
茂原市給食センター再整備等事業　　実施方針に関する質問及び回答

質問No 資料名 頁 項目 内　　容 最終回答

1 実施方針 1 1-(1)-④-1）-b）

・【敷地面積：16,613.63㎡（うち約9,000㎡を本事
業用地として想定）】とありますが、9,000㎡の範
囲を具体的に想定されておりますでしょうか。
・敷地測量は実施されていますでしょうか。
・実施されている場合、敷地図CADデータの提
供は予定されていますでしょうか。

一番目のご質問については、現時点では確定していません。詳細は入札説明書等で示しま
す。
二番目のご質問については、実施しておりません。
三番目のご質問については、現時点で予定しておりません。

2 実施方針 1 1-(1)-④-1）-b)

・「敷地面積：16,613.63㎡（うち約 9,000㎡を本
事業用地として想定）」との記載がありますが、本
事業用地は事前に指定されるとの考えでよろし
いでしょうか。
また、本事業用地以外の土地は、施設整備期間
中に無償で使用可能として頂けるのでしょうか。
御教示ください。

一番目のご質問については、入札説明書等で示す予定です。
二番目のご質問については、入札説明書等で示す予定ですが、現時点では、ご指摘の通り使
用可能とする予定です。

3 実施方針 1 1-(1)-④-2)

「市に本施設の所有権を移転し」とございます
が、市に所有権を移転する時期は、設計及び建
設完了後であり、開業準備期間の前との理解で
よろしいでしょうか？

ご指摘のご理解の通りですが、所有権移転の前から一部の開業準備業務を行うことは可能とす
る予定です。

4
実施方針

2 1-(1)-④-4）・5）

事業範囲の中に、事業者・市ともに検収業務が
含まれております。
食材調達業務を市が実施するため、検収業務
は市が実施し、事業者は検収補助業務を行うと
いう理解でよろしいでしょうか。

ご指摘のご理解の通りですが、効率的かつ安全性確保に資する検収業務の実施に向け、事業
者にも実作業を行っていただくことを想定しています。詳細は入札説明書等で示します。

5 実施方針 2 1-(1)-④-4)-a）

・ａ）施設整備業務の項目で【建設業務（かさ上
げ工事、廃水処理対策等を含む）及びその関連
業務に伴う各種申請業務】とありますが開発行
為もしくは宅地造成等規正法について事前協議
等行われておりますでしょうか。

今回想定しているかさ上げ工事等は、開発行為の適用除外となります。

6 実施方針 2 1-(1)-④-4)-a)

・建設業務にかさ上げ工事を含むとありますが、
①かさ上げの対象となる範囲、②具体的な高
さ、③盛土材料についての扱い（購入土、支給
品）、についてはどの程度想定されているので
しょうか。①～③については、施工費に大きく係
る為、貴市の考え方をご教示頂き、参考提案を
ご教示頂くことは可能でしょうか。

現時点では周辺道路と同レベルの盛土を敷地全般にわたって行うことを想定していますが事業
者の提案によるものとします。詳細は入札説明書等で示します。盛土材料については事業者選
定後に協議するものとします。

7 実施方針 2 1-(1)-④-4)-c)

維持管理、運営期間中に大規模修繕を行なうこ
とは想定されているでしょうか。想定されている
場合、事業者の業務範囲に含まれるでしょうか。

大規模修繕は本事業の範囲とはしない予定です。詳細は入札説明書等で示します。

8 実施方針 4 1-(1)-④-8)-ａ)

・設計・建設期間が平成30年3月から平成31年6
月まで予定されていますが、①設計
②各種申請③建設にそれぞれ何ヶ月見込まれ
ているでしょうか。

設計・建設等の期間は事業者の提案によるものとします。

9 実施方針 4 1-(1)-④-8)-a)

・設計・建設期間は事業契約締結の日から平成
31年6月までとなっています。かさ上げ工事は設
計期間中にでも実施可能でしょうか。

事業者の提案内容をもとに、市と協議するものとしますが、現時点では、かさ上げ工事にできる
だけ早く着手していただけることを想定しています。



10 実施方針 4 1-(1)-④-8)-a)

・「設計・建設期間：事業契約締結の日(平成 30
年 3月を予定)から平成 31年 6月まで」との記載
がありますが、そのうち設計期間と建設期間はそ
れぞれ何か月間の想定でしょうか。ご教示くださ
い。

No.8の質問・回答をご参照ください。

11 実施方針 4 1-(1)-④-8)-ｃ)・ｄ)

