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１．趣旨 

本実施要領は、裾野市（以下「市」という）が設置・運営する、裾野市立学校給食センタ

ー（以下「給食センター」という。）の調理業務を委託するにあたり、「安全安心でおいし

い給食」を提供するための十分な経験や衛生管理面でのノウハウを有する人材の配置ができ

る安定した給食運営が求められるため、委託事業者の選定にプロポーザル方式を採用し、事

業者のもつ専門的な技術や経験に基づいた業務提案を受け、それらの審査を行うことによ

り、最もふさわしい事業者選定を行うために、必要な事項を定める。 

 

２．事業の概要 

（１）業務名 

裾野市立学校給食センター調理業務委託 

（２）業務場所 

施設名 裾野市立学校給食センター 

所在地 静岡県裾野市深良2363 

（３）業務内容 

別紙「裾野市立学校給食センター調理業務委託仕様書」のとおり 

（４）契約期間 

令和５年８月１日から令和８年７月３１日まで（３年間） 

（５）契約上限額 

３年間 189,000,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（令和５年８月１日から令和８年７月３１日） 

地方自治法第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約 

 

３．応募事業者の条件等 

（１）応募資格 

応募事業者は、次の要件を全て満たしていることとします。 

① 裾野市の入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 

② 給食調理業務において、給食調理施設での受託実績を静岡県内で有し、かつ現在も該当

する施設での調理業務等を行っている者。 

③ 静岡県内に本社、支社、支店、又は営業所のいずれかを構え、運営管理拠点としての機

能を有していること。 

④  静岡県内の給食調理業務受託施設において、過去５年間に、食品衛生法（昭和22年法

律第233号）の規定による営業の停止処分を受けていない者。 

⑤ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167号の4の規定に該当しないこと。 

⑥ 公告日から契約締結日までにおいて裾野市から指名停止を受けていないこと。 

⑦ 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て、会社更生法（平

成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、破産法（平成16年法律第75号）に
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基づく破産手続開始の申立て、会社法（平成17年法律第86号）に基づく清算の開始又は会

社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成17年法律第87号）第64条の規定に

よる改正前の商法（明治32年法律第48号）に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなさ

れていない者であること。 

⑧ 破壊活動防止法（昭和27年法律第240号）の適用となる団体でないこと。 

⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に

規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行っていない者。また、裾野市が行う契約

からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく資格停止処分を受けていない者。 

⑩ 国税及び地方税を滞納していない者。 

⑪ 製造物責任法（平成6年法律第86号）に規定する損額賠償責任を履行するため、生産物

賠償責任保険に加入している者。また、契約締結時に学校給食業務代行保証に加入できる

者。 

（２）応募に関する留意事項 

 ① 提出された提案書等は、本プロポーザル手続きにおける契約の相手方の候補者の選定

以外の目的では使用しません。ただし、公文書開示請求があった場合は、裾野市情報公

開条例（平成28年裾野市条例第8号）に基づき取り扱うこととし、本プロポーザル手続き

における公開対象文書及び公開基準は下記のとおりとします。 

 【情報公開基準】 

対象文書 契約締結前 

契約締結後 

契約者に 

係るもの 

非契約者に 

係るもの 

提案事業者名 × ○ ○ 

参加表明書 × △ △ 

提案書 × △ × 

参考見積書 × △ × 

その他提出書類（会社概要、財務諸表等） × △ × 

評価結果 × △ △ 

業務仕様書、実施要領 ○ 

評価基準・配点 ○ 

選定委員名簿 × ○ 

  凡例） 〇：開示 △：部分開示 ×：非開示 

  （注1）「△：部分開示」とは、条例第７条に規定する不開示情報を除く開示をいう。 

  （注2）契約締結前は、条例第７条第５号の市の内部における審議、検討又は協議に関す

る情報に該当するため、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損

なわれるおそれがあるものは不開示とする。 

  （注3）辞退者に係る情報は含まない。 
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 ② 提出のあった提案書等は、評価を行う作業に必要な範囲において、複製を行うことが

