
令和3年10月19日

業務名：小田原市学校給食センター整備事業

質問受付期間：R3.9.13～R3.10.5

質問No. 資料名 頁 回答

1 実施要領 1 お見込みのとおり。

2 実施要領 2 要求水準書の業務内容から算出してください。

3 実施要領 2

第Ⅱ期事業に関する予算は、令和５年度予算として要求するため、令和５年小田
原市議会３月定例会において、本事業に係る予算が否決された場合は、契約がで
きない旨を記載したものとなります。
また、提案事業費は、原則、実施要領２ページの２事業概要（５）事業費に示す
事業費上限額の範囲内とし、実施要領24ページの９契約に関する事項（１）提案
事業費に示すとおり、優先交渉権者の責による事業費の増額に係る交渉には応じ
ません。ただし、設計段階において、発注者からの設計変更の求めに応じ、それ
に係る事業費の増額を発注者が認めた場合はその限りではないとしています。
なお、実施要領25ページの９契約に関する事項（４）第Ⅱ期事業契約の締結のイ
では、第Ⅱ期事業に係る工事価格は、第Ⅰ期事業において実施する積算業務（小
田原市公共建築工事積算基準による積算業務）における工事価格及び提案価格を
越えてはならないとしています。
第Ⅰ期事業において実施する積算業務（小田原市公共建築工事積算基準による積
算業務）は、あくまでも、第Ⅱ期事業の契約工事価格及び提案価格の妥当性を確
認するものです。

4 実施要領 3 再質問の機会は設けません。

5 実施要領 8

以下のとおり建設業法に準じていれば可能です。
当該営業所において請負契約が締結された事業であり、工事現場と営業所が近接
し（営業所が小田原市内にあること）、当該営業所との間で常時連絡を取りうる
体制にあるものについては、当該営業所において営業所専任技術者である者を、
本事業の統括管理技術者として設置することが可能。

6 実施要領 11 お見込みのとおり。

7 実施要領 11 お見込みのとおり。

8 実施要領 11 お見込みのとおり。

9 実施要領 11
機械設備工事監理主任技術者が機械設備分野及び調理機器分野を担当しますが、
その下に調理機器分野に長けた担当者を配置することも可能です。

10 実施要領 15 差し支えありません。

11 実施要領 15～19 お見込みのとおり。

12 実施要領 15～19
最終的な提出物については提出書類一覧を確認してください。なお、実施要領
17、18ページの提出部数を修正するとともに、様式集・提出書類一覧の部数欄・
押印欄を修正し、評価項目の関連書類及び注意事項を追加します。

13 実施要領 16 共同事業体の構成員のみ必要となります。

14 実施要領 16
お見込みのとおり。
なお、所在する自治体で課税されている市税すべてを完納していることが確認で
きる市税完納証明書が必要となります。

15 実施要領 16
所在する自治体で課税されている市税すべてを完納していることが確認できる市
税完納証明書を提出してください。

16 実施要領 16～17 実績を記載する欄がない場合は評価の対象外のため、記載する必要ありません。

17 実施要領 17 契約書又は公が証明する実績証明書としてください。

18 実施要領 18 お見込みのとおり。

19 実施要領 18
様式番号の振られていない様式については、書類がわかるようにタイトル（様式
集・提出書類一覧に記載する提出書類名）を明記してください。記載されたタイ
トルにより区別します。

20 実施要領 18

参加表明書等及び提案書等の提出にあたり、各書類（押印を要する書類は押印し
た本書）を様式集・提出書類一覧の記載順にファイル綴じしたものを原本として
１部提出してください。
原本以外については、同じ書類毎にクリップなどでまとめた上で、様式集・提出
書類一覧の順に取りまとめて提出してください。
なお、提案書については、ファイル綴じした原本のみすべての書類に通し番号を
記載してください。
（通し番号は、実施要領20ぺージ・５(6)ウ参照）

21 実施要領 18
共同事業体の構成員のみ必要です。また、提出いただくのは２箇年（前年度、
前々年度）分となります。

22 実施要領 18 お見込みのとおり。

23 実施要領 19
お見込みのとおり。ただし、評価の対象となる書類であることから対象物が見や
すいように配慮してください。

24 実施要領 19 お見込みのとおり。

該当箇所 質問事項

小田原市学校給食センター整備事業公募型プロポーザル　質問事項及び回答一覧

５　（３）　ウ　（ア）　ｃ　(ｃ)
市税完納証明書

構成員が所在する自治体の納税証明書でよろしいでしょうか。

１　（４）　イ
※令和5年小田原市議会3月
定例会において、本事業に係
る予算が成立しない場合、第II
期事業は中止する。

左記は、第II期事業に係る費用として提案され特定された金額を、第I期事業で行われる
積算金額が上回った場合に適用されるという理解で宜しいでしょうか。

「業務の実績は、配置技術者ごと1件とすること。」との記載がありますが、様式５でも技術
者によって実績を記載する欄が無い場合があります。その場合、記載する必要は無いの
でしょうか。又は記載する場合は適宜実績記載欄を追加して宜しいでしょうか。

5　（３）　ウ　（ア）　ｃ
納税証明書

「全ての構成員の書類を提出すること」と有りますが、共同事業体構成員のみ必要との解
釈で宜しいでしょうか。又は、再委託先の協力企業にも提出が必要でしょうか。

5　（３）　ウ　（ア）　ｅ
配置技術者の資格及び実績
※３

「配置技術者の従事状況の証明書類」は業務計画書等の担当技術者一覧等でよろしい
ですか

３　（２）
スケジュール

質問の機会が1回しかございませんが、質疑で生じた貴市と事業者との認識のずれの解
消や事業者の提案をより良いものにするために、再度の質問の受付・回答または、今回
の質問の回答に対する再質問の機会を頂けないでしょうか？

４　（３）　ウ　（エ）　ｄ　電気設備
工事監理主任技術者

こちらに記載のある「電気設備工事監理主任技術者」と「現場代理人」の選出は別で考
えてよろしいでしょうか。

５　（３）　ウ　提出書類

５　（６）　ア　提出書類
提案書【様式8-1～8-3】

様式集、実施要領などでそれぞれ記載されている提出書類様式の順番が異なるのです
が、提出の際は様式集・提出書類一覧表の順番に合わせる形でよろしいのでしょうか。

５　（５）　エ　提出部数
　　　　　オ　提出方法

4　（３）　ウ　（エ）　ｄ
電気設備工事監理主任技術
者

「（ａ）実務経験年数10 年以上の電気設備工事監理実績」とは、設計技術者と工事監理
技術者が兼ねられるとの事から、電気設備設計業務実務経験10年以上の中で工事監
理実績を有するとの解釈でよろしいでしょうか。

4　（３）　ウ　（エ）　ｅ
機械設備工事監理主任技術
者

「（ａ）実務経験年数10 年以上の機械設備工事監理実績」とは、設計技術者と工事監理
技術者が兼ねられるとの事から、機械設備設計業務実務経験10年以上の中で工事監
理実績を有するとの解釈でよろしいでしょうか。

