
尼崎市公告第７号

総合評価一般競争入札の施行について

地方自治法第２３４条の規定に基づき、次のとおり総合評価一般競争

入札（地方自治法施行令第１６７条の１０の２第３項に規定する総合評

価一般競争入札をいう。以下同じ。）を行う。

  令和元年６月２８日

尼崎市長 稲  村  和  美

１ 入札対象

 事業名

尼崎市立学校給食センター整備運営事業（以下「本事業」とい

う。）

 事業場所

尼崎市西川１丁目１１０番

 事業期間

本事業に係る契約の締結日から令和１８年７月３１日

 事業内容

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

（ 以下 「 Ｐ Ｆ Ｉ 法 」と い う 。 ） に 基づ き、 ＢＴ Ｏ（Ｂ ｕｉ ｌｄ 

Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｏｐｅｒａｔｅ）方式（事業者が事業用地内

でその設計した施設の建設等を行い、本市に当該施設の所有権を

移転させるとともに、当該施設の維持管理、運営等を行う方式を

いう。）により実施する本事業に係る次に掲げる業務 

ア 設計業務

(ｱ) 事前調査業務

(ｲ) 建築物、建築附帯設備等に係る設計業務

(ｳ) 建築設備及び厨房設備に係る設計業務

(ｴ) 交付金申請等支援業務

イ 工事監理業務

ウ 建設業務

(ｱ) 建設工事業務



(ｲ) 厨房設備の調達及び搬入設置業務

エ 各種備品等調達業務 

(ｱ) コンテナ、食器食缶等調達業務 

(ｲ) 施設備品等（配膳室備品及び学級用配膳台を含む。以下同

じ。）の調達業務

オ 開業準備及び引渡業務

カ 維持管理業務

(ｱ) 建築物維持管理業務

(ｲ) 建築設備維持管理業務

(ｳ) 附帯施設維持管理業務

(ｴ) 厨房設備維持管理業務 

(ｵ) コンテナ、食器食缶等維持管理業務

(ｶ) 施設備品等維持管理業務

(ｷ) 清掃業務

(ｸ) 警備業務

キ 運営業務

(ｱ) 食材の検収補助及び保管業務

(ｲ) 給食調理業務

(ｳ) 洗浄業務

(ｴ) 配送及び回収業務

(ｵ) 配膳業務

(ｶ) 廃棄物等処理業務

(ｷ) 献立作成支援業務

(ｸ) 食育支援業務

(ｹ) 広報支援業務

(ｺ) その他本事業の実施に必要な事業

２ 入札の方法

総合評価一般競争入札

３ 入札参加資格

別添１の入札参加資格（以下「入札参加資格」という。）を満たす



こと。

４ 入札説明書等の公表

入札説明書その他本件入札に必要な書類（以下「入札説明書等」と

いう。）は、随時、下記のホームページ上において公表する。

アドレス http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/

５ 入札説明書等に関する説明会及び現地見学会の日時、場所等

 日時

令和元年７月８日午後１時

 場所

尼崎市三反田町１丁目１番１号

尼崎市教育・障害福祉センター４階 視聴覚室

 申込方法

入札説明書等に関する説明会参加申込書を、電子メールにより下

記アドレスに送付すること。

アドレス ama-kyushokuseibi@city.amagasaki.hyogo.jp

 申込期限

   令和元年７月５日午後０時必着

 その他

当該説明会では入札説明書等の配布は行わないので、各自持参す

ること。

６ 入札説明書等に関する質問

本件入札に参加しようとするグループ又はその構成企業は、入札説

明書等に関する質問書を次のとおり提出することができる。

 提出方法

入札説明書等に関する質問書を、電子メールにより上記５ のア

ドレスに送付すること。

 提出期限

ア 第１回目

令和元年７月１２日から同月１７日まで（同日にあっては、午

後５時までに必着）



  イ 第２回目

    令和元年８月２１日から同月２３日まで（同日にあっては、午

後５時までに必着）

 質問に対する回答

   質問に対する回答内容は、質問者の正当な利益を害するおそれが

  あるものを除き、 アの期間に受け付けた質問にあっては令和元年

８月５日以降に、 イの期間に受け付けた質問にあっては同年９

月１３日以降に、上記４のホームページ上に掲載する。

７ 入札参加資格の審査

 本件入札に参加しようとするグループは、市長が別に定める書類

  （以下「参加資格審査提出書類」という。）に必要事項を記入のう

