
質 問 回 答 書 

令和３年５月６日回答 

 

業務名：赤穂市新学校給食センター整備基本計画策定及び民間活力等導入可能性調査業務 

番号 質問件名 質問内容（簡潔に記入してください） 回答 

１ 

参加資格 

（実施要項３） 

2者の共同体（JV）で応募することは可能でしょうか。可

能である場合、実施要項「3 参加資格」のうち、

(1),(5),(6)はいずれか 1者が満たし、その他は 2者とも

満たすことで、参加資格が認められるでしょうか。 

共同企業体（ＪＶ）での参加も可とします。 

その場合、代表構成員は（１）、（５）、（６）の要件を

満たすこと、共同企業体の全ての構成員はその他の要件を

すべて満たすこととします。 

なお、本市では、令和３年４月から、建設工事及び建設コ

ンサルタント業務等入札参加資格審査の申請が随時受付

（定期受付期間を除く）となっておりますので、ご確認く

ださい。 

２ 

参加資格 

（実施要項３） 

2者の共同体（JV）での応募が可能である場合、JV協定書

を企画提案書とともに提出する必要があるでしょうか。 

共同企業体（ＪＶ）で参加する場合は、「共同企業体協定

書」（任意様式）を企画提案書とともに提出してくださ

い。 

３ 

参加申込書提出書類 

（実施要項６） 

実施要項「6 参加申込書の提出（4）提出書類 エ 業務実

施体制」で添付する記載実績に関する契約書写しは、「ウ 

業務実績調書」と同様にテクリスとしても良いでしょう

か。 

ご推察のとおりです。 



４ 

企画提案書の書式 

（実施要項８） 

実施要項「8 企画提案書の提出（4）提出書類 オ 企画提

案書の書式」にある A4版両面 10枚以内は、ア 企画提案

書（様式 6）からエ 見積書（様式 8）に添付する積算内訳

書までの提出書類すべてが対象という理解でよいでしょう

か。 

実施要項８（４）オ 企画提案書の書式は、「ウ 企画提

案内容（任意様式）」に係るものです。見積書の積算内訳

書は様式８に添付する書類に区分しますので、枚数には含

みません。 

５ 

２次審査 

（実施要項９） 

プレゼンテーションを行う場合の資料については企画提案

内容と同様のものとするとありますが、見やすいように企

画提案書の内容を編集、補足することは可能でしょうか。

または、企画提案書をそのまま抜粋したもののみしか認め

られないのでしょうか。 

提案内容を追加、変更しない範囲で見やすいように編集、

補足することは可能です。 

６ 

基本構想（概要） 

４ 

「配送・回収業務は既に外部委託により運営しているた

め、従来方式による事業推進を優先に考える」とあります

が、現在の委託先との契約期限を教えて下さい。 

赤穂市学校給食配送・回収業務委託 

・委 託 先 大新東株式会社兵庫営業所 

・委託期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日 

      まで 

７ 

業務内容 

（１）／エ 

建設候補地の状況把握とありますが、建設候補地は複数あ

るのではなく、選定済ということでしょうか。 

基本構想作成時に、市として建設候補地を数箇所選定して

います。 

８ 

業務実施体制の証明書類 実施要領 P.3「エ 業務実施体制」において、契約書写し

を添付とありますが、「ウ 業務実績調書」と同様にテク

リスを添付することでも構わないでしょうか。 

ご推察のとおりです。 



９ 

企画提案書の書式 実施要領 P.5「オ 企画提案書の書式」において、Ａ４版

両面１０枚以内とありますが、合計２０頁という理解で良

いでしょうか。 

ご推察のとおりです。 

１０ 