あります。 

③ 応募事業者は、提案書の提出をもって実施要領等の記載内容を承諾したものとみなしま

す。 

④ 応募に関して必要な費用は、応募事業者の負担とします。 

⑤ 応募に関して使用する言語は日本語とし、単位は計量法（平成4年法律第51号）に定め

るものとし、通貨単位は円とします。 

⑥ 応募事業者から実施要領に基づいて提出される書類の著作権は、原則として書類の作成

者に帰属します。ただし、採用した提案書類等の著作権は、裾野市に帰属するものとしま

す。 

⑦ 提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権

利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負うものとします。 

⑧ 提出された書類については、変更できないものとし、またその理由にかかわらず返却い

たしません。 

⑨ 裾野市が提示する資料は、参加に係る検討以外の目的で使用することを禁止します。ま

た、この検討の範囲内であっても、裾野市の了承を得ることなく、第三者に対してこれを

使用させ、または、内容を提示することを禁止します。 

⑩ 提案書類提出日から委託事業者が決定されるまでの間に、次のいずれかに該当する場合

の応募は無効とします。 

（ア） 応募事業者が不渡手形又は、不渡小切手を出した場合 

（イ） 同一の参加事業者が複数の提案を行った場合 

（ウ） 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

（エ） 虚偽の内容が記載されている場合 

（オ） 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（カ） 著しく信義に反する行為があった場合 

（３）その他 

① 裾野市が提出する資料及び質問への回答書は、本実施要領等と一体のものとして、同等

の効力を有するものとします。 

② 本実施要領等に定めるもののほか、応募に当たって必要な事項が生じた場合には、応募

事業者に通知します。 

 

４．スケジュール 

事業実施のスケジュールは、以下のとおり。ただし、受付等は、午前8時30分から午後4

時30分までとし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日には行わな

い。 
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⑴  プロポーザル実施要領等の公表 令和５年２月１５日（水） 

⑵  施設説明会 令和５年２月２７日（月） 

⑶  質問書の受付期限 令和５年３月１日（水） 

⑷  質問の回答 令和５年３月８日（水） 

⑸  参加表明書の提出期限 令和５年３月１４日（火） 

⑹  参加資格審査結果の通知 令和５年３月２０日（月） 

⑺  提案書の提出期限 令和５年４月５日（水） 

⑻  一次審査結果通知 令和５年４月１２日（水） 

⑼  二次審査（プレゼンテーション） 令和５年４月２０日（木）予定 

⑽  審査結果通知・公表 令和５年４月２７日（木）予定 

 

５．参加手続 

（１）担当部署及び問合せ先 

裾野市教育委員会 教育総務課 裾野市立学校給食センター 

〒410-1102 静岡県裾野市深良2363 

TEL：055-992-6868 

FAX：055-992-5666 

電子メール：kyusyoku@city.susono.shizuoka.jp 

（２）応募書類の提出場所及び提出方法 

  ア 提出場所  （１）に同じ 

  イ 提出方法  持参又は郵送（郵送は当日消印有効） 

 

６．施設説明会 

（１）開催日時   令和５年２月２７日（月）午後２時から 

（２）集合場所   裾野市立学校給食センター 

（３）申込方法   参加を希望する場合は、令和５年２月２４日（金）午後４時までに参

加申込書（様式任意）に会社名、出席人数、連絡先を記載して５の

（１）記載の部署に提出すること。（FAX可。ただし、着信確認の電話

を行うこと。） 

（４）その他    参加者は、２名以内とし、調理室用白衣、帽子、マスク、調理室用履

物（汚染区域用と非汚染区域用の2種類）、１か月以内の保菌検査報告

書（コピー可）を持参してください。 

当日体調がすぐれない方、同居家族に新型コロナウイルス感染症の疑 

いのある方のご来場はお控えください。 

 

７．質問書の受付と回答 

mailto:kyusyoku@city.susono.shizuoka.jp


5 

 