え、これらを持参により市長に提出し、入札参加資格の審査（以

下「参加資格審査」という。）を受けなければならない。

 受付の期間及び場所

ア 期間

令和元年８月７日から同月９日まで

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

イ 場所

 尼崎市三反田町１丁目１番１号

 尼崎市学校給食センター整備室（給食センター整備担当）（尼

崎市教育・障害福祉センター４階）

 参加資格審査提出書類は、上記４のホームページ上から入手する

こと。

アの受付の期間内に参加資格審査提出書類を提出しなかったグ

ル－プ及び入札参加資格がないと認められたグループは、本件入

札に参加することができない。

 参加資格審査により入札参加資格があると認められたグループが

本件入札の日までの間に入札参加資格の要件を満たさなくなった

ときは、当該グループは本件入札に参加することができない。

 参加資格審査により入札参加資格があると認められたグループに



は、入札参加資格確認書を送付する。

８ 提案書類の提出

 参加資格審査により入札参加資格があると認められたグループは、

事業計画等の提案内容その他市長が必要と認める事項を記載した書

類（以下「提案書類」という。）に必要事項を記入のうえ、これら

を市長に提出しなければならない。

 受付の期間及び場所

 ア 日時

   令和元年１０月２日

午前９時から午後４時まで

 イ 場所

   上記７ イに掲げる場所

 提案書類は、上記４のホームページ上から入手することができる。

 提案書類の提出は、 イの場所への持参に限る。

９ 入札辞退の申出

 参加資格審査提出書類を提出したグループが本件入札を辞退する

 場合は、入札辞退届を郵送又は持参により市長に提出しなければな

らない。

 受付の場所

上記７ イに掲げる場所

 入札辞退書は、上記４のホームページ上から入手すること。

 入札辞退書の提出を郵送で行う場合は、配達証明のサービスを利

  用しなければならない。

１０ 入札保証金

免除する。

１１ 予定価格

１１ ,３７８ ,６３４ ,０００円（令和元年１０月１日以降における消

費税及び地方消費税相当額（以下「消費税等相当額」という。）を含

む。）

１２ 入札及び開札の日時、場所等



 日時

令和元年１０月２日

午後４時以降で市長があらかじめ指定する時刻

 場所

  尼崎市三反田町１丁目１番１号

尼崎市教育・障害福祉センター３階 教育委員会室

 その他

   入札書その他入札に必要な書類は、上記４のホームページ上から

  入手すること。

１３ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

 入札参加資格のないグループの代表企業（提出された書類に

グループの代表として記載された企業をいう。以下同じ。）若し

くは７ の入札参加資格確認書を受領しなかったグループの代表

企業又はこれらの代理人がした入札

 委任状を提出せずに代理人がした入札

 指定した時刻までに提出されなかった入札

 所定の入札書によらない入札 

 入札者（入札をした代表企業をいう。以下同じ。）又はその

代理人の記名押印がない入札

 参加資格審査提出書類の提出者印と異なる印鑑を押印した入札

 代理人が入札する場合において、委任状の代理人使用印と異

なる印鑑を押印した入札

 入札者又はその代理人が１人で２通以上の入札をした場合、

その全部の入札

 入札者及びその代理人がそれぞれ入札した場合、その双方の

入札

 入札金額、入札者の名称その他主要部分が識別し難い入札

 入札金額が訂正された入札

 本件入札に関し、不正な行為を行った者がした入札



 郵便により送付された入札

 談合その他不正の行為があったと認められる入札 

 提出された書類に虚偽の記載をした者を構成企業とするグル

ープの代表企業又はその代理人がした入札

 代表企業及びその代理人以外の者がした入札 

その他本件入札に関する条件に違反した入札

１４ 落札者の決定の方法

落札者は、尼崎市立学校給食センター整備運営事業者選定委員会に

おいて別添２の落札者決定基準に基づき選定されたグループを基本と

して決定する。

１５ 落札者の決定の取消し

落札者が、下記１６ の仮契約を締結するまでに入札参加資格の要

件を満たさなくなったときには、落札者としての決定を取り消すこと