「供用開始年月日、維持管理・運営期間につい
ては、事業者の意見等を踏まえて変更する場合
がある」とありますが、供用開始年月日が平成31
年9月1日以降になる可能性があると理解してよ
ろしいでしょうか？また、維持管理・運営期間の
終了が平成46年8月以降となる可能性があるの
でしょうか？

スケジュールについては現段階では未定です。

12 実施方針 5 2-(2)
入札公告までの間に要求水準書案は公表され
るでしょうか。

本質問・回答の公表にあわせて公表します。

13 実施方針 7 2-(3)-④

・要求水準書は入札公告時の公表以前に要求
水準書（案）として公表されるご予定はあります
か？公表される場合、時期はいつ頃をお考えで
しょうか。ご教示ください。

本質問・回答の公表にあわせて公表します。

14 実施方針 7 2-(3)-⑦

・万一、入札提出書類（提案書）の提出が１グ
ループのみであった場合でも入札は成立する、
との考えでよろしいでしょうか。ご教示ください。

詳細は入札説明書等で示しますが、現時点ではご指摘の通り、入札参加者が1グループであっ
た場合でも、本入札は成立することを想定しています。ただし、この場合、入札参加者の提案内
容の評価について、一定の条件を付すことを想定しています。

15 実施方針 7 2-(3)-④
入札説明書等に関する説明会、現地見学会を
開催されるご予定はあるでしょうか。

詳細は入札説明書等で示しますが、現時点ではご指摘の通り、説明会、現地見学会を開催す
る予定です。

16 実施方針 8 2-(4)-①

入札参加者のグループ構成に配膳業務を行う
者とあります。一方、事業者の事業範囲の項目
には配膳業務はありません。どちらが正でしょう
か。

詳細は入札説明書等で示しますが、現時点では、配膳業務は市の業務とする予定です。

17 実施方針 8 2-(4)-①

入札参加者のグループ構成に配送業務を行う
者とあります。配送業務を行う者は構成員もしく
は協力企業が行わなくてはならないということで
しょうか。

詳細は入札説明書等で示しますが、現時点では、配送業務を行う予定の事業者を構成員もしく
は協力企業として、提案時に明示していただくことを想定しています。

18 実施方針 9 2-(4)-①-2)・3)

実施方針 Ｐ．１０　２．（４）①３）入札参加者の参
加資格要件（業務別）に記載された業務以外
に、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がＳＰＣに
出資を行う場合は構成企業となり、出資しない
場合は協力企業になるとの認識でよろしいで
しょうか。
また、その場合の入札参加資格は、 Ｐ．９　２．
（４）①２）入札参加者の参加資格要件（共通）以
外に求められる個別の参加資格要件はないとの
理解でよろしいでしょうか。

ご指摘のご理解の通りです。

19 実施方針 12 2-(4)-③

「市の事前の書面による承諾がある場合を除き、
譲渡、担保権の設定その他の一切の処分を
行ってはならない」とございますが、SPCに融資
を行うこととなる金融機関より設定依頼が寄せら
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？

詳細は入札説明書等で示しますが、現時点ではご指摘の通りの運用とすることを予定していま
す。



20 実施方針 12 2-(4)-②-2)

代表企業以外の構成員又は協力企業が入札参
加者グループを脱退した場合も、a)、b)の場合に
は入札に参加できるとの認識でよろしいでしょう
か。

参加資格確認基準日から入札提出書類の受付日までの間に、代表企業以外の構成員又は協
力企業が入札参加者グループを脱退した場合は、他のグループへの参加は認めません。

21 実施方針 16 4-(2)-②

・アレルギー対応食の食数は、何食を想定され
ていますでしょうか。
・また食物アレルギー対象品目は何品目でしょう
か。

詳細は入札説明書等で示しますが、一番目のご質問に関しては、現時点で最大65食を想定し
ています。
二番目のご質問に関しては、将来的は卵・乳・小麦・落花生・えび・かに・そばの７品目を想定し
ていますが、先行して乳・卵2品目の除去食の対応を予定しています。詳細は入札説明書等に
示します。

22 実施方針 16 4-(1)-②

敷地面積　約16,613．６３㎡（うち約9,000㎡）を
本事業用地として想定とありますが、本事業用
地以外の用途が既に決まっておりましたら、ご教
示ください。

現時点では未定です。

23 実施方針 18 6-(3)

