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豊中市こども園給食調理業務(外部搬入)委託公募型プロポーザル 実施要領 

 

１．目的 

豊中市は、こども園給食の在り方としては「園児の健康及び安全は、園児の生命の保持と

健やかな生活の基本であり、幼保連携型認定こども園の生活全体を通して健康や安全に関す

る管理や指導、食育の推進等に十分留意すること」を基本とし、調理設備のないこども園に

外部搬入による給食を実施します。 

   今回、市内の対象こども園７園を公募型プロポーザル方式により給食調理業務(外部搬入)

事業者を募集・選定を行います。選定方法は、応募事業者からの提案書類をもとに、プレゼ

ンテーションを実施した上で総合的に評価し、安心・安全なこども園給食の調理業務を継続

して行うことができる最も優れた事業者を選定し、契約候補者とします。 

 

２．概要 

 （1）業務名 

豊中市こども園給食調理業務（外部搬入）委託 

 （2）履行期間 

 平成３０年（２０１８年）４月１日 ～ 平成３３年（２０２１年）３月３１日 

 給食開始日 平成３０年（２０１８年）４月 ２日  

 （３）委託業務 

 ① 業務内容 

A.  献立の作成、及び帳票等の作成 

B．アレルギー献立の作成及び帳票等の作成 

C．食数及びアレルギー食数の把握 

D．食材料の発注・受領・検収・保管 

E．給食調理及びランチボックスへの盛り付け 

F．ランチボックス等の配送・回収 

G．ランチボックス等の洗浄・消毒・保管 

H．残菜の処理 

I．給食の試食会等、豊中市が必要とする業務(定例会や食育に関する業務) 

J．前各号に付帯して必要な業務 

 ② 園数及び予定食数 

  こども園 ７園、最大想定食数 ８００食（平日１日当たりの７園の合計食数） 

  詳細は、別添資料１「豊中市こども園給食調理業務(外部搬入)委託仕様書」（以下「仕

  様書」）のとおり。 

 ③ 業務仕様 

 「仕様書」のとおり。 

なお、業務履行にあたっては、「仕様書」に記載の関連法令及び通知、条例等を遵守

すること。 
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 （４）見積上限額 

    １食あたり４２５円（消費税および地方消費税を除く） 

① 金額は、契約時の予定価格を示すものではありませんので留意ください。  

② 見積金額が市の見積上限額を超える場合は失格となるので注意すること。 

 

３．参加資格 

 （１）参加資格要件 

 参加事業者は、次の要件を全て満たすものとする。 

    A.  豊中市指名競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

    B． 現在、学校給食又は特定の人を対象とする集団給食の事業を営んでいること。 

    C． 食品衛生法第５２条に規定する「飲食店営業の許可（弁当屋の許可）」を保健所から

受けていること。 

    D.  過去３年間、食品衛生に関し行政処分を受けていないこと。 

     

 （２）失格要件 

前号の規定にかかわらず、次に掲げる条件のいずれかに該当する場合は、プロポーザ

ル参加資格を有しない。 

Ａ．地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する

者 

Ｂ．豊中市入札参加停止基準（平成７年６月１日制定）に該当する者 

Ｃ．清算中の株式会社である事業者について、会社法（平成１７年法律第８６号）に

基づく特別清算開始命令がなされている者 

Ｄ．会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続き開始の申立をして

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の

申立をしている者（ただし、手続き開始の決定を受けた者で、所定の手続きに基

づく再認定等を受けている場合を除く）。 

Ｅ．豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成２４年２月１日制定）に基づ

く入札参加除外措置を受けている者。 

Ｆ. 提出書類において虚偽の内容を記載したとき。 

  

（３）参加の取り消し 

応募書類の提出後、契約締結日までの間に、（１）の参加資格要件を満たさなくなった

場合、又は（２）の失格要件のいずれかに該当するようになった場合は参加を取り消し

ます。 
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４．スケジュール及び手続きの概要 

 （１）スケジュール 

内容 日程 

実施要領等の配布 平成 30 年(2018 年) １月１９日（金）～ ２月 ２日（金） 

質問書の受付 平成 30 年(2018 年) １月１９日（金）～ １月２４日（水） 

質問書への回答 平成 30 年(2018 年) １月２９日（月） 

参加意向申出書の受付 平成 30 年(2018 年) １月１９日（金）～ ２月 ２日（金） 

提案書類の受付 平成 30 年(2018 年) ２月 ５日（月）～ ２月１３日（火） 

工場等の視察 平成 30 年(2018 年) ２月 中旬 

プレゼンテーション 平成 30 年(2018 年) ２月２２日（木） 

選考結果の通知（発送） 

契約協議 
平成 30 年(2018 年) ３月 上旬 

   ※日程は全て予定です。 

 （２）手続きの概要 

 ① 実施要領等の配布 

 公募型プロポーザル実施要領等の資料を次のとおり配布します。 

【配布期間】平成３０年（２０１８年）１月１９日（金）～ ２月２日（金） 

【配布方法】豊中市ホームページに掲載 

 

