス購入料
の基本的な考え
方

仮にマイナス金利となった場合、金利がマイナスの状態で事業
者が金融機関から資金調達を行うのは極めて困難となり、事業
の継続に影響を及ぼしかねません。基準金利が0％未満となっ
た場合は、当該基準金利を0％とするフロア条項を規定いただ
けないでしょうか。

No.117の質問・回答を参照ください。

120
事業契約書
（案）

71
サービス購入料
の基本的な考え
方

金利計算方法は片端の理解で宜しいでしょうか。 ご理解の通りです。

121
事業契約書
（案）

71
サービス購入料
の基本的な考え
方

１（２）ウ（イ）の基準金利は小数点第３位の理解で宜しいで
しょうか。

ご理解の通りです。



122
事業契約書
（案）

90 建設工事保険

（オ）保険金額の「本件施設の建設工事費」は、事業契約書
（案）別紙１用語の定義（３１）を指しており、様式７－１２
の建設費（直接工事費Ａ、共通費Ａ、直接工事費Ｂ、共通費
Ｂ）の合計額（税込）という理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

123
事業契約書
（案）

98
別紙8　本件業
務に関するモニ
タリング

2(5)ｲ(ｲ)実施状況の確認の表中に「業務日誌」「業務日報」
「日報」とございますが、これらは同じものを指しているで
しょうか。同じものでしたら用語を統一していただけないで
しょうか。

ご指摘を踏まえ、「業務日報」に統一します。

124
事業契約書
（案）

105
別紙9　サービ
ス購入料の減額

減額ポイントは、発生した事象とそれにより生じた状況によっ
て、2(3)ｱ、ｲ、ｳの減額ポイントが、例えばアで2ポイント、ウ
で10ポイントのように重複して加算される場合があるでしょう
か。

一つの発生した事象により、複数の影響が出た場合には、重複
して減額ポイントが加算される可能性はあると考えます。

125
事業契約書
（案）

106
別紙9　サービ
ス購入料の減額

2(4)減額ポイントの支払額への反映
維持管理業務において加算された減額ポイントが減額割合に達
した場合には、サービス購入料Dの維持管理業務費相当額に減
額割合を乗じて、運営業務において加算された減額ポイントが
減額割合に達した場合には、サービス料Dから維持管理業務費
相当額を除いた額及びサービス料Eに減額割合を乗じて減額す
る額が決定されるとの認識でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

126
事業契約書
（案）

55 年間業務計画書
ここでいう年間業務計画書とは、事業契約書第62条の年間業務
計画書と同じものという理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

127
基本協定書
（案）

5
事業契約の解除
事由

第7条7項（１）に「落札者のうち～又は罰則及び重大な行政処
分等を受けた場合」と記載がありますが、「重大な行政処分
等」とはどのような場面を具体に想定されておりますでしょう
か。

事象によります。

128
現地確認を
踏まえた質
問

- 配膳室
各配膳室に設置されている、棚や移動台、冷蔵庫類は供用開始
後も使用するという認識で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

129
現地確認を
踏まえた質
問

- 配膳室
各配膳室で、供用開始後までに棚や移動台、冷蔵庫が増える予
定はありますでしょうか。

配膳室の備品は増減しない予定です。

130
現地確認を
踏まえた質
問

- 中の島小学校

中の島小学校につきまして、配膳室が2ヵ所になっています
が、各配膳室に配食するクラス数、クラス名、その他をご教授
ください。

現状では管理教室棟配膳室（北側）は１年から４年各２クラス
と職員分（１１名）です。普通特別教室棟配膳室（西側）は５
年６年各２クラスです。

131
現地確認を
踏まえた質
問

-
配膳室のない学
校

配膳室がない東郷小学校、茂原小学校、五郷小学校、鶴枝小学
校につきまして、供用開始までに配膳室を準備いただけますで
しょうか。

センターの開業に合わせ配膳室の整備を行う予定です。

132
現地確認を
踏まえた質
問

-
配膳室のない学
校

配膳室の無い東郷小学校、茂原小学校、五郷小学校、鶴枝小学
校につきましては、広さ、高さ等を事業者と協議し整備をして
頂けるのでしょうか。

ご理解の通り事業者と協議しますが、他校と同等の機能を有す
る配膳室の整備を予定しています。

133
現地確認を
踏まえた質
問

- 配膳室内の段差

二宮小学校、豊岡小学校、本納小学校、本納中学校の配膳室内
にある段差（扉のレール部分等）は供用開始までに無くして頂
けるでしょうか。

各校とも現在の配膳室をそのまま利用する予定です。

134
現地確認を
踏まえた質
問

- 敷地面積

敷地面積16,613.63㎡のうち、9,000㎡を本事業用地とするとあ
りますが、使用する範囲は、事業者で任意に設定するものとい
うことでしょうか。

任意で設定するものではありません。現在土壌汚染の調査結果
を踏まえ、庁内で検討中です。敷地範囲の検討結果は迅速に公
表します。