プレゼンテーションに要

する機材 

実施要領 P.5「９/（２）/イ プレゼンテーションに要す

る機材」において、プロジェクターを貴市にて用意してい

ただけるとのことですが、パソコンと接続する端子（ＨＤ

ＭＩ、ＶＧＡ（ピン数）など）について教えてください。 

ＨＤＭＩに対応したプロジェクターを用意いたします。 

１１ 

幼稚園給食の献立 基本構想（概要）に幼稚園１０園（３歳児クラス含む）と

ありますが、計画に際して、小学校等と同じ献立、それと

も別献立での提供をお考えでしょうか。 

現状のとおり、１献立とします。 

１２ 

幼稚園給食の配食日数 基本構想（概要）に幼稚園１０園（３歳児クラス含む）と

ありますが、配食日数は、小学校等への配食日数とほぼ同

じと考えて宜しかったでしょうか。それとも、お盆や年末

年始を除いて提供するというお考えでしょうか。 

幼稚園の給食実施日は、学期の始まり、終わりの時期を考

慮していますが、小中学校と同時期に実施しています。令

和３年度給食実施計画における年間給食日数は、幼稚園

163日、小学校 186日、中学校 172日、特別支援学校 178

日となっています。 

１３ 

基本構想本編の情報提供 「赤穂市新学校給食センター整備の基本構想（概要）」の

本編の情報提供は可能でしょうか。 

概要版のみとさせていただきます。 



１４ 

実施要項 3ページ 

６（４）提出書類 

エ 業務実施体制 

提出書類、業務実施体制の説明において、「・記載実績に

ついての契約書写しを添付すること（記載実績の内容が確

認できる部分だけで差し支えないが、予定担当者が携わっ

たことが分かるようにすること）。」とありますが、予定

担当者が携わったことがわかるものとしては、契約書外の

業務実施体制表等でよろしいでしょうか。 

該当業務の業務計画書（実施体制）、テクリス等で証明す

ることも可とします。 

１５ 

実施要項 3ページ 

６（４）提出書類 

エ 業務実施体制 

1 業務実施体制（様式

５） 

欄外に「※外部協力会社がある場合は、別途記入するこ

と」とあります。これは様式５の中で担当技術者欄ならび

に業務実施の組織図欄において外部協力会社であることが

わかる表記を行うとの理解でよろしいでしょうか。 

ご推察のとおりです。 

なお、共同企業体（ＪＶ）で参加する場合は、「共同企業

体協定書」（任意様式）を企画提案書とともに提出してく

ださい。 

１６ 

実施要項 4ページ 

８（４）提出書類 

「提出書類については順に編綴すること」とあります。対

象とする提出書類はア～ウとの理解でよろしいでしょう

か。また、その際に副本８部の様式６は正本の写しでよろ

しいでしょうか。その際に提案者が判別できてしまいます

ので、提出者の所在地、商号又は名称、代表者職氏名なら

びに担当者連絡先欄は黒塗りを行えばよいでしょうか。 

提出書類はアから順にア～ウと編纂してください。 

副本８部の様式６は正本の複写としてください。 

様式に記載している項目については黒塗り等の必要はあり

ません。 

１７ 

実施要領 4ページ 

８（４） 

ウ 企画概要書（様式

７） 

企画提案書に関しては「文字のサイズ」、「提案者が判別

できるようなロゴ、社名等は記載しないこと」が規定され

ています。これは企画概要書（様式７）についても適用さ

れるとの理解でよろしいでしょうか。 

様式７については企画提案書の要約版と考えています。

「オ 企画提案書の書式」は適用しませんが、２ページ以

内に収まるよう記載してください。 

１８ 

実施要項 4ページ 

８（４）提出書類 

オ 企画提案書の書式 

ここでいう企画提案書とは、ウ 企画提案内容(任意様式)

