
尼崎市立学校給食センター整備運営事業 特定事業の選定 

尼崎市は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年

法律第１１７号）第７条の規定に基づき、尼崎市立学校給食センター整備運営事業を特定事

業として選定したので、同法第１１条第１項の規定により、特定事業の選定にあたっての客

観的評価の結果を公表する。 

なお、平成３１年４月２３日に公表した実施方針及び要求水準書（案）で定めた本事業の

事業名「（仮称）尼崎市立学校給食センター整備運営事業」は、本特定事業の選定の公表を

もって「尼崎市立学校給食センター整備運営事業」に変更する。 

令和元年６月２６日

尼崎市長 稲村 和美
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１ 事業概要

（１）事業名

尼崎市立学校給食センター整備運営事業 

（２）公共施設の管理者

尼崎市長 稲村 和美 

（３）事業の目的

尼崎市（以下「市」という。）では平成３０年１１月に改定した「尼崎市中学校給食基本計画」

（以下「基本計画」という。）に基づき、給食センター方式による中学校給食を実施することと

した。 

本事業は、本給食センターの整備・運営について、「民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律」（平成１１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基

づき実施するものであり、民間の技術力、経営能力及び資金を活用し、献立作成や食材調達を

行う市と連携することで、より良質で効果的な学校給食の提供を行うことを目的とする。 

（４）中学校給食の基本理念と基本的な方向性（基本計画より）

ア 中学校給食の基本理念 

成長期にある生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた給食を提供すること

により、健康の保持増進、体位の向上を図るとともに、学校給食を生きた教材として活用し

ながら食育の推進に取り組むことにより、食生活に対する正しい理解と望ましい食習慣を身

に着けることを目指す。 

イ 中学校給食の基本的な方向性 

（ア）完全給食※１及び全員喫食の実施 

・栄養バランスのとれた給食を提供するとともに、望ましい食習慣を形成し、生徒の

健全な心身を育むため、完全給食を実施する。 

・同じ献立を同じ環境で食べることにより、生徒間のコミュニケーションを深めたり、

統一的な食育指導ができるといった教育的意義を踏まえ、全員喫食により実施する。 

（イ）安全・安心な給食の提供 

・衛生面への配慮を重視し、学校給食衛生管理基準やＨＡＣＣＰ※２の概念に基づく高い

衛生基準による施設整備・運営を行い、安全管理や衛生管理の徹底を図る。 

・食物アレルギーを有する生徒も含め、全ての生徒が給食時間を安全に過ごせるよう、

食物アレルギー疾患対応マニュアルを整備し、誤配食防止等、安全に配慮する。 

（ウ）適温による給食提供 

・おいしい学校給食を実施するため、温かいものは温かく、冷たいものは冷たく喫食

できるよう、適温提供する。 

（エ）食育の推進 

・生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を習得することができるよう、中学校

給食を生きた教材として活用する。 
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・食生活が自然の恩恵の上に成り立ち、食に関わる人々の様々な活動に支えられている