がある。

１６ 事業契約の締結に関する事項

 落札者は、本事業の実施に関する基本協定（以下「基本協定」と

いう。）を締結しなければならない。

 本事業に係る事業契約（以下「本件契約」という。）については、

ＰＦＩ法第１２条に規定する議会の議決を要する契約に該当するた

め、尼崎市契約規則（以下「契約規則」という。）第３０条の規定

により、基本協定に基づき落札者が設立した特別目的会社（以下

「本件会社」という。）と仮契約を締結し、尼崎市議会の議決後、

本契約を締結する。

 本件契約に係る仮契約の締結の日から本件契約に係る本契約の締

結の日までの間において、本件会社に係る落札者が入札参加資格の

要件を満たさなくなったときは、当該仮契約を解除する。この場合

において、本件会社又は当該落札者がこれにより損害を受けても、

本市は、その損害について賠償等の責任を負わない。

 本件契約は、尼崎市公共調達基本条例第１１条第１項に規定する

対象契約に該当するため、本件会社等は、本事業の実施に当たり



労働関係法令遵守状況報告書等の提出が必要である。

１７ 契約保証金

施設整備費の額の１００分の５に相当する額以上とする。ただし、

契約規則第３２条の規定により、契約保証金の全額又は一部を免

除することがある。

１８ 違約金

本件会社が本市と本件契約を締結しない場合は、基本協定に基づき、

違約金として落札金額（消費税等相当額を含む。）の１００分の５に

相当する額を本市に支払わなければならない。

１９ その他

 本件入札を公正に執行することができないと認められるとき又は

災害その他やむを得ない理由があるときは、本件入札の執行を延期

し、又は中止することがある。

 入札参加資格の審査を受けた者の名称及び数は、落札者が決定す

るまで公表しない。

 本件入札は、上記に定めるもののほか、上記４の入札説明書等に

のっとり行う。
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入札参加者の備えるべき参加資格

(１) 参加資格に関する事項

ア 入札参加者の構成等

入札参加者の構成等は、次のとおりとする。 

(ア) 入札参加者は、本施設を設計する企業（以下「設計企業」という。）、本施設を建設する

企業（以下「建設企業」という。）、本施設の工事監理を実施する企業（以下「工事監理

企業」という。）、本施設の厨房設備等を設計・製作・設置する企業（以下「厨房設備企

業」という。）、本施設を維持管理する企業（以下「維持管理企業」という。）及び本施設

を運営する企業（以下「運営企業」という。）を含む複数の企業のグループにより構成さ

れるものとし、入札参加グループの代表企業を定めること。設計企業、建設企業、厨房

設備企業、維持管理企業及び運営企業は、１企業とすることも複数の企業の共同とする

ことも可能とする。また、その他の業務を実施する企業（以下「その他企業」という。）

として、必要に応じて構成員に、配送・回収業務、廃棄物等処理業務、資金調達・事業

マネジメントを行う企業等を含めることもできる。 

(イ) 入札参加者の構成員は、次の定義により分類される。 

代表企業：ＳＰＣから直接業務の受託・請負をし、かつＳＰＣに出資する企業のうち、

構成員を代表し入札手続きを行う者 

構成企業：ＳＰＣから直接業務の受託・請負をし、かつＳＰＣに出資する企業 

協力企業：ＳＰＣから直接業務の受託・請負をし、かつＳＰＣには出資しない企業 

(ウ) 代表企業の変更は認めない。代表企業以外の構成員の変更については、やむを得ない

事情が生じた場合は、市と協議すること。 

(エ) 入札参加者の構成員は、他の入札参加者の構成員になることはできない。 

(オ) 落札者は、仮契約締結までに本事業を実施する会社法（平成１７年法律第８６号）に定

める株式会社としてＳＰＣを設立するものとし、構成企業はＳＰＣに対して出資を行う

こと。また、代表企業及び構成企業での出資比率は、ＳＰＣの全株式の５０％を超える

ものとし、代表企業は出資者の中で最大出資比率とすること。さらに、全ての出資者は、

事業契約が終了するまでＳＰＣの株式を保有し、市の事前の書面による承諾がある場合

を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならない。 

(カ) 構成員は、ＳＰＣから請け負った業務の一部について、第三者に委託、又は下請人を使

