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１． 趣旨（目的） 

 富士川町では、児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスの摂れた給食の提

供はもとより、生きた教材として食育に努めるなど、教育活動の一環として取り組んで

きた。 

 しかし、町内５つの小中学校における給食施設は、老朽化に加え、学校給食衛生管理

基準で示す「ドライ方式」での調理方法に適合されていないことから、学校給食センタ

ーの建設を決定した。 

 このような中、学校給食センターの運営にあたっては、民間のノウハウや専門性、柔

軟性が期待できる給食調理等業務の委託化により、より良い学校給食の実現が期待でき

ると考え、施設建設を契機に業務の民間委託を行うこととした。 

 本業務の実施にあたっては、衛生管理の徹底や食物アレルギーへの的確な対応など、

より安全で衛生的な給食を提供できる技術と知識を兼ね備えた事業者を募集し、公募型

企画提案（プロポーザル）方式により、受託者を選考、決定する。 

 

 

２． 企画提案の概要 

（１） 業務名称 

   富士川町学校給食センター調理等業務委託 

（配送先 増穂小学校、増穂南小学校、鰍沢小学校、増穂中学校、鰍沢中学校） 

（２） 対象の施設等 

施設名 富士川町学校給食センター 

所在地 南巨摩郡富士川町小林地内 

建築年月 令和２年７月 

建物構造 鉄骨２階建て 

システム ドライシステム 

調理品目 副食１献立制（概ね３～４品／日） 

炊飯、アレルギー対応調理あり 

配送校の数 小学校３校、中学校２校 

調理食数（予定） 約１，３００食／日 

調理稼働日数 約２００日／年（通年の場合） 

給食開始予定 令和２年８月下旬 

【参考】 

配送車（２台） 

 

ＡＴ１台・ＭＴ１台、２ｔトラック架装付き 

ワイドキャブ、セミロングボディー 
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３． 委託内容等 

（１） 委託業務内容 

   別紙「富士川町学校給食センター調理等業務委託仕様書」（以下「仕様書」とい

う。）に記述する業務及び提案に基づいた内容の業務とする。 

   なお、提案記述内容に基づき提出されるものについては、提案内容及び価格に含

まれるものとする。 

 

（２） 履行期限 

   令和 2 年 8月 1日から令和 5 年 7月 31 日まで 

   （令和 2年度は、学校給食センター完成後の夏休み明けから給食実施とする） 

 

（３） 提案上限額（消費税相当額を含まない 3年間の総額） 

    ￥ １７２，６２０，０００ 円 （税抜） 

提案価格書を提出する際、提案上限額を超える場合は失格とする。 

    ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を

示すものであることに留意すること。 

 

（４） 実施スケジュール 

   事業実施スケジュールは以下のとおりとする。受付等は土曜日・日曜日及び国

民の休日に関する法律に規定する休日は行わない。 

年 月 日 内   容 

令和 2年 1月 27 日（月） 企画提案実施要項等の公表及び交付 

令和 2年 1月 28 日（火） 

    ～2 月 7 日（金） 
実施要項等に関する質問の受付 

令和 2年 2月 13 日（木） 質問に対する回答期限 

令和 2年 2月 14 日（金） 参加表明書等提出期限 

令和 2年 2月 17 日（月） 

    ～3 月 6 日（金） 
提案書類等の受付期間 

令和 2年 3月 9日（月） 

    ～3 月 18 日（水） 
資格審査及び第１次審査 

令和 2年 3月 19 日（木） 資格審査及び第１次審査に関する結果の通知 

令和 2年 3月 26 日（木） 第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 

令和 2年 3月 31 日（火） 第２次審査に関する結果の通知（予定） 

令和 2年 4月上旬 優先及び次点交渉権者の決定（予定） 

令和 2年 4月中旬 優先交渉権者との打合せ（予定） 

委託事業者の決定～ 

令和 2年 8月調理開始まで 
業務開始準備 

※公表及び交付については、ホームページに掲載する。 
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（５） 参加資格要件 