直接協定の締結に関し、事業者に資金提供を
行う金融機関から依頼があった場合、合理的な
理由なしに当該依頼を拒否しないと考えてよろ
しいでしょうか？

詳細は入札説明書等で示しますが、現時点ではご指摘の通りの運用とすることを予定していま
す。

24 実施方針 19 7-(3)

「市が支払う設計・建設の対価の一部は、国から
の交付金をもって充当することを予定」とござい
ますが、交付金金額の決定時期及び実際に交
付を実施する時期は、いつ頃になりますでしょう
か？

国の運用によります。

25 敷地図 22 敷地図
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。

No.1の質問・回答をご参照ください。

26 リスク分担表 23
共通事項-制度関
連リスク-法令リスク
-2

法令により新たな点検制度等が設けられ、本事
業における維持管理業務にも該当することと
なった場合の追加費用はこれに該当し、市のリ
スク分担との認識でよろしいでしょうか。

基本的にはご指摘のご理解の通りですが、当該事象の発生に際して、事業者と市が協議し、そ
の影響をできるだけ軽減できるよう、双方が努力するものとします。

27 リスク分担表 23
共通事項-社会リス
ク-住民対応リスク-
9

事業用地が住宅地に隣接しているため、相当の
注意を払って維持管理・運営業務を行っていた
としても近隣住民から維持管理・運営について
苦情を受ける可能性が考えられます。この場合
の対応及び増加費用は、事業用地を選定され
た貴市のリスク分担との認識でよろしいでしょう
か。

当該事象の発生に際しては、事業者と市が協議し、その影響をできるだけ軽減できるよう、双方
が努力するものとします。

28 リスク分担表 23
共通事項-制度関
連リスク-債務不履
行リスク-15

維持管理・運営段階での契約保証金は不要と
の認識でよろしいでしょうか。

入札説明書等で示します。

29 リスク分担表 24
設計・建設段階-建
設リスク-用地リスク
-37

・計画地の地歴調査を行われていますでしょう
か。
・土壌汚染の調査・協議等は行われていますで
しょうか。
・地中障害の調査・協議等は行われていますで
しょうか。

一番目のご質問については、行っております。詳細は入札説明書等で示します。
二番目のご質問については、現在調査中です。
三番目のご質問については、前所有者から「旧施設（体育館）の基礎杭は撤去済み」との報告
を受けています。



30 リスク分担表 25
維持管理・運営段
階-遺物混入リスク-
63

実施方針P3、５）市が行う業務内に配膳等業務
とありますがリスク分担表内、異物混入リスク№６
３内で「事業者が実施する学校配膳業務に起因
するものを除く」と記載されており配膳業務は事
業者が実施すると読み取れますが配膳業務は
市側が実施するとの理解で宜しいでしょうか。

配膳業務は市が行いますが、配送車から配膳室へのコンテナ移送など、学校現場で事業者が
行う、配膳に関する業務に起因するものは、事業者の負担とする趣旨です。

31 リスク分担表 26
維持管理・運営段
階-食器等破損リス
ク-78

食器等破損リスク76は「市」と明記がありますが、
学校等でコンテナ、食器、食缶、配膳器具等の
破損・損傷・紛失のリスク分担は「市」と考えてよ
ろしいでしょうか。
※通常使用範囲での傷等は除く。

ご指摘のご理解の通りです。なお、破損等の帰責性の証明については、事業者選定後に市と
選定事業者で協議するものとします。

32 リスク分担表 26
維持管理・運営段
階-残渣処理リスク-
81

学校における残渣の分別は市のリスクとあります
が、残った牛乳は、回収し給食センターで処分
を行うのか、学校側で処分するのかご教示いた
だけませんでしょうか。また、牛乳を給食セン
ターで処分を行う場合は、残渣に混入されるの
かご教示ください。

残った牛乳については牛乳配達業者にて処分いたします。

33 リスク分担表 26 注意書き

「事業者の善管注意義務違反、管理義務の怠
惰によって引き起こされた第三者の施設損傷リ
スクは事業者」と記載があります。
要求水準の内容に沿った管理又は、一般的な
管理をしていれば善管注意義務を果たしている
との認識でよろしいでしょうか。

基本的にはご指摘のご理解の通りですが、少なくとも「要求水準の内容に沿った管理」ではな
く、「提案水準の内容に沿った管理」であることが必要です。

34 その他 - -
各配送校で、コンテナを小荷物昇降機等に載せ
る運用はされますか？

詳細は入札説明書等で示しますが、小荷物昇降機やエレベーターを使用している学校もありま
す。