 ② 質問書の受付 

【受付期間】平成３０年（２０１８年）１月１９日（金）～１月２４日（水）午後５時まで 

【提 出 先】豊中市役所 こども未来部こども事業課運営管理係 

kodomo-unei@city.toyonaka.osaka.jp 

TEL  ０６－６８５８－２２５５ 

【提出方法】様式１「質問書」を電子メールにて提出。 

提出日の翌日（土日祝除く）までに、受付確認の返信がない場合は未着

の恐れがありますので、電話連絡をしてください。 

【備 考】質問は簡潔明瞭に記入するとともに、質問が生ずる資料等の名称・ペー

ジも明記してください。 

    電話や来訪による受付及び受付期間外の受付は一切行いません。 

 

③ 質問書への回答 

【回 答 日】平成３０年（２０１８年）１月２９日（月） 

【回答方法】受付期間内に提出された質問及びそれに対する回答を、豊中市ホームペ

ージに掲載します。なお、評価等に係る質問には回答しません。 

【備 考】回答に対する、再質問の受付は行いません。 

 

 

mailto:hoikukanri@city.toyonaka.osaka.jp
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 ④ 参加意向申出書の受付 

【受付期間】平成３０年（２０１８年）１月１９日（月）～ ２月 ２日（金） 

【受付時間】午前８時４５分～午後５時１５分 

【提 出 先】豊中市役所第二庁舎３階 こども未来部こども事業課運営管理係 

（豊中市中桜塚３－１－１） 

【提出方法】様式２「参加意向申出書」を提出先へ持参 

郵送・ＦＡＸ・電子メールによる提出は無効です。 

【備 考】参加意向申出書の提出がなかった場合は、提案書類を提出されても受付

ません。 

 

 ⑤ 提案書類の受付 

【受付期間】平成３０年（２０１８年）２月５日（月）～ ２月１３日（火） 

【受付時間】午前８時４５分～午後５時１５分（２月１３日は午後５時が最終受付） 

【提 出 先】豊中市役所 第二庁舎３階 こども未来部こども事業課運営管理係 

（豊中市中桜塚３－１－１） 

【提出方法】指定の様式及び必要資料（７～９ページ参照）を指定された部数持参。 

郵送・ＦＡＸ・電子メールによる提出は無効です。 

【備 考】提案書類の提出がなかった場合は、参加の意思がないものとみなします。 

提出後に提案書類の内容を変更することはできません（軽微な修正を除く）。 

豊中市が必要と認める場合には、追加書類の提出を求めることがあります。 

 

５．審査・選定 

   具体的な審査は、こども園給食調理業務(外部搬入)委託事業者選定委員会（以下「選定委員

会」という）が下記表に基づいて行います。 

 

項目 

番号 
参考様式 審査項目 

審査及び

配点 
審査の視点 

１ 様式５ 事業実績 10 点 学校・集団給食についての十分な実績や評価 

２ 
様式 

６－１ 

業務受託 

への抱負 
10 点 

本市、給食の意義や役割の認識また、給食に対 

する意欲や熱意について 

３ 
様式 

６－２ 

食育への 

取組 
10 点 

こども園や園児へどのような取り組みが行え 

るか 

４ 
様式 

６－３ 

調理員等の

育成 
10 点 調理従事者の育成に力点が置かれているか 
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５ 

提案書類 

Ｅ 

様式 

６－４ 

給食調理 

体制 
１５点 

安定した給食調理体制であるか、多様な献立等

対応できる体制であるか 

６ 
様式 

６－５ 

衛生管理 

体制 
１５点 衛生管理や調理従事者の健康管理への取組み 

７ 
様式 

６－６ 

アレルギー

への取組 
１５点 どのようなメニューの対応ができるか 

８ 
様式 

６－７ 
配送体制 １５点 

給食配送をできるだけ短時間で行える体制で

あるか、車両の安全運行に向けた取組みがある

か 

９ 
様式 

６－８ 

危機管理 

体制 
１５点 危機管理に対する方針等、事例別の対応策 

１０  
サンプル 

（試作） 
１０点 

料理の味、料理に合った材料の切り方、彩り、

煮崩れ、出来上がり重量、栄養価等 

１１ 様式７ 見積価格 ２０点 見積予定価格に対しての価格の妥当性 

事務局 

審査 

提案書類 

Ｃ、Ｌ、M 
経営状況 

良・可・

不可 
経営状況・資金面について。 

事務局 

審査 

提案書類 

Ｅ 

様式 

６－４ 

調理施設・ 

設備 

良・可・

不可 
給食調理に適した施設・設備であるか 

 