用することができるが、その際は、当該委託又は請負にかかる契約を締結する前に市に

通知すること。 

イ 入札参加者の参加資格要件

入札参加者の構成員は、次の参加資格要件を満たすものとする。ただし、建設業務と工事監

理業務は、同一の企業又は資本面もしくは人事面において関連がある企業同士が実施してはな

らない。なお、受託実績については、元請として履行した実績に限ることとする。 

(ア) 本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財務能力を有していること。 

(イ) 本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること。 

別添１ 
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(ウ) 構成員の個別参加資格要件は、次のとおりとする。 

ａ 設計企業は、次のすべての要件を満たしていること。 

なお、複数の設計企業で実施する場合は、（ａ）及び（ｂ）の要件はすべての企業でい

ずれも満たし、（ｃ）及び（ｄ）の要件は１者以上が満たしていること。 

（ａ）尼崎市契約規則第４条に規定する平成３０・３１年度競争入札参加有資格者名簿（以

下「資格者名簿」という。）に登載された者で、「建築一般」又は「意匠」を登録業種

としているものであること。 

（ｂ）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項又は第３項の規定に基づく

一級建築士事務所として登録されていること。 

（ｃ）平成２１年４月以降に竣工した延床面積３,０００㎡以上の公共施設の基本設計又は

実施設計の実績を有していること。 

（ｄ）ドライシステムの学校給食施設（学校給食法施行令（昭和２９年政令第２１２号）

に定める単独校調理場及び共同調理場並びに夜間課程を置く高等学校における学校

給食に関する法律（昭和３１年法律第１５７号）に定める夜間学校給食の実施に必

要な施設並びに特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律

（昭和３２年法律第１１８号）に定める学校給食の実施に必要な施設をいう。以下

同じ。）又はドライシステムの特定給食施設（健康増進法（平成１４年法律第１０３

号）に定める特定給食施設をいう。以下同じ。）の実施設計の実績を有していること。 

ｂ 建設企業は、次のすべての要件を満たしていること。 

なお、複数の建設企業で実施する場合は、（ａ）及び（ｂ）の要件はすべての企業でい

ずれも満たし、（ｃ）及び（ｄ）の要件は１者以上が満たしていること。 

（ａ）資格者名簿の「建築一式工事」に登録されていること。 

（ｂ）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定による建築一式工事に

係る特定建設業の許可を受けた者であること。 

（ｃ）平成２１年４月以降に竣工した公共施設の施工実績を有していること。 

（共同企業体としての実績については、その出資比率が３０％以上の場合に限る。） 

（ｄ）建設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査の結果について、建築一式工事に

係る直近の総合評定値が、尼崎市内に本店を有する者（平成３１年４月１日時点に

おいて尼崎市内に本店を有しない者を除く。）にあっては９００点以上、平成３１年

４月１日時点において尼崎市内に本店を有していない者で、尼崎市内に支店、営業

所、出張所又は工場等を有している者（現に人員を配置して事業活動を行っている

ものに限る。）にあっては１,１００点以上、これらの者以外の者にあっては１,３０

０点以上の者であること。 

（ｅ）次の要件をすべて満たす監理技術者を当該事業用地に専任かつ常駐で配置すること。 

①一級建築施工管理技士若しくは一級建築士の資格を有する者又は建設業法第

１５条第２号ハの規定による認定を受けた者であること。 

②建設業法第２７条の１８第１項の規定による建設工事業に係る監理技術者資

格者証を有し、建設業法第２６条第４項に規定する監理技術者講習修了証を有
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している者で、入札参加表明書の受付日から起算して過去３ヶ月以上の直接的