（１）受付期限   令和５年３月１日（水）午後４時３０分まで 

（２）提出方法   様式第2号により給食センターへ電子メールで提出、表題は「裾野市立

学校給食センター調理業務委託への質問」としてください。 

（３）回答方法   質問への回答は裾野市ホームページに掲載し、個別には回答しませ

ん。ただし、参加資格要件に関する事項についてはその都度回答しま

す。 

 

８．参加表明書の提出 

（１）提出書類  参加表明書（様式第1号）及び添付書類 

（２）提出期限  令和５年３月１４日（火）午後４時３０分まで（郵送は、当日消印有

効） 

 

９．参加資格審査結果の通知 

参加条件を満たした申出者に通知します。 

（１）結果通知日  令和５年３月２０日（月） 

（２）通知方法   参加表明書に記載された連絡担当者に、郵便及び電子メールにより通

知します。 

 

10．企画提案書の提出 

（１）以下の書類を「３．問い合わせ・書類提出先」へ期限までに提出してください。 

① 提案書（様式第3号～第10号 ）正本1部  副本7部 

② 見積書（様式第11号）     正本1部 

③ 見積内訳書（第11号の2）   正本1部  副本7部 

（２）提出期限  令和５年４月５日（水）午後４時３０分まで（郵送は当日消印有効） 

※提出期限までに提出のない事業者は、プロポーザルの参加を辞退したものとします。 

（３）注意事項 

① 原則としてＡ４判、縦型、横書き、左綴じとしページ番号をつけるとともに、フラット

ファイルに編冊すること。ただし、会社の沿革及び組織についてはPR用のパンフレットで

も可とします。 

② 正本は、会社名入りとし、押印したものとします。（副本は社名を抜いてください。） 

③ 各様式において、枚数制限の範囲内で、評価項目について記載してください。 

④ 見積もり額が、「２（５）契約上限額」を超える場合、又は異常に少額であるなど、 

本委託事業の適正な履行に支障があると判断した場合には失格とする場合があります。 

⑤ 押印する印鑑は、実印（法務局が証明する代表者の印鑑）とする。 

⑥ 提出後の内容の変更及び追加、再提出、補正は認めません。 

⑦ 提出された書類は返却しません。 

（４）参加辞退届 
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参加表明書提出後に辞退をする場合は、参加辞退届（様式第１２号）を提出してくださ

い。 

 

11．提案書の審査 

裾野市立学校給食センター調理業務委託プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」と

いう。）において、下記「評価基準」に基づいて審査を行い、総合的に最も優れた事業者の

選考を行います。 

【評価基準】 

評価項目 評価の観点 評価方法 評価点 

ア 会社概要・

業務受託実績 

・企業の体制 

・給食調理業務受託実績 

・本施設運営管理に当たる運営管理

拠点 

・学校給食センター及び共同調理場

における、調理業務受託実績（県

内重点） 

様式第 4号 

様式第 5号 
10 

イ 学校給食に

関する基本的な

考え・提案 

・学校給食受託に対する運営方針、

取り組み姿勢 

・学校給食の専門性、安定供給に関

する実施方針、サービス水準 

様式第 6号 20 

ウ 業務等の実

施体制に関する

考え・提案 

・組織体制、業務責任者や食品衛生

責任者等の配置と作業内容に応じ

た人数配置 

・地域雇用促進に対する考え方 

・従事者の休暇や急な欠員等に対応

するための体制 

・受託決定から業務開始に向けての

準備に関する考え方 

・適切でわかりやすい作業工程表、

作業動線図の作成 

様式第 7号 40 

エ 衛生管理に

関する考え・提

案 

・衛生管理の考え方や対策 

・指導、管理体制の確保方策 

・従事者の健康管理の方法 

様式第 8号 30 

オ 危機管理に

対する考え・提

案 

・食中毒、調理事故、異物混入等発

生時の対処体制と防止策 

・アレルギー対応食への考え方 

様式第 9号 20 
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カ 調理等従事

者の教育に関す

る考え方 

・従事者に対する指導、研修計画等

の人材育成に対する考え方 

・受託決定から事業開始までの従事

者への指導・研修 

様式第 10号 10 

キ 見積金額 ・適正な経費負担内訳 

・ア～カを踏まえて妥当な価格のも

とに見積額が算定されているか 

様式第 11号 10 

価格評価点 

 配点（10点）×（最低見積価格/当該

見積価格）（小数点第３位切り捨て） 

 10 

合 計 150 

 