ことなどに理解を深めるとともに、感謝の心を育成する。 

（オ）学校運営・教育環境への影響の軽減 

・中学校給食の実施に伴う学校運営や教育環境への影響をできる限り軽減するよう配慮

する。 

・教職員の負担軽減や不安解消を図るための取り組みを進める。 

（カ）円滑な導入 

・学校給食法に基づき実施する中学校給食として、公平性を重視しつつ、可能な限り

早期かつ円滑に給食が実施できるよう取り組む。 

（５）事業の内容

ア 施設概要 

（ア）事業用地   尼崎市西川１丁目１１０番 

（イ）敷地面積   約９,７００㎡ 

（ウ）供給能力   １日当たり１１,０００食 

（エ）対象学校   中学校１７校（市内の全市立中学校） 

イ 事業方式 

本事業は、ＰＦＩ法に基づき、市と事業契約を締結した事業者が、市所有の土地に自らが

当該施設を設計・建設し、施設の所有権を市に移管した後、その施設の維持管理及び運営等

を行うＢＴＯ（Build Transfer Operate）方式とする。 

ウ 事業期間 

事業期間は、次のとおりとする。 

（ア）設計・建設期間     ２年 （開業準備期間を含む） 

（イ）維持管理・運営期間  １４年７ヶ月

なお、事業終了後の施設の維持管理及び運営に関しては、必要に応じて事業者の意見を

参考に、市が事業期間内に決定する。 

※１ 完全給食とは、給食内容がパン又は米飯、ミルク及びおかずである給食（学校給食法施行規則

第１条第２項）。

※２ ＨＡＣＣＰ（ハセップ又はハサップ）とは、「Hazard Analysis and Critical Control Points」

の略語で、危害分析（ＨＡ）と重要管理点（ＣＣＰ）による衛生管理の方法。原料の入荷から

製造・出荷の工程で、たとえば加熱によって食中毒菌を滅菌するなどの衛生管理上重要な工程

を重点的・継続的に管理することで、すべての最終製品の安全性を保証しようという考え方。
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エ 業務内容 

事業者が実施する業務は、次のとおりとする。 

（ア）設計業務 

ａ 事前調査業務 

ｂ 建築本体（建築物・建築附帯設備等）に係る設計業務 

ｃ 建築・厨房設備に係る設計業務 

ｄ 交付金申請等支援 

（イ）工事監理業務 

（ウ）建設業務 

ａ 建設工事業務 

ｂ 厨房設備調達・搬入設置業務 

（エ）各種備品等調達業務 

ａ コンテナ・食器食缶等調達業務 

ｂ 施設備品等調達業務（配膳室備品・学級用配膳台含む） 

（オ）開業準備及び引渡し業務 

（カ）維持管理業務 

ａ 建築物維持管理業務 

ｂ 建築設備維持管理業務 

ｃ 附帯施設維持管理業務 

ｄ 厨房設備維持管理業務 

ｅ コンテナ・食器食缶等維持管理業務 

ｆ 施設備品等維持管理業務（配膳室備品・学級用配膳台含む） 

ｇ 清掃業務 

ｈ 警備業務 

（キ）運営業務 

ａ 食材検収補助・保管業務 

ｂ 給食調理業務 

ｃ 洗浄業務 

ｄ 配送及び回収業務 

ｅ 配膳業務 

ｆ 廃棄物等処理業務 

ｇ 献立作成支援業務 

ｈ 食育支援業務 

ｉ 広報支援業務 

ｊ その他運営業務に関する特記事項 

※ａ～ｆの各業務に付随する日常の衛生管理を含む 



4

（参考）市が実施する業務は、次のとおりとする。 

（ア）開業準備業務 

ａ 提出書類・進捗状況等の確認等 

ｂ 配膳室整備業務 

（イ）維持管理業務 

ａ 大規模修繕業務 

ｂ 配膳室維持管理業務（事業者が調達する備品類の維持管理は除く） 

（ウ）運営業務

ａ 献立作成・栄養管理業務 

ｂ 食材調達業務 

ｃ 食材検収業務 

ｄ 調理指示業務 

ｅ 食数調整業務 

ｆ 食育業務 

ｇ 広報業務（見学者対応含む） 

ｈ 給食費徴収業務 
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２ 市自らが本事業を実施する場合とＰＦＩ方式により実施する場合の評価

（１）評価方法

本事業をＰＦＩ法に基づく事業（以下「ＰＦＩ事業」という。）として実施することにより、

公共サービスの水準の向上を期待できること及び事業期間を通じて市の財政負担の縮減を期待

できることを選定の基準とした。具体的には、次の手順により客観的評価を行った。 

ア 市の財政負担見込額による定量的評価 

イ ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価 

ウ 事業者に移転するリスクの評価 

エ 上記による総合的評価 

なお、市の財政負担見込額の算定にあたっては、将来の費用と見込まれる財政負担の総額を

算出のうえ、これを現在価値に換算することにより評価を行った。 

（２）市の財政負担見込額による定量的評価

ア 市の財政負担見込額算定の前提条件 

市自らが本事業を実施する場合及びＰＦＩ事業として実施する場合の財政負担見込額の

算定にあたり、設定した主な前提条件は次のとおりである。 

なお、これらの前提条件は、市が独自に設定したものであり、実際の事業者の提案内容

を制約するものではない。 

表 市の財政負担見込額算定の主な前提条件 

項目 市自らが実施する場合 ＰＦＩ事業として実施する場合 

財政負担の
主な内訳

①施設整備費用（設計費、工事監理費、
建設費、外構整備費、建築基準法第
４８条ただし書き許可に係る環境影響
対策費、食缶・備品費等） 

②開業準備費用 
③維持管理及び運営費用 
④起債の償還に要する費用 

①サービスの対価〔施設整備費用（市自
ら実施する場合と同一）、開業準備費
用、維持管理費及び運営費用、建中
金利、ＳＰＣ経費等〕 

②事業者選定アドバイザー費用 
③直接協定等に係る支援費用 
④モニタリング費用 
⑤起債の償還に要する費用 

共通事項

①設計・建設期間：２年 （開業準備期間を含む） 
②維持管理・運営期間：１４年７ヶ月 
③割引率：１.０％ 
④物価上昇率：考慮しない 
⑤リスク調整値：考慮しない 