かつ恒常的な雇用関係があること。 

ｃ 工事監理企業は、次のすべての要件を満たしていること。 

なお、複数の工事監理企業で実施する場合は、（ａ）及び（ｂ）の要件はすべての企業

でいずれも満たし、（ｃ）及び（ｄ）の要件は１者以上が満たしていること。 

（ａ）資格者名簿の「建築一般」又は「意匠」に登録されていること。 

（ｂ）建築士法第２３条第１項又は第３項の規定に基づく一級建築士事務所として登録

されていること。 

（ｃ）平成２１年４月以降に竣工した延床面積３,０００㎡以上の公共施設の工事監理実

績を有していること。 

（ｄ）ドライシステムの学校給食施設又はドライシステムの特定給食施設の工事監理実績

を有していること。 

ｄ 厨房設備企業は、次のすべての要件を満たしていること。 

（ａ）資格者名簿の「厨房用品器具」に登録されていること。 

（ｂ）業務を実施するために必要となる資格等を有し、有資格者等を本事業に配置するこ

とが可能なこと。 

ｅ 維持管理企業は、次のすべての要件を満たしていること。 

（ａ）資格者名簿に登録されていること。 

（ｂ）業務を実施するために必要となる資格等を有し、有資格者等を本事業に配置するこ

とが可能なこと。 

ｆ 運営企業は、次のすべての要件を満たしていること。 

（ａ）資格者名簿に登録されていること。 

（ｂ）ドライシステムの学校給食施設における調理業務の実績又は大量調理施設衛生管理

マニュアル（平成９年厚生省生活衛生局長通知第８５号）に基づき、同一メニュー

を１回１,５００食以上若しくは１日３,０００食以上を提供する調理施設におけ

る調理業務の実績を有していること。 

ｇ その他企業は、次の要件を満たしていること。 

資格者名簿に登録されていること。 

ウ 事業者の市内業者に対する契約に関する事項

構成企業（代表企業を含む）のいずれかにおいて、尼崎市内に本社を有する者を１者以上

含むこと。協力企業も可能な限り尼崎市内に本社を有する者を含むこと。また、下請等契約

及び原材料の購入等の契約は、可能な限り尼崎市内に本社を有する者との間で締結すること。 

エ 構成員の制限

入札参加者のすべての構成員は、次のいずれにも該当しない者とすること。 

(ア) ＰＦＩ法第９条第１項各号に定める欠格事由に該当する者。 

(イ) 尼崎市入札参加停止等の措置に関する要綱（平成２５年４月）に基づく入札参加停止の

措置を受けている者。 
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(ウ) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者。又はその者を代理人、支配人