のことでしょうか。 

また、その場合 10枚以内とありますが、表紙・目次は別

と考えてもよろしいでしょうか。 

ご推察のとおりです。 

枚数は、表紙・目次を含めて１０枚以内としています。 

プレゼンテーションに要する説明時間を２０分以内として

いるため、時間内で説明できるような企画提案書の内容と

してください。 



１９ 

実施要項 5ページ 

８（４）提出書類 

オ 企画提案書の書式 

企画提案書において、「提案者が判別できるようなロゴ、

社名等は記載しないこと。」とあります。以下の項目がこ

の制限に抵触するかお示しください。 

 ・担当者氏名 ・担当者実績 ・会社実績  

担当者氏名、担当者実績、会社実績については、実施要項

６（４）提出書類にて確認ができるものと考えますので、

企画提案書に記載の必要はありません。 

２０ 

実施要項 5ページ 

９（２） 

ウ プレゼンテーション

方法の変更 

企画提案内容を用いた「プレゼンテーションに係る動画デ

ータを提出」において、パワーポイント等のスライドを液

晶画面に映し、説明者が画面横で説明するような構図は許

可されるのでしょうか。 

ご推察のとおりです。 

なお、説明は企画提案書で届け出た管理技術者又は担当技

術者によるものとし、効果音、ＢＧＭ等の使用は行わない

でください。 

２１ 

実施要項 5ページ 

９（２） 

ウ プレゼンテーション

方法の変更 

提出する動画データのフォーマットと、記録媒体の指定が

あればお示しください。 

パソコンで再生できる仕様のＤＶＤを想定しています。 

２２ 

業務委託仕様書２ページ 

９（１） 

エ 建設候補地の状況把

握 

「市が提示する建設候補地」とありますが、おおよその提

示予定日程をお示しください。 

契約締結後、打ち合わせ初回時（令和３年７月頃予定）に

提示させていただきます。 

２３ 

業務委託仕様書２ページ 

９（１） 

エ 建設候補地の状況把

握 

｢周辺環境の影響など想定される問題点について抽出｣とあ

りますが、本業務に環境影響評価指針に準じた調査や評価

は含まれないとの理解でよろしいでしょうか。 

ご推察のとおりです。 



２４ 

同種業務、類似業務 

（様式５-１、５-２関連） 

同種業務、類似業務の各定義の記載がないように思われ

ますので、ご教示願います。 

「同種業務」とは、基本計画策定業務、民間活力等導

入可能性調査業務を、「類似業務」とは、整備改築等

アドバイザリー業務、整備運営モニタリング業務とし

ています。 

様式５-１及び５-２に記入する業務は、学校給食セン

ター整備に関するものとしてください。 

２５ 

企画概要書（様式７） 企画概要書（様式７）は２ページ以内に収めることとあり

ますが、企画概要書（様式７）が２ページに及ぶ場合は、

企画提案書（様式６）と同様にＡ４版両面印刷の書式とす

る理解でよろしいでしょうか。 

ご推察のとおりです。 

２６ 

実施要領 P３ 

６（４）提出書類 

業務実績調書と業務責任者・業務担当者の記載実績が同じ

ものの場合、契約書の写しの添付は１つでもよろしいでし

ょうか。 

ご推察のとおりです。 

２７ 

仕様書 P１ 

４ 計画施設概要 

建設候補地について、「市内の工業系用途地域または市街

化調整区域の用地を取得」とありますが、複数箇所候補が

あるということでしょうか。 

基本構想作成時に、市として建設候補地を数箇所選定して

います。 

２８ 

仕様書 P１ 

４ 計画施設概要  

建設候補地について、現段階の想定で構いませんので、用

地情報（敷地規模、用途地域、概ねの位置、住所）を、ご

教示いただけますでしょうか。 

基本構想作成時に、市として建設候補地を数箇所選定して

いますが、市有地以外の用地も含まれていますので、決定

業者に対し、用地情報を提示することとしています。 



 

 

２９ 

仕様書 P３ 

（３）会議等への運営支

援 

庁内会議（２回程度）の実施時期について、想定がござい

ましたら、ご教示ください。 

令和４年１月中旬頃から２月中までを想定しています。 

３０ 

その他 「赤穂市新学校給食センターの整備の基本構想」につい

て、概要以外に、本編のご提供いただけますでしょうか。 

概要版のみとさせていただきます。 

３１ 

事業手法について 

（仕様書９ク、基本構想

４） 

基本構想では事業手法について、整備は DB 方式、運営・

維持管理については従来方式とされています。一方、仕様

書では「公設公営方式（従来型）」「DB 方式」「DBO 方

式」「PFI（BTO）方式」について比較を行うこととなって

いますが、DB 方式＋従来方式を基本的に優先し、事業者の

希望等に応じて他の事業手法の採択の可能性もあるという

理解でよろしいでしょうか。 

基本構想で詳細検討の対象とした事業手法について、民間

活力等導入可能性調査を行い、その結果を庁内会議で多角

的に評価し、整備基本計画策定にあわせて最終決定するこ

ととしています。 

 

３２ 

同上 運営・維持管理部分の従来方式とは、貴市職員による調理

業務等の実施と理解してよろしいでしょうか。 

ご推察のとおりです。 