  本企画提案に参加できる事業者は、以下の全ての項目を満たすものとする。 

① 法人格を有し、本委託業務を円滑に遂行できるよう安定的かつ健全な財政能力

を有していること。 

② 1 日 1,500 食以上で、アレルギー対応を実施している学校給食センターの受託

実績を有し、かつ現在も該当する施設での調理等業務契約を締結していること。 

③ 山梨県内において、学校給食の受託実績を有し、かつ現在も該当する施設での

調理等業務委託を締結していること。 

④ 富士川町入札参加資格者名簿に登載されていること。 

⑤ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4の規定のいずれにも

該当しないこと。 

⑥ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき、会社更生手続き開始の申立

て又は、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき、再生手続き開始の申

立てがなされていないこと。 

⑦ 富士川町暴力団排除条例（平成 24 年条例第 15 号）に規定する暴力団員等でな

いこと。 

⑧ 富士川町から指名停止を受けていないこと。 

⑨ 租税を完納していること。 

⑩ 製造物責任法（平成 6 年法律第 85 号）に規定する損害賠償責任を履行するた

め、生産物賠償責任保険に加入又は加入することが可能な者であること。 

⑪ 学校給食法のほか学校給食関係法令等を熟知し、学校給食の趣旨を十分に理解

するとともに、文部科学省の「学校給食衛生管理基準」及び厚生労働省の「大量

調理施設衛生管理マニュアル」を遵守した業務が遂行できること。 

⑫ 過去 2年以内に学校給食業務について、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）

に基づく営業停止の処分を受けていないこと。ただし、当該処分後の対応、改善

策に関する書面等により、適正な食品衛生対応の確認ができる場合は除く。 

 

（６） 参加資格要件確認基準日 

   富士川町が参加表明書（様式２）を受理した日から、本業務受託事業者と委託契

約締結する日までとする。 

 

（７） 本プロポーザル関係書類の公表、交付 

  ① 公募型プロポーザル実施要項（本資料） 

  ② 各種様式 

  ③ 仕様書 

  ④ 施設平面図及び厨房機器一覧 

  ⑤ アレルギー対応ガイドライン概要版 

 

（８） 質問の受付  
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  受付期限：令和 2年 2月 7 日（金）午後 4 時まで 

  受付方法：質問書（様式１）に内容を簡潔にまとめて記載し、下記件名を付して電

子メール又はファックスにより提出すること。 

  （メール・FAX 送信後は着信確認のため、必ず電話連絡を行うこと） 

  件  名：「学校給食センター調理等業務委託質問（貴社企業名）」 

  E - m a i l：kyouiku@town.fujikawa.lg.jp 

  F A X：０５５６－２２－５３９２ 

  宛  先：富士川町教育委員会 教育総務課 総務学校担当 

  回答期限：令和 2年 2月 13 日（木） 

       質問に対する回答は、富士川町のホームページ上で公表する。 

        なお、電話及び口頭等の個別対応はしない。また無用な混乱を招くこ

とが危惧される時は、質問に回答しないことがある。 

 

（９） 提出書類等 

  ① 参加表明に関するもの 

※添付書類の会社概要、契約書(写)、貸借対照表及び損益計算書は、１部提出とする。 

様  式 名   称 提出部数 添付書類等 

様式２ 参加表明書 １部  

様式２-１ 会社概要等整理表 １部 会社概要のパンフレットを添

付すること 

様式２-２ 学校給食調理等業務受託

実績 

（過去２年程度の契約実

績、学校給食ｾﾝﾀｰ調理等業

務の新規開業実績及び山梨

県内契約実績を記載） 

１部 ･参加要件②該当の「学校給食

調理業務」契約書の写（直近の

もの１箇所） 

･参加要件③該当の「学校給食

調理業務」契約書の写（該当契

約すべて） 

様式３ 誓約書 １部  

 法人市町村民税の納税証

明書（直近２か年分） 
１部 

本社所在地の地方自治体が発

行する証明書 

 財務状況を示した書類 １部 企業単体の貸借対照表及び損

益計算書（直近１期分） 

    提出期限：令和 2年 2月 14 日（金）午後４時（郵便の場合も同様） 

    提 出 先：富士川町教育委員会 教育総務課 総務学校担当 

         〒400-0601 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢 1639-1 

提出方法：持参又は郵便（郵便の場合は簡易書留又はﾚﾀｰﾊﾟｯｸﾌﾟﾗｽ） 

持参の場合は平日午前 9 時～午後 5 時までとし、最終日は午後４時

までとする。 



5 

 