その他使用人若しくは入札代理人として使用する者。 

(エ) 建築士法第２６条第２項の規定による事務所の閉鎖命令を受けている者。 

(オ) 市が本事業について、アドバイザリー業務を委託した次の者と資本面又は人事面におい

て関連のある者。 

・パシフィックコンサルタンツ株式会社、日比谷パーク法律事務所 

(カ) 選定委員会の委員が属する組織、企業又はその組織、企業と関連がある者。 

(キ) 国税、都道府県税及び市町村税の滞納がある者。 

(ク) 次のいずれかに該当する法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人。 

ａ 旧会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条第１項若しくは第２項又は会社更

生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項若しくは第２項の規定に基づき更生

手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし、国土交通省の

入札参加資格認定を受けている者を除く。 

ｂ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定に基づき再

生手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし、国土交通省

の入札参加資格認定を受けている者を除く。 

ｃ 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

条による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条第１項の規定による会社

整理の開始の申立て又は同条第２項の規定による通告がなされている者。 

ｄ 旧破産法（大正１１年法律第７１号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき

破産の申立て、又は旧和議法（大正１１年法律第７２号）に基づき和議開始の申立てが

なされている者。 

ｅ その者の親会社等がａからｄまでのいずれかに該当する法人。 

 (ケ) 法人又は法人の役員及び重要な使用人が以下に該当している者 

ａ 暴力団（尼崎市暴力団排除条例（平成２５年尼崎市条例第１３号）第２条第２号に規定

する暴力団をいう。）若しくは暴力団密接関係者（同条第４号に規定する暴力団密接関

係者をいう。）（以下これらを「暴力団等」という。）又は暴力団等でなくなった日から

５年を経過しない者。 

ｂ その者の親会社等または親会社等の役員及び重要な使用人がａに該当する法人。 

(２) 参加資格の確認及び失格要件

参加資格の確認は、参加表明書の提出日とする。ただし、参加資格確認後、契約締結まで

の期間に、入札参加者又は入札参加者を構成する企業が上記入札参加者の備えるべき参加資

格要件を欠くような事態が生じた場合には、失格とする。また、前記ア（ウ）の規定により

協議し、市が認めた場合に限り、代表企業以外の構成員については、変更することができ

る。 



尼崎市立学校給食センター整備運営事業 

落札者決定基準 

令和元年 6月 28 日 

尼崎市 

別添２



落札者決定基準は、尼崎市（以下「市」という。）が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、令和元年

６月２６日に特定事業として選定した尼崎市立学校給食センター整備運営事業（以下「本事

業」という。）についての募集・選定を行うにあたって、入札に参加しようとする者を対象に

交付する入札説明書と一体のものである。 

落札者決定基準は、落札者を選定するにあたって、入札参加者のうち最も優れた提案を行

った者を客観的に評価・選定するための方法及び基準等を示し、入札参加者の行う提案に具

体的な指針を与えるものである。 

最優秀提案の選定にあたっての審査は、公平性及び透明性を確保するとともに、客観的な

評価等を行うために設置している尼崎市立学校給食センター整備運営事業ＰＦＩ事業者選定

選定委員会（以下「選定委員会」という。）において行う。 



目 次

１ 落札者決定の手順 ............................................................. 1

（１） 落札者決定までの審査手順の概要 .......................................................................... 1 
（２） 審査 .......................................................................................................................... 2 
２ 提案審査における点数化方法 ................................................... 3

（１） 提案審査の配点 ....................................................................................................... 3 
（２） 加点審査の点数化方法 ............................................................................................ 4 
（３） 価格審査の点数化方法 ............................................................................................ 4 