5　（３）　ウ
提出書類

参加表明書はファイル綴じで提出しても宜しいでしょうか。

４　（３）　ウ　（ア）
統括管理技術者

配置する統括管理技術者は営業所における専任技術者でも可能でしょうかご教示願い
ます。

提案書の提出の際は、15部のもの、2部もの、1（写し10枚）部のものと提出部数が同じ書
類ごとにまとめてクリップなどでとめて提出する形でよろしいのでしょうか。
書類ごとの提出方法が様式集から読み取れないので、提出方法をお示しください。

５　（３）　ウ　提出書類

５　（６）　ア　提出書類
提案書【様式8-1～8-3】

様式集、決定基準、実施要領等書類によって記載している内容が異なるように見受けら
れます。
正しい提出書類の規格、各様式の必要枚数、部数、提出方法等が1枚でわかるようなも
のをお示しいただけませんか。

４　（３）　ウ　（エ）　ｅ
機械設備工事監理主任技術
者

機械設備分野に長けた主任技術者を配置し、その下に調理機器分野に長けた担当者
を配置することでよろしいでしょうか。

５　（３）　ウ　（ア）　ｃ　(ｃ)
市税完納証明書

前年度の法人市民税の納税証明書を提出すると考えてよろしいでしょうか。

5　（６）　ア
提案書【様式8-1～8-3】
②　施設計画に関する事項

パースは鳥瞰図1点との理解でよろしいでしょうか。

5　（５）　ウ
提出書類

提案書提出書類一覧に「財務関係書類」と有りますが、共同事業体構成員のみ必要との
解釈で宜しいでしょうか。又は、再委託先の協力企業分の提出も必要でしょうか。また、
提出は2箇年分で宜しいでしょうか。

5　（５）　エ
提出部数

提案書の電子データCDは、プラスチックケース、CDに業務名、代表者名入りでよろしい
ですか

5　（６）　ア
提案書【様式8-1～8-3】
②　施設計画に関する事項

提案図面の配置図、平面図（調理機器含む）、立面図、断面図、衛生区分図の様式、枚
数、縮尺は任意との解釈でよろしいでしょうか。

5　（３）　ウ　（ア）　ｅ
配置技術者の資格及び実績
※１

2　（３）　イ 第Ⅱ期事業の見積り合わせに「工事監理・開業準備支援」も含まれるのでしょうか。

2　（５）　イ
第Ⅱ期事業に係る費用の上限
額

（工事監理・開業準備支援）の事業費算出方法（参考基準等）をご教示願います。

５　（６）　ア　提出書類
提案書【様式8-1～8-3】

②施設計画に関する事項と③業務に関する事項でA3横判２ページとの指定があります
が、P22 オ 提案書評価における評価項目及び評価の着眼点等で記載されている項目
をご指定の通りA3横判2ページの提出でよろしいでしょうか。

５　（６）　ア　提出書類
提案書【様式8-1～8-3】

様式番号の振られていない様式（各実績等の確認書類や図面、任意様式等）はどのよう
な方法で他の書類と差別化することを想定されていますか。
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令和3年10月19日

業務名：小田原市学校給食センター整備事業

質問受付期間：R3.9.13～R3.10.5

質問No. 資料名 頁 回答該当箇所 質問事項

小田原市学校給食センター整備事業公募型プロポーザル　質問事項及び回答一覧

25 実施要領 19
実施要領22ページの[施設計画に関する事項][その他]に関する主な評価の視点の
項目（食育推進への対応、市民利用への対応、環境への配慮、防災及び災害への
対応）が該当します。

26 実施要領 19 お見込みのとおり。

27 実施要領 20
提案書については、各書類（押印を要する書類は押印した本書）を記載順にファ
イルに綴じたものを原本として１部提出してください。それ以外はファイル綴じ
は不要です。なお、提出書類一覧に注意事項として追加します。

28 実施要領 20
ファイル綴じした原本１部について、図面、実績等確認書類及び財務関係書類を
含め、提案書類すべてを通しての通し番号としてください。なお、提出書類一覧
に注意事項として追加します。

29 実施要領 20

様式集・提出書類一覧の順番としてください。なお、実施要領17、18ページの提
出部数を修正するとともに、提出書類一覧の部数欄・押印欄を修正し、評価項目
の関連書類及び注意事項を追加します。併せて、様式集・様式７（提案書）の提
出書類の記載順序を修正します。

30 実施要領 21 簡易な見取図、使用プロジェクターの機番等、可能な限り情報開示します。

31 実施要領 21 新たな内容を追加しない限り認めます。

32 実施要領 21 可能です。

33 実施要領 22 お見込みのとおり。

34 実施要領 24 軽微なものは対象外です。

35 優先交渉権者選定基準 4～5

ご指摘のとおりです。
なお、優先交渉権者選定基準４ページの図表２、同選定基準５ページの図表３を
それぞれ修正します。
【修正前】事業遂行能力(様式10-1)、地域貢献・社会貢献(様式10-2)
【修正後】事業遂行能力(様式8-1)、地域貢献・社会貢献(様式8-2)

36 優先交渉権者選定基準 4～5

任意様式には様式番号を振らないでください。
なお、任意様式については、書類がわかるようにタイトル（様式集・提出書類一
覧に記載する提出書類名）を明記してください。記載されたタイトルにより区別
します。

37 優先交渉権者選定基準 7
外部に公表している資料をご提出ください。なお、社会貢献に対する得点化の対
象は市内企業の実績となります。

38 優先交渉権者選定基準 7 外部承認は必要ありません。

39 優先交渉権者選定基準 6 お見込みのとおり。

40 優先交渉権者選定基準 6 お見込みのとおり。

41 優先交渉権者選定基準 6
実績を客観的に確認できる書類は必要です。
実績は公共工事に関するものであるため、ご指摘のケースにより入手が困難な場
合、該当する自治体への情報公開請求等により入手してください。

42 要求水準書 2

・敷地内既設建物（４棟、基礎共）
・敷地内既存舗装（コンクリート舗装及びアスファルト舗装）
・水路構造物（解体後は既存水路部の埋め戻し含む）
・埋設配管、側溝及び桝（汚水最終桝、給水止水弁及び関連配管は残置）
・敷地南側樹木（伐根含む）

以上が発注者が行う撤去・解体範囲です。これ以外は残置されているため、提案
事業費算出にあたっては、必要な経費を計上してください。

43 要求水準書 3

要求水準書18ページに記載する、現状レベルから前面道路レベル以上の盛土を最
低限の対応とし、それ以上の対応については、応募者より出来得る限りの対策を
提案いただき、評価します。また、それ以上の対応については浸水対策として機
能すれば盛土以外も提案可能です。