上記表のうち、「経営状況」「調理施設・設備」の項目についてはこども園給食調理業務の

確実な実施のため、事務局審査とし、良・可・不可で審査します。 

項目番号１～４、１０には１０点、項目番号５～９には１５点を配点し、提案書類の内容

及びプレゼンテーションによって審査を行い、５段階で評価します。評価基準は次の通りで

す。 

「Ａ」：提案内容が、実施要領の記載内容・仕様等を満たし特に優れたもの。 

「Ｂ」：提案内容が、実施要領の記載内容・仕様等を満たし優れたもの。 

「Ｃ」：提案内容が、実施要領の記載内容・仕様等を満たしているもの。 

「Ｄ」：提案内容が、実施要領の記載内容・仕様等を満たしているが、業務運営上軽微な 

支障がある。 

「Ｅ」：提案内容が、実施要領の記載内容・仕様等を満たしておらず、業務運営上重大な 

支障がある。 
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項目番号１１には２０点を配点し、様式７「見積書」の見積金額に応じて段階的に評価し

ます。 

事務局審査について「良又は可」評価であり、かつ項目番号１～１１の合計点が最も高い

事業者を、最優秀提案事業者とし、契約候補者として選定します。 

但し、項目番号１～１１の合計点数が７５点未満の場合は最優秀提案事業者としません。 

   また、項目番号１～１１の最高点が最も高い者が同点数で２者以上存在する場合には、事

務局審査項目で「良」評価がある事業者を最上位とします。事務局審査項目も同点の場合、

項目番号５～９の合計点が高い事業者を最上位とします。 

   

 

６．契約保証金 

   契約にあたっては、契約書の発注上限額に応じた契約保証金又は、履行保証保険への加入

が必要となります。 

   なお、豊中市財務規則第１１０条の規定により免除となる場合があります。 

 

７．工場等の視察 

選定にあたり、事務局による豊中市職員が工場等の視察を実施します。 

工場の視察等は次のとおり行います。 

【日 程】平成３０年（２０１８年）２月中旬 

【備 考】工場内の衛生管理のため、必要な白衣等を視察人数分用意すること。 

      詳細については、提案書類提出事業者に別途通知します。 

 

8．プレゼンテーション 

参加事業者によるプレゼンテーションを次のとおり実施します。 

【日 程】平成３０年（２０１８年）２月２２日（木） 

【場 所】豊中市役所第二庁舎３階 大会議室（西） 

  （豊中市中桜塚３－１－１） 

【備 考】１社あたりの提案時間を１０分以内とし、その後、選定委員からの質疑応答

時間１０分を行います。 

説明及び質疑への回答は、契約を履行する際に業務責任者となる予定の者が

行うこと。出席者は３名までとする。 

なお、当日に給食サンプルを試食用として午前１１時３０分までに用意し、

別途提出すること。詳細については、提案書類提出事業者に別途通知します。 

 

 

９．結果通知 

選定結果は、参加事業者へ平成３０年（２０１８年）３月上旬に書面で発送します。 
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１０．公表 

次に掲げる事項を豊中市ホームページに公開します。 

Ａ．契約候補者名 

Ｂ．参加事業者名 

   Ｃ．契約候補者と参加事業者の評価 

     なお、候補者及び事業者名と評価は、それぞれの対応関係が明らかにならない形での

公表とする。 

 

 

１１．契約締結 

   契約候補者に対して、平成３０年（２０１８年）３月上旬に契約締結の協議を行うものと

する。 

 

 

１２．備考 

Ａ．本件の参加に係る経費は、全て参加者の負担とする。 

提案書類に含まれる特許権・実用新案権・意匠権・商標権その他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業務の手法、維持管理方法、運営