資金調達に
関する事項

①学校施設環境改善交付金 
②起債 
・償還期間２０年（元本据置３年） 
・元金均等償還 
・調達金利は、起債の近年動向を
勘案して設定 

③一般財源 

①学校施設環境改善交付金 
②起債 
・市自ら実施する場合と同一 

③一般財源 
④事業者の自己資金 
⑤民間金融機関借入金 
・償還期間１４年７ヶ月 
・元利均等償還 
・調達金利は近年の金利動向を参考
に融資が可能となる水準に設定 

設計、工事
監理、建設
等に関する
費用 

概略の施設計画に基づき、同規模・同
用途の他事例の実績及び市場調査結
果等を勘案して設定 

市自らが実施する場合に比べて、民間
事業者による創意工夫の発揮により、
一定割合のコスト縮減が見込まれるもの
として設定 

維持管理、
運営に関す
る費用 

同規模・同用途の他事例の実績及び
市場調査結果等を勘案して設定 

同上 
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イ 財政負担見込額の比較 

上記（１）の前提条件に基づいて、市自らが実施する場合及びＰＦＩ事業として実施する

場合の財政負担見込額を、事業期間中にわたり年度別に算出し、現在価値換算額で比較した

結果は次のとおりである。 

表 市自らが本事業を実施する場合とＰＦＩ事業として実施する場合の財政負担見込額の比較 

項目 市自らが実施する場合 ＰＦＩ事業として実施する場合 縮減値 
財政負担見込額
（現在価値ベース）

非公表 非公表 非公表 

指数 １００.００ 約９３.１４ 約６.８６ 

※財政負担見込額は、入札等において正当な競争が阻害されるおそれがあることから非公表とする。 

（３）ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価 

本事業をＰＦＩ事業により実施する場合、市の財政負担額縮減の可能性といった定量的

な効果に加え、次のような定性的な効果が期待できる。 

ア 学校給食サービス水準・品質の向上 

学校給食センターの設計、建設、維持管理及び運営業務等を民間事業者が一貫して

実施することにより、事業全体の効率性や最適性を見据えたマネジメントが発揮され

ることになる。特に、運営企業の意向やノウハウ（専門的知識や技術的能力等）を設

計段階から最大限に反映させることが可能となるため、食の安全の確実かつ継続的な

確保や食育の推進など学校給食サービスの水準・品質の向上が期待できるとともに、

調理員等に対する教育研修体制や各業務におけるセルフモニタリング体制の拡充等

により、事業全体のリスク顕在化の未然防止が図られることが期待できる。 

イ リスク分担の明確化による安定した事業運営 

計画段階であらかじめ事業全体を見通したリスク分担を明確にすることにより、問

題発生時における適切かつ迅速な対応が可能となり、業務目的の円滑な遂行や安定し

た事業運営の確保が期待できるとともに、適正なリスク管理によって過度な費用負担

を抑制することが可能となる。 

（４）事業者に移転するリスクの評価

市が直接実施する場合に市が負担するリスクとして、備品等管理リスクなどがあり、ＰＦＩ

事業として実施する場合、それらのリスクの一部を事業者に移転して実施し、事業者が有する

リスク管理のノウハウを活かすことで、顕在化の抑制、顕在時の被害額の抑制が期待できる。 

（５）総合評価

本事業は、ＰＦＩ事業として実施することにより、市自らが実施する場合に比べ、事業期間

全体を通じた市の財政負担額について、約６.８６％の縮減を期待することができるとともに、

公共サービスの水準の向上、効果的かつ効率的なリスク負担も期待することができる。 

したがって、本事業をＰＦＩ事業として実施することが適当であると認められるため、ＰＦＩ

法第７条の規定に基づき、特定事業として選定する。 