② 企画提案に関するもの 

 

企画提案書等は次によって、提出すること。 

    提出期限：令和 2年 3月 6 日（金）午後 4時（郵便の場合も同様） 

    提 出 先：富士川町教育委員会 教育総務課 総務学校担当 

         〒400-0601 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢 1639-1 

    提出方法：持参、郵便（郵便の場合は簡易書留） 

         持参の場合は平日午前 9時～午後 5時までとし、最終日は午後４時

までとする。 

 

  ※各提案書及び見積書はフラットファイルに綴じて提出すること。 

様 式 書類名及び説明 提出部数 

様式４ 企画提案書 正本１部 

副本（ｺﾋﾟｰ）12 部 

様式 4-1 業務実績（学校給食調理業務受託実績） 
13 部 

様式 4-2 企業理念に関する提案  〃 

様式 4-3 業務運営や実施体制に関する提案  〃 

様式 4-4 従事者や人員配置に関する提案  〃 

様式 4-5 衛生管理体制に関する提案  〃 

様式 4-6 危機管理体制に関する提案  〃 

様式 4-7 開設準備及び研修計画に関する提案  〃 

様式 4-8 アレルギー食対応に関する提案  〃 

様式 4-9 食育の充実と学校行事との連携に関する提案  〃 

様式 4-10 配送業務を担う他社との連携及び協力体制に関す

る提案 
 〃 

様式 4-11 その他（これまでの様式では触れることが出来な

かった PR 事項、特に PR したい事項（再掲可）） 
 〃 

様式５ 提案価格書 

※費用の算出は、令和 2 年 8月以降、36 か月の

総額（消費税別途）を記載すること 

正本１部 

副本（ｺﾋﾟｰ）12 部 

様式 5-1 提案価格内訳書（各年度１部） 

※年度毎に人件費、保健衛生費等の項目別の積

算内訳を記述すること 

13 部 
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   注意事項：Ａ）Ａ４版、縦型、横書き、左綴じ、片面印刷で作成すること。 

       Ｂ）正１部、副１２部（コピー）合計１３部、提出すること。 

       Ｃ）各様式とも枚数制限の中で各項目の記載をすること。 

       Ｄ）提案価格は提案上限額の範囲内（３年間分の総額）とする。 

       Ｅ）提案価格書に記載する委託料の金額には、消費税及び地方消費税 

を含めずに記載すること。 

       Ｆ）見積内容は提案書等と同一内容とし、仕様書に基づき作成すること。 

 

 

４． 選定について 

   提案書等の審査を厳正かつ公平に行うため、富士川町学校給食センター調理等業

務委託候補者選定プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置

し、審査・選定を行い、総合的に最もすぐれた事業者の選定を行うこととする。 

（１） 第 1 次審査（書類審査） 

   審査委員会は、企画提案書等に記載された内容、提案価格書及び会社概要等につい

て、審査・採点を行い、得点の高い事業者を５社程度選定する（ただし、応募事業

者が５事業者に満たない場合はこの限りではない）。結果は応募事業者全てに書面

にて通知する。 

   なお、次の項目に該当する内容が確認された場合には、この時点で失格とする場

合がある。 

    ・提案書全体について、同一項目に対する２通り以上の提案や項目間の矛盾が

生じている場合。 

     ・提案書全体が様式集に沿った構成になっていない場合。 

    ・見積額が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。 

 