別紙 加点審査における評価項目及び配点



1 

提出書類に不備がある場合

参加資格を満たさない場合

予定価格を超えた場合

１ 落札者決定の手順 

（１）落札者決定までの審査手順の概要 

本事業における事業者の選定は、価格及びその他の条件により落札者を決定する総合評価

一般競争入札方式に基づき、次の手順で実施する。

失格

失格

失格

入札提案書類の確認

基礎審査

最優秀提案の選定

落札者の決定

①資格審査

②提案審査

入札参加資格審査

加点審査 価格審査

要求水準を満たさない場合

総合評価

入札価格の確認

失格



2 

（２）審査 

市は、入札参加者から提出される入札参加資格審査に関する書類をもとに、入札参加

者が満たすべき参加資格要件及び業務遂行能力について確認し、確認の結果を代表企業

に対して通知する。入札参加資格を満たさない場合は、失格とする。

（ア）入札提案書類の確認

市は、入札参加者に求めた入札提案に関する提案書類がすべて揃っていることを

確認する。提出書類が不備の場合、失格とする。

（イ）入札価格の確認

市は、入札書に記載された入札価格が予定価格を超えていないことを確認する。

入札価格が予定価格を超える場合は、失格とする。

（ウ）基礎審査

選定委員会は、提案書類に記載された内容が、基礎審査項目を満たしていることを

確認する。提案内容が基礎審査項目を満たさない場合は、失格とする。

基礎審査項目は、以下のとおりである。

ａ 要求水準書の要求水準に未達の無いこと。 

ｂ 入札説明書及び様式集に示す提案書の作成に関する条件について違反の無いこと。

（エ）加点審査・価格審査

ａ 加点審査 

選定委員会は、入札参加者から提出された提案書類の各様式に記載された内容に

ついて審査を行い、審査項目ごとに得点を付与する。 

ｂ 価格審査 

選定委員会は、入札参加者から提出された入札書に記載された金額について審査

を行い、得点を付与する。 

（オ）総合評価及び最優秀提案の選定

選定委員会は、加点審査及び価格審査における総合評価値の最も高い提案を最優秀

提案として選定する。総合評価値の最も高い提案が２以上ある場合は、加点審査の得

点が最も高い提案を最優秀提案として選定する。この場合において、加点審査の得点

が同点である提案が２以上ある場合には、当該入札参加者による「くじ引き」により

最優秀提案を決定する。

（カ）落札者の決定

市は、選定委員会の選定結果をもとに落札者を決定する。
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２ 提案審査における点数化方法 

（１）提案審査の配点 

提案審査は、入札提案書類等の確認後、加点審査及び価格審査の総合評価により実施す

ることとし、その配点及び点数化方法については、市が本事業に対して民間の創意工夫を

期待する度合いを勘案して設定したものである。

審査項目 配点（案） 

加点審査 ７００点 

１ 設計・建設業務に関する事項（２３０点） 

(1)施設計画の基本方針及び全体配置 ６０点 

(2)衛生管理の徹底、調理機能、備品の充実 ６０点 

(3)環境への配慮 ３０点 

(4)施設・設備のメンテナンス性及びライフサイクルコスト

(ＬＣＣ)の低減 
４０点 

(5)施工計画 ２０点 

(6)円滑な給食開始に配慮した開業準備 ２０点 

２ 維持管理業務に関する事項（５０点） 

(1)各種維持管理業務 ３０点 

(2)修繕計画 ２０点 

３ 運営業務に関する事項（２８０点） 

(1)運営業務実施体制 ７０点 

(2)安全・衛生管理の徹底 ６０点 

(3)安全・安心でおいしい給食を提供するための調理技術技能 ４０点 

(4)アレルギー対応食への対応 ４０点 

(5)食育推進支援 ３０点 

(6)災害時等の協力体制 １０点 

(7)配送・回収・配膳業務実施体制 ３０点 

４ 事業計画に関する事項（１４０点） 

(1)事業実施体制 ２０点 

(2)資金調達計画、長期収支計画 ３０点 

(3)リスク管理及び業務の品質確保 ４０点 

(4)地域への貢献 ５０点 

価格審査 ３００点 

合計 １,０００点 
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（２）加点審査の点数化方法 

加点審査の評価項目及び配点は、別紙「加点審査における評価項目及び配点」を参照

すること。

加点審査は、別紙「加点審査における評価項目及び配点」に示す項目ごとに行い、

次に示す５段階評価により得点を付与する。

評価 判断基準 点数化方法

Ａ 特に秀でて優れている 各項目の配点×１.００
Ｂ 秀でて優れている 各項目の配点×０.７５
Ｃ 優れている 各項目の配点×０.５０
Ｄ わずかに優れている点を認める 各項目の配点×０.２５