44 要求水準書 3
航空写真、土地の使用履歴から土壌汚染がないことを確認しています。また、建
設に支障となる地中埋設物はありません。

45 要求水準書 4 会議室の市民利用（会議、研修等）に関することを想定しています。

46 要求水準書 6
市民が会議室を利用するにあたり、夜間利用など給食センターの業務時間外にお
ける利用者の出入りに使用することを想定しています。

47 要求水準書 6 お見込みのとおり。

48 要求水準書 6
厨房除外設備でなく厨房除害設備（グリストラップ）です。排水処理施設とは別
の施設であり、両方設置する必要があります。

49 要求水準書 6、19 質問No48と同じ。

50 要求水準書 10 お見込みのとおり。

51 要求水準書 12、13、18 施工区分は応募者でご判断ください。

７　（２）　オ　提案書評価
[施設計画に関する事項]－[厨
房機器の性能及び維持管理
への配慮]

調理器具更新への配慮と記載がありますが調理器具=厨房機器と同様という解釈で宜し
いでしょうか。

提案書を取り纏める順番はP18、19のア「提出書類」の順番でよろしいですか

7　（1）　イ
説明用パワーポイントは提案書の内容を部分切り取りして作成することは認められます
か。

左記の(a)～(e)で示される各図面等のページ数や紙面構成、図面スケールは、任意とい
う理解で宜しいでしょうか。

５　（６）　ア　提案書【様式８-１
～８-３】　②　ｅ
その他

左記のその他は、以降※で示される(a)～(e)を示すという理解で宜しいでしょうか。

５　（６）　ア　提案書【様式８-１
～８-３】　②　ｅ
(a)～(e)

図表2　提案書評価項目
図表3　得点化基準

提案書の書類番号が様式集・実施要領内では、それぞれ様式8-1、2、3と記されていま
すが、決定基準内では様式番号が10となっています。選定基準の表記が誤りという解釈
でよろしいのでしょうか。

図表2　提案書評価項目
図表3　得点化基準

施設に関する事項、業務に関する事項の様式が様式任意となっていますが、様式の番
号を任意とすると、各グループごとに異なった番号を振る可能性があります。提出書類の
様式番号を各グループで統一する必要はありませんでしょうか。

第４　２　(３)
社会貢献に対する得点化方法

地域の祭事、清掃活動、ボランティア活動等を確認できるものは、社内報告用の資料等
を提出してもよろしいでしょうか。

７　（１）　プレゼンテーション及
びヒアリングについて

当日の会場サイズ、配置等の会場見取り図および使用プロジェクターの機番等の詳細
情報も別途の通知にて情報開示いただけるということで宜しいでしょうか。

８　（３）　キ～ケ
参加表明書及び提案書等の
無効

たった1字でも誤りがある場合は、失格の対象となるのでしょうか。

5　（６）　ウ　その他
（イ）

5　（６）　ウ　その他
（ア）

提案書はファイル綴じは不要との解釈でよろしいですか

5　（６）　ウ　その他
（イ）

図面も含め提案書類すべてを通しての通し番号との解釈で宜しいでしょうか。また、実績
等確認書類、財務関係書類には通し番号は不要との解釈で宜しいでしょうか。

７　（１）　ウ
必ず出席必要な統括管理技術者等の者以外については、配置予定をしていない者でも
出席可能でしょうか。

第２　２　施設の概要
（7）諸室概要
　イ　一般エリア

外部利用共有部分のセキュリティについてですが、昼間の通常使用時と夜間の外部か
らの利用時２通りのセキュリティ対応を考慮するとの事で宜しいでしょうか。

第３　４　電気設備計画

第３　８　外構計画
(1)全般

「市道への配送車出庫における事故防止のため、ブザーと回転灯を設置すること」旨記載が
ありますが、4　電気設備計画には記載がありません。当該出庫警報設備は電気設備工事と
考えて宜しいでしょうか。

第２　１　各種条件
(1)敷地条件
　備考　その他の条件につい
ては、受注者にて適宜確認…

左記の内容のうち、土壌汚染と地中障害物は建設予定地には無いと考えて宜しいでしょ
うか。
工程計画にも関わりますので、ご教示下さい。

第４　２　（1）　イ
経験豊富な担当者

該当する実績を確認できる契約書（写）等証明書類の提出とあるが、前職での経験の場
合、退職、倒産等で証明書の入手が困難な場合の証明手段につきご教示願います。

第４　２　(３)
社会貢献に対する得点化方法

地域の祭事、清掃活動、ボランティア活動等を確認できるものは、必ず外部承認があるも
のを提出しないといけないのでしょうか。

第４　２　（1）　ア
企業実績

企業の実績において、記載の項目（企業）以外は加点対象外でしょうか。また、複数件
実績を提示する場合は、実績記載欄がない為、実績確認資料の提出で代える。との解
釈で宜しいですか。

第４　２　（1）　イ
経験豊富な担当者

担当者の実績において、記載の項目（技術者等）以外は加点対象外でしょうか。また、
複数件実績を提示する場合は、実績記載欄がない為、実績確認資料の提出で代える。
との解釈で宜しいですか。

第１　２　事業範囲
(2)　※事業範囲外

左記の記載の中で建設予定地内の撤去内容が示されていますが、既存の植栽（伐根含
む）やフェンス、側溝や桝、埋設配管などがある場合には、それも撤去範囲に含まれると
考えて宜しいでしょうか。

第２　１　各種条件
(1)敷地条件
　　浸水想定３ｍ～５ｍ

左記の記載がありますが、その対策には膨大な費用が掛かることが想定されます。本提
案業務の公平性を保つためにも、その対策の必要性や万一必要とするならば対策の具
体的な程度をご教示下さい。

第２　２　施設の概要
(7)諸室概要
　イ　一般エリア・外部利用共
用部分[屋外階段または夜間
専用出入口]

具体的な用途、目的を教示願います。

第２　２　施設の概要
　(７)　ウ　外構エリア(敷地内)
第３　８　外構計画
　(３)　イ　外構エリア(敷地内)

要求水準書6ページには、排水処理施設、厨房除外設備の記載、要求水準書19ページ
に排水処理施設の記載がございます。排水処理施設を設置すればよろしいでしょうか。

第３　２　施設の概要
　（２）ゾーニング計画

コンテナプールと記載がありますがコンテナ室との認識でよろしいでしょうか。別紙２，３，
４ではコンテナ室で統一されております。

第２　２　施設の概要
　(１)　エ　地域への配慮

市民利用に配慮することとは、どのような利用を想定されているのでしょうか。

第２　２　施設の概要
(７)諸室概要
　ウ　外構エリア(敷地内)

排水処理施設、厨房除外設備の記載がございますが、同意義の設備でありどちらかで
十分であると考えます。どちらか一方の設備を設置すればよろしいでしょうか。
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52 要求水準書 13 お見込みのとおり。

53 要求水準書 13 お見込みのとおり。

54 要求水準書 14 換気効率を優先しますが、可能な限り視認性にご配慮ください。

55 要求水準書 18

要求水準書18ページに記載する、現状レベルから前面道路レベル以上の盛土を最
低限の対応とし、それ以上の対応については、応募者より出来得る限りの対策を
提案いただき、評価します。また、それ以上の対応については浸水対策として機
能すれば盛土以外も提案可能です。