（２） 第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 

   審査委員会は、第１次審査において選定された応募事業者を対象に、１事業者ず

つプレゼンテーション及びヒアリングを行い、審査基準によって採点し、総合評価

点で最も優れた企画提案者を優先交渉権者として選考する。また、次点交渉権者も

併せて選考する。 

  ① 第２次審査（プレゼンテーション）の日程等 

・日 時：令和 2年 3月 26 日（木） 

   ・場 所：富士川町教育委員会（富士川町教育文化会館）会議室 

       山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢 1639-1 電話 0556-22-5361 

・時 間：プレゼンテーション 20 分、ヒアリング 15 分の計 35 分程度とする。 

（別途、準備等に１社あたり５分程度割り当てる） 

  また、参加事業者の入替は 10 分間の休憩時間に行うこと。 

・出席者：３名までとする。 
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・その他：ＰＣ等を使用する場合は、各自準備すること。プロジェクター及びス

クリーンは町で準備する（それ以外の物品等は各自で準備すること）。 

ＰＣのプロジェクターの環境及び第２次審査の時間等は別途案内する。 

 ② プレゼンテーションの順番は、書類の受付順とする。 

 ③ 企画提案書の内容に基づき説明を行ったのち、審査委員会においてヒアリング

を行う。結果は応募事業者全てに書面にて通知する。 

 

（３）応募事業者（受託者）選定審査基準 

評価項目 評価の観点 評価対象 備 考 

業務実績 ･学校給食センター調理等業務の受託数及び

年数の実績など 

様式 4-1 枚数２枚 

以内 

企業理念 ･学校給食の意義や理解度、運営方針や取組

姿勢 

様式 4-2 枚数１枚 

以内 

業務運営や

実施体制 

･学校給食の専門性、安定的な実施方針 

･サービス水準、町や学校等との連絡体制 

様式 4-3 枚数２枚 

以内 

従事者や人

員配置 

･調理等業務の配置人数や組織体制 

･責任者や配置者の資格、経験内容 

･従事者の採用基準や地域雇用、現在の調理

員の継続雇用の考え方 

･代替者の研修と確保等 

様式 4-4 枚数２枚 

以内 

衛生管理体

制 

･調理等業務の安全への取組、衛生管理対策

や考え方 

･衛生管理の指導と検査体制                                                                                                                             

･従事者の健康管理体制 

様式 4-5 枚数２枚 

以内 

危機管理体

制 

･食中毒や異物混入防止対策と発生時の体制 

･不測の事態が発生した際の対処方法や給食

の提供体制 

･災害時対応（勤務時間及び休日） 

･PL 保険等、損害賠償保険への加入  

                                                                                                          

様式 4-6 枚数３枚 

以内 

開設準備及

び研修計画 

･開設準備計画と調理員のトレーニング計画 

･開設後の調理員への教育や研修指導 

 

様式 4-7 枚数３枚 

以内 

アレルギー

食対応 

･アレルギー対応食の調理実績 

･業務や調理実施体制と事故防止対策 

様式 4-8 枚数２枚 

以内 

食育の充実

と学校行事

との連携 

･学校給食における食育の役割認識と食育の

充実に向けた取組実績 

･学校行事への協力体制 

様式 4-9 枚数２枚 

以内 
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（４） 優先交渉権者の決定 

   富士川町は、審査委員会にて選定された結果を踏まえ、評価点が最も高い事業者

を優先交渉権者とし、仕様並びに価格等を協議のうえ、随意契約の交渉を行う。 

優先交渉権が契約を締結しない場合は次点交渉権者とし、その後は評価点の高い

事業者から順に契約交渉を行い、合意に達した事業者と契約を締結する。 

 

（５） 選定委員、関係職員との接触の禁止 

   参加を予定する事業者及び提案者は、選定委員、関係職員と本件提案についての

接触（質問等、正当な行為を除く）を禁ずる。接触の事実が認められた場合には、

失格とする場合がある。 

 

（６） 再募集 

   審査の結果、適切な候補事業者がないときは、「適切な候補事業者なし」として、

再選定を行う場合がある。 

 

 