方法等を使用した結果生じる責任は、全て参加者の負担とする。 

Ｂ．本件の参加において、企業連合といった２社（者）以上の事業者で構成される事業体

での参加は受け付けません。 

Ｃ．受託者は委託業務の全部を一括して第三者に再委託してはならない。 

また、業務の一部を他人に請け負わせるときは、別添資料 1「仕様書」に記載の関連法

令及び通知、条例等を遵守できる者に対してのみ、再委託をすることができます。 

ただし、必要に応じて再委託者の情報を求める場合があります。 

Ｄ．現在、豊中市のこども園給食を担う予定の調理施設・設備・運搬車両がない場合は、

市が指定する期限までに提出書類のとおり整備等を完了してください。完了の見込み

がないと認められる場合には、契約を解除します。 

Ｅ．本件に係る情報公開請求があった場合には、情報公開制度に基づき提出書類を公開し

ます。 

Ｆ．提出書類の際、追加資料を求められた場合には提出してください。 

Ｇ．本件については、長期継続契約です。よって、翌年度以降の歳入歳出予算の減額又は

削除があった場合、契約を解除することができるものとする。 

 

 

１３．提案書類 

Ａ．誓約書（様式３） 

Ｂ．提案書（様式４） 

Ｃ．会社概要（様式５）項目ごとに１ページ以内で作成の事。 
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Ｄ．企画書（様式６） 

Ｅ．添付図面等 

（１）図面 

   ａ：調理施設及び設備の配置平面図（室名・設備名を明記。サイズはＡ３版） 

    ｂ：図面は折り畳みＡ４版縦に揃えてください。 

    ｃ：図面には食材及び食器の搬入経路、従業員の入退室経路を明記してください。 

    ｄ：作業動線図＝肉・魚・卵を含む献立及び調理方法を明記し、肉・魚・卵・野菜の

  動線を記入。また、卵については除去食及び代替食の動線図も明記

  してください。(サイズはＡ３版） 

 作業工程表＝任意で選んだ給食日の普通食とアレルギー食の作業工程表を明記

  してください。 

（２）写真 

 施設内外の主な部分を撮影した写真をＡ４版縦の用紙５枚程度に貼り付けてくださ

い。主な撮影箇所は、下記ａ、ｂを参考にしてください。 

 ａ：施設外＝駐車場、食材搬入口から検収場に至る部分、調理場への出入り口(人)、

    給食の搬出口、返却口、残菜や厨芥置き場、段ボール･缶等の置き場等。 

 ｂ：施設内 

  施設：検収場、下処理室、調理室、アレルギー室、炊飯室、冷凍冷蔵室、冷却

    室、盛付室、洗浄室、食器保管室、調味料等倉庫、米保管庫等エリア 

  設備･機器：水槽、保存食用冷凍庫、冷凍冷蔵庫、真空冷却機等冷却設備(ご飯用、

  おかず用の用途別)、洗米機、回転釜、スチームコンベクションオーブ

  ン、フライヤー等 

Ｆ．見積書（様式７） 

（１）見積金額には、１食あたりの見積単価（食材料費、諸経費等内訳）を記入するこ

  と 

（２）消費税抜きの見積金額を記入すること 

（３）見積金額が市の見積上限額を超える場合は失格となるので注意すること 

Ｇ．保健所が発行する飲食店営業の許可証の写し 

Ｈ．食品衛生監視票の写し 

Ｉ．HACCP の導入(認証取得)、もしくは ISO22000 や、ISO9001、ISO9001+HACCP、

  大阪版食の安全安心認証制度｢基準 A｣等の認証証明書 

Ｊ．登記全部事項証明書 

Ｋ．定款・寄付行為・その他事業の目的・組織・業務の執行等を示す書類 

Ｌ．決算書類 

提出日を含む事業年度前３ヶ年度に係る事業者の「貸借対照表」「損益計算書」「法人

税の確定申告書の控えの写し（確定申告の際、確定申告書に添付したすべての書類を

含みます）」。 

決算期前後に生じた会社の状況に関する重要な事実がある場合には、それを記載した

書類。 
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Ｍ．納税証明書 

提案書類提出日が属する年度の直前の事業年度の国税納税証明書「その３の３」（法人

税と消費税及び地方消費税） 

法人都道府県民税納税証明書 

 

【備考】 

「Ｂ」～「Ｆ」の書類は順番のとおり１部毎にファイリングしてください。 

提出部数は、全ての書類について正本を１部ずつ、「Ｂ」～「Ｆ」は副本を 10 部ずつとし

ます。 

提出された書類は返却しません。 

提案書類の著作権は事業者に帰属しますが、市は提出された書類について、特に提案事業

者の許可を得ず、無償で公表、使用することができることとします。 

 

１４．資料・様式 

資料１「豊中市こども園給食調理業務(外部搬入)委託仕様書」 

 資料２「豊中市こども園給食衛生管理基準」 

様式１「質問書」 

様式２「参加意向申出書」 

様式３「誓約書」 

様式４「提案書」 

様式５「会社概要」 

様式６「企画書」 

様式７「見積書」 

参考資料「こども園給食帳票様式例」 