56 要求水準書 18 市が本事業とは別途に調達します。

57 要求水準書 19 別の場所ではなく、配送回収プラットホームを指しています。

58 要求水準書 19 車庫として設ける必要ありません。

59 要求水準書 25
お見込みのとおり。
ただし、第Ⅰ期事業の積算業務は、小田原市公共建築工事積算基準に基づき、積
算を行い、提案事業費が妥当か本市が判断する資料作成業務となります。

60 要求水準書 26
「建築コスト情報」、「建築施工単価」、「建設物価」、「積算資料」等による
採用単価は、設計完了時点での最新号のものを考えています。

61 要求水準書 27
別途業務の納入業者に対し、労働災害を発生させないように指導及び管理する義
務となります。

62 要求水準書 31 お見込みのとおり。

63 要求水準書 31
開業支援の計画表は、受注者が要求水準書31ページ第４ ６（２）の業務内容の
計画を、令和６年７月～８月の期間に落とし込み作成するものです。なお、ボ
リュームについては要求水準書に掲げる内容のほか提案によります。

64 要求水準書 31 お見込みのとおり。

65 要求水準書 31
給食調理開始に向けて調理業務委託業者が保健所に申請する手続きです。その際
の手続きを支援する業務（図面作成等）を行ってください。

66
要求水準書
別紙１

2/2 お見込みのとおり。

67
要求水準書
別紙２

1/6
プラットホームの先端側です。
プラットホームですが、荷受け室の機能を持たせた室とご理解ください。

68
要求水準書
別紙２

1/6 お見込みのとおり。なお、子機はプラットホームの外部に取り付けてください。

69
要求水準書
別紙２

1/６
プラットホームを完全に壁で囲み、屋内のような仕様にすることを想定していま
す。

70
要求水準書
別紙２

1/6 根菜（じゃが芋、さといも、さつまいも）を想定しています。

71
要求水準書
別紙２

1/6、2/6 要求水準書別紙４をご確認ください。

72
要求水準書
別紙２

2/6

お見込みのとおり。
なお、要求水準書別紙２・２ページの[食品庫]を修正します。
【修正前】・扉は、検収室側と下処理室側に設けること。
【修正後】・扉は、検収室側と計量室側に設けること。

73
要求水準書
別紙２

2/6

扉は、下処理室側でなく、計量室の誤りです。
なお、要求水準書別紙２・２ページの[食品庫]を修正します。
【修正前】・扉は、検収室側と下処理室側に設けること。
【修正後】・扉は、検収室側と計量室側に設けること。

動線は、[検収室]→[食品庫]→[計量室]→[調理室(煮炊き)]を想定しているた
め、以下のとおり要求水準書別紙２を修正します。
[食品庫]
【修正前】・下処理室と上処理コーナー及び調理室との間に設置する冷蔵室はパ
ススルーとするが、カートは行き来しないよう工夫すること。
【修正後】削除

[下処理室][肉、魚、卵類]
【修正前】・調理室とは食品をパススルーで移動できること。
【修正後】・調理室とは食品をパススルー式冷蔵庫で移動できること。

【修正前】・冷蔵庫及び冷凍庫は、食材の量や衛生管理を考慮し、適宜、プレハ
ブ式、パススルー式を導入すること。
【修正後】削除

[下処理室][野菜類]
【修正前】・冷蔵庫及び冷凍庫は、食材の量や衛生管理を考慮し、適宜、プレハ
ブ式、パススルー式を導入すること。
【修正後】削除

[計量室]
【修正前】記載なし
【修正後】・調理室とは食品をパススルー式冷蔵庫で移動できること。

75
要求水準書
別紙２

2/6 質問No74と同じ。

「イ 非常放送設備との兼用も可とする。」との記載がありますが、法的に非常放送の設置
の必要がなければ、業務放送（一般放送）を設置すると考えてよろしいでしょうか。

第３　５　機械設備計画
(2)換気・空調設備
　キ …釜や揚げ物機等には
フードを下ろして…

左記のご指定がありますが、見学対象となっている煮炊き調理室の視認性が阻害されて
も、フードによる換気効率を優先するという貴市の考え方に基づくものと考えて宜しいで
しょうか。

第４　３　設計業務
(3)業務内容及び成果品

業務内容のうち積算業務など、建設企業が担当することが効率的と考える内容について
は、JV内で業務分担をすることでも可能でしょうか。

第３　８　外構計画
（1）全般
　ア

「現状レベルより盛土を行う等、浸水対策に十分留意する」とは浸水想定である最大水
深５m未満を想定の上対応するとの理解でよろしいでしょうか。また、対応方法は盛土以
外でも可能でしょうか。

第４　６　開業準備支援
(2)業務内容
　ア

開業支援の計画表とはどちらでしょうか。また、そのボリューム感をご指示下さい。

第３　７　調理機器計画
（4）調理機器の設置場所及び
台数

「調理機器の設置場所及び台数については、別紙4「調理機器等一覧」を参照するこ
と。」とございますが、表右端の対応区分の市に〇が記載されているものについては市が
本事業とは別途調達されるのでしょうか？対応区分の考え方についてご教授お願い致
します。

第３　８　外構計画
（３）附帯施設
　オ　配送車両置場

「配送車両置き場（２トントラック４台を想定）」は配送回収プラットフォームとは別の場所に
設置するとの理解でよろしいでしょうか。

第３　８　外構計画
（３）附帯施設
　オ　配送車両置場

配送車両置き場は車庫として設けますか。（壁、屋根付き）

第４　６　開業準備支援
工事監理、開業準備支援事業費に於いて上限額が設定されてますが、この予算額以内
で行うと理解して宜しいでしょうか。

第４　４　建設工事（調理機器、
敷地内の外構整備含む）
（５）工事現場の管理
　オ

安全衛生管理義務と記載がありますが、調理備品に伴う、具体的な安全衛生管理義務
とはどの様な内容でしょうか。

第４　３　設計業務
(3)業務内容及び成果品
　ウ　積算業務

採用単価は「建築コスト情報」、「建築施工単価」、「建設物価」、「積算資料」等による旨
記載があります。それぞれいつ発行のものを使用すれば宜しいでしょうか。

第３　４　電気設備計画
(6)通信・情報設備

電話交換機、電話器及び配線は本工事と考えて宜しいでしょうか。

用地リスク28
ボーリング実施個所と異なる箇所で著しく異なる地層が見つかった場合（合理的に予測
できない場合）、対処費用は発注者負担と考えてよろしいですか。

食品庫

「下処理室と上処理コーナー及び調理室との間に設置する冷蔵室はパススルーとする
が、カートは行き来しないよう工夫」とあるため、カートイン式をご要望しているとの理解で
よろしいでしょうか。一般的には、この位置に設置する冷蔵庫は、中棚に直接食材を置く
タイプが多いと考えます。

―
冷蔵庫・冷凍庫につきまして、容量を検討する為、入荷の食材と量をお示し頂けないで
しょうか？

荷受室
(魚肉卵類、野菜類、調味料
類)