５．提案書等に関する条件 

（１） 遵守法令等 

  ① 学校給食法、食品衛生法、労働基準法等の労働関係法令、その他関連法規等 

  ② 学校給食衛生管理基準（文部科学省）、大量調理施設衛生管理マニュアル（厚

生労働書）、その他関連要項等 

（２） 履行の確認及び委託料の支払い 

  ① 委託料は、令和 2年 8 月分を初回として、月ごとに支払する。 

  ② 受託事業者は、委託業務完了報告書を提出し、富士川町による業務履行確認を

評価項目 評価の観点 評価対象 備 考 

配送業務と

の連携 

･配送業務を担う他社との連携及び協力体制

の考え方 

様式 4-10 枚数１枚 

以内 

その他 

 

･様式 4-1～様式4-10では触れることが出来

なかった PR 事項、特に PR したい事項（再掲

可） 

様式 4-11 枚数１枚 

以内 

提案価格書 ･費用は、令和２年８月以降、36 か月の総額

（消費税別途）を記載されているか 

･上限の超過、異常に少額など、適正な履行

への支障がないか 

様式５ 

 

提案価格内

訳書 

各年度１部 

※年度毎に人件費、保健衛生費等の項目別の

積算内訳を記述すること 

様式 5-1 
枚数１枚 

各年度 
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経た上で、当該月分の委託料を富士川町に請求することができるものとする。な

お、富士川町が事業者に支払う月の委託料は、各年度委託契約金額をその年度の

契約月数で除した額（端数が生じた場合は 3月分で調整）とする。 

  ③ 富士川町は、所定の当該支払請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、

委託料を支払うこととする。 

 

（３） 事業実施に関すること 

   委託事業者は、業務の継続が困難になった場合、又はその懸念が生じた場合は、

すみやかに富士川町に報告するものとし、その場合の措置は次のとおりとする。 

  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に

は、富士川町は事業者に対して修正勧告を行い、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ることとする。事業者が当該期間内に修復をすることが

できなかった時は、富士川町は契約の解除及びこれにより生じた損害賠償を請求

できることとする。 

  ② 富士川町の債務不履行の場合 

   ・富士川町の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった時は、事業

者は契約を解除できるものとする。 

   ・前号において、事業者が契約を解除した場合、事業者は富士川町に対し、これ

により生じた損害賠償を請求できるものとする。 

  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、富士川町及び事業者双方により業務継続の可否について協議

する。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、

富士川町及び事業者は解除できるものとする。 

 

 

６．その他 

（１） 応募事業者は参加表明書及び提案書の提出をもって、実施要項の記載内容を承

諾したものとみなすこととする。 

（２） 企画提案書の作成・提出、ヒアリングの参加等に要する一切の経費は、企画提

案者の負担とする。また、提出資料の返却は行わない。 

（３） 提出資料の著作権者は応募事業者に帰属する。ただし、富士川町がこの事業に

関し必要と認める場合は、提案書の全部又は一部を無償で使用できるものとする。 

（４） 提出書類の作成のために富士川町から受領した資料は、富士川町の許可なく使

用してはならない。 

（５） 質問への回答書及び富士川町の提供資料は、本実施要項等と一体のものとして、

同等の効力を有するものとする。 

（６） 参加表明書提出後、企画提案への参加を辞退する場合は、指定の辞退届（様式



10 

 

６）により、不参加表明を企画提案書の提出期限内に、参加表明の提出先（事務局

宛て）へ直接提出すること。 

（７） 企画提案に関する提出書類の変更、差し替え又は再提出は原則認めない。ただ

し、富士川町が認めた場合はこの限りではない。 

（８） 次のいずれかに該当する参加は無効とする。 

  ① 参加資格要件に適合していない場合 

  ② 参加表明書等に虚偽の記載をした場合 

  ③ 企画提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていなかった場合 

④ ２通以上の書類提出をした場合 

⑤ 著しく信義に反する行為があった場合 

（９） この要項に定めるもののほか必要な事項は、別途に定めることとする。 

 

 

７ 事務局 

  この選定に関する事務局は、次のとおりとする。 

 

  富士川町教育委員会 教育総務課 総務学校担当 

  〒 400-0601 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢 1639-1 

電話 0556-22-5361   FAX 0556-22-5392 

 