（１）一次審査 

審査委員会は、提案者が多数となった場合（概ね５社以上となった場合）は、提出された

書類により業務実績等を勘案し、二次審査参加者を概ね３社程度とする場合があります。 

（２）二次審査 

①プレゼンテーションの日時 

・日 時  令和５年４月２０日（木）開始時刻は別途連絡します。 

審査の順番は、提案書の受付順とします。 

・場 所  別途通知します。 

・時 間  プレゼンテーションとヒアリング含めて３０分程度（説明20分、質疑10分 

とします。 

・出席者  ３名以内 

・説 明  事業者の説明は提出した提案書に沿って行ってください。（追加資料は認め

ません）。プロジェクター、スクリーンは市が用意します。 

②候補者の選定方法 

 失格者を除いた者のうち、評価点が最も高い者を、契約の相手方となる候補者として選定

します。 

③失格事項 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

・プレゼンテーション開始時刻までに来場しなかったとき 

・提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

・本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

・審査の公平性を害する行為があったと市が認める場合 

・見積書の金額が、契約上限金額を超えているとき 

④辞退 

本プロポーザルを辞退する場合は、令和５年４月１９日（水）までに、プロポーザル辞退
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届（様式第12号）を提出してください。 

 

12．選定結果の通知・公表 

候補者選定後、プレゼンテーション参加者全員に選定又は非選定の結果を通知し、下記項

目については裾野市ホームページに公表します。 

（１）契約の相手方となる候補者の名称及び総合点 

（２）（１）以外の参加者の名称及び総合点 

 

13．契約手続 

（１）契約の相手方となる候補者として選定された者と裾野市との間で、業務内容、経費等

について調整を行った上で、協議が整った場合に、契約を締結します。 

（２）選定された候補者が特別な事情により契約を締結しない場合は、その理由を記載した

辞退届を提出してください。この場合において、次順位者を契約の相手方となる候補者と

します。 

 

14．その他 

（１）事業実施 

受託事業者は、業務の継続が困難となった場合又はその懸念が生じた場合は、速やかに市

に報告するものとし、その場合の措置は次のとおりとします。 

①事業者の債務不履行の場合 

事業者の責めに帰すべき事由により、債務不履行又はその懸念が生じた場合は、市は事業

者に対し修正勧告を行い、一定期間内に修復策の提出及び実施を求めることができます。事

業者が当該期間内に修復をすることができなかったときは、市は契約の解除及びこれにより

生じた損害賠償を請求することができることとします。 

②市の債務不履行の場合 

・市の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となったときは、事業者は契約を解除

できることとします。 

・前号において、事業者が契約を解除した場合、事業者は市に対し、これにより生じた損

害賠償を請求できることとします。  

③当事者の責めに帰すことのできない事由により継続が困難となった場合 

不可抗力又は事業者の責めに帰すことができない事由により業務の継続が困難となった

場合、市及び事業者双方により業務継続の可否について協議します。一定期間内に協議が

整わないときは、相手方に対する事前の通知により、市又は事業者は契約を解除できま

す。 

④当該業務における契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の3の規定による 

長期継続契約となるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契

約に係る発注者の歳出予算において減額または削除があった場合、発注者は、この契約を変
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更し、又は解除することができるものとします。その場合、受注者に損害が生じたときは、

発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負い、賠償額は、双方協議して定めるものとし

ます。 

（２）消費税の取り扱い 

法令等の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降は変動後の税率により計算

するものとします。 

（３）参加表明者が１者の場合は、本プロポーザル手続を中止することがあります。 