「プラットホームには、外気を遮断できるよう外壁及び開閉できるサッシを設けること」とあ
りますが、これはプラットホームを完全に壁で囲み、屋内のような仕様にすることを指して
いるのでしょうか。それとも、一般的な屋外に開放されている造りで、その先の荷受室に
外気が入り込みにくいような造りでよろしいでしょうか。

食品庫
「扉は、検収室側と下処理室側に設けること」とありますが、下処理室側には、パススルー
冷蔵庫で食材を受け渡しできれば、人の行き来するための扉はつけない場合が多いの
ですが、それでもよろしいですか。

74
要求水準書

別紙２
2/6 食品庫

「下処理室と上処理コーナー及び調理室との間に設置する冷蔵室」とありますが、この場
合、3つ以上のパススルー冷蔵庫を、①下処理室②上処理コーナー③調理室の3方向そ
れぞれに面して設置する、ということでしょうか。
また、その場合①下処理室は、野菜類と肉、魚、卵類のどちらか、③調理室は（煮炊き）
と（焼物、揚物、蒸物）のどちらでしょうか。
上記の3方向+計量室へ受け渡す動線の確保は、レイアウト上難しいと考えるため、優先
する動線に絞って頂けないでしょうか。一般的には、開封、計量したものを調理室（回転
釜で使う調味料）や、肉魚下処理室（肉の下味付け用）へ受け渡す動線が多いと考えま
す。

皮むき室
「泥付き野菜を処理する機械を設置」とありますが、処理する野菜は、根菜（じゃがいも、
さといもなど）、葉物野菜（ほうれん草、小松菜など）等、具体的にどのようなものを想定さ
れていますか。

荷受室
(魚肉卵類、野菜類、調味料
類)

「モニター付インターホンを設けるけること」とございますが、子機を外部に取り付けるとし
た場合、親機は市事務室内に設置との理解でよろしいでしょうか？

荷受室
(魚肉卵類、野菜類、調味料
類)

「プラットホームには、外気を遮断できるよう外壁及び開閉できるサッシを設けること」とあ
りますが、プラットフォームの先端側ではなく、荷受け室出入り口に設けるとの理解でよろ
しいでしょうか。

食品庫
「扉は、検収室側と下処理室側に設けること」とありますが、検収室側と計量室との理解で
よろしいでしょうか。

第４　６　開業準備支援
(2)業務内容
　ケ

給食調理開始に向けた各種申請とは何を指しますでしょうか。

第４　６　開業準備支援
(2)業務内容
　ウ

「一連の作業リハーサル（五回程度）」につきまして、食材の調達・処分の費用は受注者
は見込まなくて宜しいでしょうか？

第３　４　電気設備計画
(８)拡声設備

3/6
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76
要求水準書
別紙２

2/6

お見込みのとおり。
なお、要求水準書別紙２・２ページの[下処理室][肉魚卵類]を修正します。
【修正前】・魚、肉はそれぞれ専用の部屋を設置すること。なお、卵について
は、冷凍の全卵を使用するため不要とする。
【修正後】・下処理室内で魚、肉を処理するエリアを区分けすること。なお、卵
については、冷凍の全卵を使用するため不要とする。

77
要求水準書
別紙２

2/6
お見込みのとおり。
プレハブ式冷凍庫・冷蔵庫の内装はステンレスとしなくても差し支えありませ
ん。

78
要求水準書
別紙２

2/6
お見込みのとおり。
プレハブ式冷凍庫・冷蔵庫の内装はステンレスとしなくても差し支えありませ
ん。

79
要求水準書
別紙２

2/6
調理エリア内の冷蔵庫及び冷凍庫における温度の状況を、市職員用事務室内にあ
るパソコンで一元管理するシステムを想定しています。

80
要求水準書
別紙２

3/6
洗浄室内に設置してください。なお、洗浄作業中でも分かるように表示灯等を取
り付けてください。

81
要求水準書
別紙２

3/6

収納するものは洗剤等の清掃用品及び予備の調理器具です。なお、室のサイズ
は、要求水準書別紙４に示すラック２台を設置し、移動台を室内に入れ、作業員
が作業できる広さで、この２台のラックにすべて収納することを想定していま
す。

82
要求水準書
別紙２

3/6

現在の学校給食センターでは２回転調理をしており、油は、一斗缶で月に３回程
度１回15缶から20缶納品しています。また、回収は、月に１回でローリー式で
行っています。新しい学校給食センターで必要な油の量については、１回転調理
を想定していること、要求水準書別紙６の想定献立等を踏まえ、ご検討くださ
い。

83
要求水準書
別紙２

4/6
要求水準書資料６－１～８の食材欄に総重量を追記し、ホームページに掲載しま
す。

84
要求水準書
別紙２

4/6

和え物と炒め物の献立が重なることは想定していませんが、果物用食缶を果物
（デザート）と和え物で兼用して使用するとの記載がが正しいことから、要求水
準書別紙２・４ページの[和え物室（果物調理コーナー）]を修正します。
【修正前】・和え物食缶と炒め物食缶を交換使用するため、冷却機能やサイズ等
に配慮した消毒保管する機器を設置すること。
【修正後】・果物食缶を果物（デザート）と和え物で兼用して使用するため、冷
却機能やサイズ等に配慮した消毒保管する機器を設置すること。

85
要求水準書
別紙２

4/6
炒め物食缶で収まらない場合は、容量の多い果物食缶に和え物を配缶することを
想定しています。（食缶の容量については、要求水準書別添資料10参照）

86
要求水準書
別紙２

4/6
質問No84の回答と同様に、要求水準書を修正するため、日によって食缶を入れ替
える（食缶を保管する消毒保管庫を変える）ことはありません。

87
要求水準書
別紙２

4/6 質問No86と同じ。

88
要求水準書
別紙２

4/6
質問No84の回答と同様に、要求水準書を修正します。
果物用食缶に和え物を入れることを想定しているため、冷却機能付の消毒保管機
を求めています。

89
要求水準書
別紙２

4/6
質問No84の回答と同様に、要求水準書を修正します。
果物用食缶を果物（デザート）と和え物で兼用して使用する想定です。

90
要求水準書
別紙２

4/6 お見込みのとおり。

91
要求水準書
別紙２

5/6 お見込みのとおり。

92
要求水準書
別紙２

5/6
学校給食センターと距離が離れている学校があり、別載方式では、渋滞等を考慮
した場合、２時間以内の喫食が行えない可能性があることから、混載方式により
提案してください。

93
要求水準書
別紙２

5/6
コンテナ室に設置してください。なお、作業中でも分かるように表示灯等を取り
付けてください。

94
要求水準書
別紙２

5/6

別紙２の「調理台（シンク１槽、コンロ２口、調理台）を２台」が正となりま
す。
なお、要求水準書別紙４・３ページの[会議室]を修正します。
【修正前】調理実習台・参考数量：１
【修正後】調理実習台・参考数量：２

95
要求水準書
別紙２

5/6
煮炊き調理室は会議室から見学できるようにしてください。他の室については、
見学通路・見学ホールからの見学でも可とします。

96
要求水準書
別紙２

6/6
お見込みのとおり。
なお、受変電設備の設置は２階以上としてください。また、電気室内に設置する
場合は一般仕様とし、屋外に設置する場合は塩害仕様としてください。

下処理室
野菜類

冷蔵庫及び冷凍庫の内装はステンレスとありますが、これはプレハブ式は含まないと考
えてよろしいでしょうか。

和え物室
（果物調理コーナー）

和え物食缶と炒め物食缶を交換使用するとありますが、和え物と炒め物の献立が重なる
ことはないという認識でよろしいでしょうか。

下処理室
肉魚卵類

魚、肉はそれぞれ専用の部屋を設置することとは、肉魚下処理室内に魚、肉を処理する
エリアを区分けするとの認識でよろしいでしょうか。

風除室（配送）
「モニター付インターホンを設けるけること」とございますが、子機を外部に取り付けるとし
た場合、親機は風除室内に設置でしょうか？それともコンテナ室内に設置でしょうか？

和え物室
（果物調理コーナー）

「和え物食缶と炒め物食缶を交換使用するため、冷却機能やサイズ等に配慮した消毒
保管する機器を設置すること。」とございますが、冷却機能付の消毒保管機を求められて
いるとの理解でよろしいでしょうか？

和え物室
（果物調理コーナー）

「和え物食缶と炒め物食缶を交換使用するため、冷却機能やサイズ等に配慮した消毒
保管する機器を設置すること。」とございますが、資料10の表3食缶には和え物食缶の記
載がございません。資料10の表3食缶のどの食缶のことでしょうか？または別に和え物食
缶を想定されているのでしょうか？

アレルギー対応調理室
「専用の洗浄ラインを設置すること。」とございますが、これは「個食配食容器専用の洗浄
ラインを」と読み替えてもよろしいでしょうか？またアレルギー対応調理室内に限らず洗
浄室内に専用の洗浄ラインを設置するご提案も可能でしょうか？

調理室（煮炊き）
「２品（例:野菜炒め、汁物等）釜を使う献立でも調理時間（調理時間２時間）に問題がな
い台数を配置すること。」とございますが、2品も釜調理がある際の、それぞれ1食当たりの
最大出来上がり量（1人当たりの喫食量）をお示しください。

和え物室
（果物調理コーナー）

「和え物食缶と炒め物食缶を交換使用するため、冷却機能やサイズ等に配慮した消毒
保管する機器を設置すること。」とございますが、日によって和え物食缶を消毒保管した
り、炒め物食缶を消毒保管したり、日によって食缶を入れ替えて消毒保管するということ
でしょうか？

和え物室
（果物調理コーナー）

「和え物食缶と炒め物食缶を交換使用するため、冷却機能やサイズ等に配慮した消毒
保管する機器を設置すること。」とございますが、日によって和え物食缶や、炒め物食缶
を消毒保管したりするとした場合、一方の食缶の保管はどの様にお考えでしょうか？
例）別の消毒保管機？消毒機能が無い保管機？倉庫？

風除室（回収）
「モニター付インターホンを設けるけること」とございますが、子機を外部に取り付けるとし
た場合、親機は風除室内に設置でしょうか？それとも洗浄室内に設置でしょうか？

倉庫
「適切な広さ、適切な場所に設置すること」とございますが、何をどれ程の量を収納する
の室なのか？倉庫に収納を想定されている物と量（寸法・重量等）をお示しください。

下処理室
肉魚卵類

冷蔵庫及び冷凍庫の内装はステンレスとありますが、これはプレハブ式は含まないと考
えてよろしいでしょうか。

コンテナ室

「コンテナについては、4クラス分積載用で40台」とありますが、別紙4の「調理機器等一
覧」のコンテナサイズから考えると、食器と食缶を同じコンテナに積載する混載方式を想
定されていると存じます。一方で、食器と食缶をそれぞれ専用のコンテナに積載する別
載方式にすると、コンテナ消毒保管機を食缶コンテナの台数のみ（約半分）に削減でき、
経済的な計画が可能です。場合によっては、食器コンテナを先に配送し、配送車の台数
削減を図ることもできます。以上から、別載方式にてご提案することも可として頂けないで
しょうか。

会議室

「食育のため煮炊き調理室、アレルギー専用調理室、下処理室等の見学ができること」と
ありますが、会議室から直接ではなく廊下等から見学でもよろしいでしょうか。
6/6見学通路・見学ホール」には見学窓から可能な範囲で調理工程を見学する。とありま
す。

機械室・電気室

「・電気室を２階に設置し、受変電設備を設置することが望ましい。」との記載があります
が、「要求水準書 ４ 電気設備計画（２）受変電設備 ア 屋外設置の機器等は、塩害仕様
とすること。」の記載があります。限られたスペースの有効利用、設備の更新性・拡張性を
考慮して、屋上キュービクルの選択も可能と考えてよろしいでしょうか？

油庫
納品回収業者の作業方法

納品・回収の方法はどの様な方式ですか。(ローリー式、一斗缶等)
また、納品・回収頻度についても教示願います。

会議室
別紙２では「調理台（シンク1槽、コンロ２口、調理台）を2台」と記載がありますが、別紙4
調理機器等一覧　会議室記載では「調理実習台１台、オーブン付IHコンロ２台」と台数に
相違があります。どちらが正でしょうか。

和え物室
（果物調理コーナー）

炒め物食缶では収まらない献立が出た場合、果物食缶に和え物を配缶することは想定
されていますか。

コンテナ室
コンテナは4クラス分積載用とありますが、このコンテナは1つのコンテナに食器・食缶を
積載する「混載」との認識でよろしいでしょうか。

下処理室
野菜類

最下段「・冷蔵庫及び冷凍庫は、自動温度記録・・・集中管理システムに組み込むことが
望ましい」との記載がありますが、集中管理システムとは、中央監視設備相当のシステム
を意味するのでしょうか？また当該システムの工事区分は機械設備と考えてよろしいで
しょうか？

4/6



令和3年10月19日

業務名：小田原市学校給食センター整備事業

質問受付期間：R3.9.13～R3.10.5

質問No. 資料名 頁 回答該当箇所 質問事項

小田原市学校給食センター整備事業公募型プロポーザル　質問事項及び回答一覧

97
要求水準書
別紙４

1/4 お見込みのとおり。

98
要求水準書
別紙４

2/4
調理工程を勘案し、衛生上問題なく洗浄が可能であり、かつ、兼用できる洗浄機
器等がある室を想定しています。

99
要求水準書
別紙４

2/4 ご質問に記載された内容は、兼用可と認めます。

100
要求水準書
別紙４

2/4 お見込みのとおり。

101
要求水準書
別紙４

2/4
最大3800食/日、１献立の調理に対応可能であれば、台数は提案によりますが、
調理能力や調理のしやすさ等は、厨房機器の性能として評価します。

102
要求水準書
別紙４

全頁 お見込みのとおり。

103
要求水準書
別紙４

全頁 お見込みのとおり。

104
要求水準書
別紙４

全頁 お見込みのとおり。

105
要求水準書
別表２

―

質問内にある「それ以外」については、要求水準書及び提案書で明記されていな
いものの取り扱いという趣旨かと思われます。要求水準書及び提案書の遵守を前
提として、明記されているものだけでなく明記されてないものも含めたコスト縮
減を検討するものです。

106
要求水準書
別表４

2/2 質問No105と同じ。

107
要求水準書
別表４

2/2 お見込みのとおり。

108
要求水準書
資料２－１～
２－５

―

土質試験（土粒子の密度試験、土の含水比試験、土の粒度試験、土の液性限界試
験、土の塑性限界試験、土の湿潤密度試験、土の一軸圧縮試験、土の三軸圧縮試
験、土の圧密試験）の試験結果（PDF）を追加資料としてホームページに公開し
ます。なお、LLT試験の資料はありません。

109
要求水準書
資料３－１

―
希望者に、現況平面図のデータを電子メールで個別に送付します。
希望される場合は、令和３年11月２日（火）までに事務局あて電子メールを送付
ください。

110
要求水準書
資料６－１～
６－８

― 質問No83と同じ。

111
要求水準書
資料６－１～
６－８

― パンを入荷して調理する献立は行いません。

112
要求水準書
資料６－１～
６－８

― 鳥のから揚げ、魚のフライ、はんぺんの磯部揚げ等があります。

113
要求水準書
資料６－１～
６－８

― ありません。

114
要求水準書
資料６－３

―
お見込みのとおり。
なお、要求水準書資料６を修正します。

115
要求水準書
資料６－４

― お見込みのとおり。

116
要求水準書
資料６－７

―
お見込みのとおり。
なお、要求水準書資料６を修正します。

117
要求水準書
資料６－８

―
お見込みのとおり。
なお、要求水準書資料６を修正します。

118
要求水準書
資料10

― お見込みのとおり。

119
要求水準書
資料10

― お見込みのとおり。

120
要求水準書
資料10

― お見込みのとおり。

121
要求水準書
資料10

― 果物食缶を和え物食缶と共用する想定です。

122
要求水準書
資料10

― 必要ありません。

123 様式集 ―
各社から提出された地域貢献関心表明書（写）について、複数の企業分を縮小し
てＡ４縦１枚にまとめることは差支えありません。ただし、縮小してまとめるの
はＡ４縦１枚につき、４つの企業までとしてください。

124 様式集 ―

提案書については、各書類（押印を要する書類は押印した本書）を様式集・提出
書類一覧の記載順にファイルに綴じたものを原本として１部提出してください。
それ以外は、セットせず、同じ書類毎にクリップなどでまとめた上で、様式集・
提出書類一覧の順に取りまとめて提出してください。なお、実施要領17、18ペー
ジの提出部数を修正するとともに、様式集・提出書類一覧の部数欄・押印欄を修
正し、評価項目の関連書類及び注意事項を追加します。

125 様式集 ―

提案書（施設計画に関する事項、業務に関する事項）はＡ３横判、２ページで作
成してください。
（実施要領18～19ページ参照）
なお、各項目のボリューム配分は応募者でご判断ください。

洗浄室
食器カゴ（深皿・カレー用）

食器カゴ（深皿・カレー用）の個数が316となっていますが、1クラスあたり2カゴに分けるた
め316個必要との認識でよろしいでしょうか

器具洗浄室（煮炊き） 他室と兼用した場合とありますが、他室とはどこの諸室を指すのでしょうか。

器具洗浄室（煮炊き）
他室と兼用した場合とありますが、洗浄室が稼働していない午前中に煮炊き調理室で使
用したプラスケット類を洗浄室内の洗浄機で洗うことを兼用とお認めいただけるのでしょう
か

追加業務7.　コスト縮減検討報
告書の作成

要求水準書及び提案書に基づく提案時の建設費からのコスト縮減検討とは、要求水準
書及び提案書の遵守を前提に提案時建設費算出の際に見込まれたそれ以外の金額を
検証し、コスト縮減策を検討するという理解で宜しいでしょうか。

ボーリング柱状図
過年度実施した地質調査において各種土質試験等（LLT試験、三軸圧縮試験、圧密試
験等）を行っている場合はその試験結果全てをご提示願います。

調理機器等　表中　記載機器
類について

別紙4の調理機器等の表中記載にある機器等はあくまで参考仕様、参考サイズ、参考数
量であり、同等以上の能力、仕様であれば事業者の提案に委ねるという理解でよろしい
でしょうか。

器具洗浄室（煮炊き）
他室と兼用した場合、右に記載の機器は不要とありますが、その調理機器一覧で示され
た機器とともに器具洗浄室（煮炊き）も不要との理解でよろしいでしょうか

調理機器表中にある対応区分
について

市側対応区分に振り分けされている機器類は概ね設備や固定を伴わない機器と考えま
すが、非固定機器を市側対応とし、調理機器見積からは除外するという解釈で宜しいで
しょうか。また、食器・食缶等、配膳備品、調理備品についても全て市側対応区分として
見積から除外するという解釈で宜しいでしょうか。

調理機器表中にある対応区分
について

表中の対応区分として『市』『受注者』と項目が分かれていますが〇印あるものが『市』も
しくは『受注者』での発注業務を行うという理解で宜しいでしょうか。

提案書作成のため、測量図のCADデータを提供いただけないでしょうか。

想定献立表の1食あたりの盛り
付け重量、または調理に使用
する「加水量」等について

調理能力を算出するために盛付重量または加水量があることで、実際を想定した能力検
討が行えるためご教示ねがいます。

もやしのナムル
「もやし（ボイル）」→真空冷却機で急速冷却→調味→配缶の工程でよろしいでしょう
か？ご教示ねがいます。

＜追加業務＞
1.透視図作成

透視図は外観１点、A3程度でよろしいでしょうか。

想定献立表
献立につきまして、調理室の蒸気式回転釜で、炊き込みご飯等の炊飯を行う事はござい
ますか？

提出書類一覧

「提案書（施設計画に関する事項、業務に関する事項）」は様式が任意となっております
が、枚数等のボリュームも完全に自由ですと、各グループを同一の条件において評価す
るのに影響があると思いますので、項目ごとに目安の枚数などをご提示頂けないでしょう
か。

提出書類一覧

参加表明書は参加表明書で、提案書は提案書でまとめてクリップなどでとめて提出する
形式の場合、提案書は様式により提出部数が異なるため、提案書の表紙（様式7）をつけ
て提出すると、記載されている様式の順で提出できないセットができます。どのように提
出すればよいかお示しください。

表3　食缶 フライ食缶・果物食缶につきまして、蓄冷剤は必要ございませんか？

2　食器等

食器については最大の使用の組み合わせが3点と記載がありますが、食缶についてもご
提示ください。資料6-1～8では、最大で「汁物、主菜、副菜」の3品調理のように見受けら
れますので「汁食缶、フライ食缶、炒め物食缶（or果物食缶）」の3点でよろしいでしょう
か。

表3　食缶
食缶の使用想定確認と保管場所検討のための質問です。炒め物食缶は調理室（煮炊
き）で調理したものを主に配缶されるとの理解でよろしいでしょうか？

提出書類一覧
地域貢献関心表明書（写）がA4縦形式で提出とありますが、関心表明の取得企業数が
多い場合、1枚に複数の企業をまとめて印刷し提出する形でも構いませんか。

器具洗浄室（煮炊き）
「調理室　蒸気式回転釜　満水量320L程度12台、蒸気式回転釜（湯煎用）満水量360L
1台」とありますが、合計13台の設置は必須でしょうか？

追加業務2.　コスト縮減検討報
告書の作成

要求水準書及び提案書に基づく提案時の建設費からのコスト縮減検討とは、要求水準
書及び提案書の遵守を前提に提案時建設費算出の際に見込まれたそれ以外の金額を
検証し、コスト縮減策を検討するという理解で宜しいでしょうか。

表3　食缶
食缶の使用想定確認と保管場所検討のための質問です。果物食缶は和え物室（果物調
理コーナー）で調理したものを主に配缶されるとの理解でよろしいでしょうか？

表3　食缶
表には和え物食缶がございません。果物食缶に和え物を配缶する想定でしょうか？それ
とも炒め物食缶を炒め物と和え物で兼用でしょうか？

想定献立表
学校給食センターで揚げパン等、パンを入荷して調理をする献立はございますか？ある
場合、配送用の容器・配送方法はどの様になりますか？

想定献立表
献立につきまして、揚げ物はかき揚げや天ぷら等、衣を付けて揚げる調理はございます
か？

ホットポテト 「温菜」での提供でよろしいでしょうか。ご教示ねがいます。

中華サラダ
「春雨（ボイル）」→真空冷却機で急速冷却→調味→配缶の工程でよろしいでしょうか。
ご教示ねがいます。

コールスローサラダ
「コーン(ボイル）」→真空冷却機で急速冷却→調味→配缶の工程でよろしいでしょうか。
ご教示ねがいます。

測量図（現況平面図）
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業務名：小田原市学校給食センター整備事業

質問受付期間：R3.9.13～R3.10.5

質問No. 資料名 頁 回答該当箇所 質問事項

小田原市学校給食センター整備事業公募型プロポーザル　質問事項及び回答一覧

126 様式集 5 社内作成による任意の証明書を提出してください。

127 様式集 ―
会社定款は写しで構いません。なお、原本と相違ない旨の記載とともに当該会社
の代表者印の押印が必要となります。提出書類一覧に注意事項として追加しま
す。

128 様式集 ―

加算点数の上限以上の実績がある場合は、次のとおり加算点数の上限以内で確認
資料を添付してください。
・調理機器企業においては５件。
・設計企業においては３件。
（点数が加算される実績数は、「優先交渉権者選定基準6ページ 第４（１）ア
企業実績」参照）
なお、実績の確認資料については、当該実績が客観的に確認できる部分を提出し
てください。

129 様式集 ― 質問No128と同じ。

130 基本協定書（案） 3

第Ⅱ期事業契約の締結にあたっては、小田原市契約規則に基づき見積合わせの実
施が規定されており、見積合わせにあたり予定価格の設定が定められているため
です。なお、予定価格は、お見込みのとおり交渉結果を踏まえた改定見積書を基
に設定することになります。

131 基本協定書（案） 3

誤植ではありません。
【参考】
地方自治法第九十六条　普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しな
ければならない。
・・
五　その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結
すること。

132 基本協定書（案） 7
案として提示したもので、優先交渉権者が締結前に作成し、発注者との協議によ
り決定します。

133 第Ⅰ期契約書（案） 3 質問No132と同じ。

134 第Ⅰ期契約書（案） 3 質問No132と同じ。

135 第Ⅱ期契約書（案） 1 質問No132と同じ。

136 第Ⅱ期契約書（案） 3 質問No132と同じ。

137 第Ⅱ期契約書（案） 3 質問No132と同じ。

138 第Ⅱ期契約書（案） 5 質問No132と同じ。

139 第Ⅱ期契約書（案） 6
要求水準書別紙１のとおり、法令変更は不可抗力リスクには含まれず、法令リス
クに含まれます。

第25条3項
（契約金額の変更方法等）

発注者の指示、又は発注者の責に帰すべき事由により発生した増加費用や、損害につ
いては、原則として発注者が負担する旨の定めを追加して頂きたく存じます。

第30条
（不可抗力による損害）

法令変更は、不可抗力に含まれるという理解でしょうか。

第18条
（秘密の保持）

念のため、双方向の定めにして頂くとともに、「秘密」の定義について明記して頂きたく存
じます。

第18条
（秘密の保持）

念のため、双方向の定めにして頂くとともに、「秘密」の定義について明記して頂きたく存
じます。

第20条
（費用の負担）

発注者の指示、又は発注者の責に帰すべき事由により発生した費用については、発注
者が負担する旨の定めを追加して頂きたく存じます。

第3条1項
（工程表等）

第Ⅱ期事業契約については、議会での決議を得た際に、本契約となるとされております
ので（基本協定書8条5項）、タイムラグなどによるリスクを避けるために、工程表提出まで
の期間を若干延長して頂きたく存じます。

第8条2項ないし4項
（第Ⅱ期事業の契約手続等）

予定価格を定める趣旨は何になりますでしょうか。これですと、発注者が、自由に契約の
上限額を設定できてしまうかと存じます。既に、7条4項に基づく交渉において概ね金額
については合意しているかと存じますので、原則「改正見積書等」で提示した金額で契
約するということで良いかと存じます。

第8条5項
（第Ⅱ期事業の契約手続等）

「事件」は「議決」の誤植かと存じます。

第19条
（秘密保持等）

念のため、双方向の定めにして頂きたく存じます。

様式5-3
設計技術者の資格及び実績
■調理機器主任技術者

「※2雇用関係を証明できる資料を添付すること。」とございますが、健保組合の健康保
険証には会社名の記載はありません。名刺または社内作成による任意の証明書でもよろ
しいでしょうか？

第20条
（費用の負担）

発注者の指示、又は発注者の責に帰すべき事由により発生した費用については、発注
者が負担する旨の定めを追加して頂きたく存じます。

様式8-1　1
(1)企業実績

実績数に記載件数すべての確認資料を添付する必要がございますでしょうか。相当数
の実績を保有しておりますため、代表的実績のみと置き換えても宜しいでしょうか。

様式8-1　1
(3)財務状況
　(ｄ)会社定款

提出する会社定款は、写しでもよろしいのでしょうか。
写しの場合、原本と相違ない旨の記載・捺印は必要でしょうか。

様式8-1　1
(1)企業実績

「※企業実績については、該当する業務又は工事が確認できる契約書（写）及び施設概
要が確認できる資料を添付すること。」とございますが、調理機器企業の実績数の全ての
契約書及び施設概要となりますと、かなりのページ数になることが考えられますので、選
定基準加算点数上限の5件等、上限の設定をお願いできませんでしょうか？また契約書
写しも案件名や発注者と受注者がわかる頁に限定していただくことは可能でしょうか。
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