Ｅ
（要求水準を満たしているものの）

優れている点が認められない
各項目の配点×０.００

※「配点×掛け率」の結果（少数点以下）は、小数点第２位を切り捨て、小数点第１位

まで取り扱うこととする。

（３）価格審査の点数化方法 

価格審査については、入札金額を以下の方法で点数化する。

価格審査点＝（最も低い入札金額／当該入札金額）×配点（３００点）

※価格審査点（小数点以下）は、小数点第２位を切り捨て、小数点第１位まで取り扱う

こととする。
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別紙 加点審査における評価項目及び配点 

評価項目 配点 
１ 設計・建設業務に関する事項 （２３０点） 

(1)施設計画の基本方針及び
全体配置 

①設計方針は明確になっているか 
②施設本体、駐車場、附帯施設等は合理的な配置と
なっているか 
③人・車両の動線計画の安全性、機能性が十分確保
されているか 
④本施設の外観デザインは周辺環境及び景観との
調和に配慮して計画されているか 

⑤災害時等の稼働性能は実現性のある提案となって
いるか 
⑥設計・建設、開業準備等の各業務の関連や流れ、
クリティカルパス及び役割分担等が明確にされ、工
程について供用開始時期に合わせるための優れた
提案がなされているか 

６０点 

(2)衛生管理の徹底、調理機能、備品
の充実 

①給食センター内のゾーニングや動線計画について、
衛生面と作業面において、安全性や効率性を考慮
した優れた提案がなされているか 
②施設・設備面で快適かつ衛生的な作業環境に配慮
がなされているか 
③機能的かつ効率的で安全面に配慮した運営備品が
調達されており、その性能が明示されているか 
④各諸室において適切な厨房設備が整備・配置され
ているか 

６０点 

(3)環境への配慮 

①エコマテリアルの採用、省エネルギー、ライフサイク
ル二酸化炭素の縮減、残渣等廃棄物の減量化等に
よる環境負荷低減について優れた提案がなされて
いるか 

②周辺住環境へ配慮した優れた提案がなされているか

３０点 

(4)施設・設備のメンテナンス性及び 
ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の低減 

①メンテナンス及び機器更新計画は、効率性・経済性
が考慮されたものとなっているか 
②設備面について、諸室の機能面、耐久性、維持管理
面を考慮した提案がなされているか 
③省エネルギー化について、優れた提案がなされて
いるか 

④ガスコージェネレーションシステムの適切な提案がな
され、ライフサイクルコストの低減がなされているか 

４０点 

(5)施工計画 
①工程計画及び施工計画は適切か 
②工事中の安全確保及び周辺地域に配慮があるか、
安全上十分な体制が組まれているか 

２０点 

(6)円滑な給食開始に配慮した 
開業準備 

①業務開始日から滞りなく運営業務が遂行できるよう、
優れた提案がなされているか 

２０点 

２ 維持管理業務に関する事項 （５０点） 

(1)各種維持管理業務 

①維持管理業務の方針は明確になっているか 
②建築物、設備（建築設備、厨房設備）、外構、各種
備品の保守管理、計画は適切か 

③清掃業務計画及び警備業務計画は具体的に効果
的で実現可能な提案となっているか 

３０点 

(2)修繕計画 

①予防保全に基づいた維持保全計画を考慮した修繕
計画となっているか 
②事業期間終了後も考慮した具体的かつ適切な長期
修繕計画となっているか 

２０点 
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評価項目 配点 

３ 運営業務に関する事項 （２８０点） 

(1)運営業務実施体制 

①運営業務の方針は明確になっているか
②安定的に給食を供給できる運営実施体制が組まれ
ているか 
③優秀な人材を確保し、適正な労働環境を保持する
工夫がなされているか 

④従業員の研修計画等による人材育成について、
具体的に提案されているか 

⑤市職員との連絡、協議体制は考慮されているか 

７０点 

(2)安全・衛生管理の徹底 

①食中毒防止や異物混入に対する取り組みがなされ
ているか 
②衛生検査業務や従業員の健康管理体制は適切か 
③不備や事故発生等緊急時における対応は具体的
に提案されているか 

６０点 

(3)安全・安心でおいしい給食を
提供するための調理技術技能 

①多様な米飯メニューや手作りメニューに対応した
調理工程や調理方法が提案されているか 

②果物のカットや生野菜の調理について、安全に配慮
した調理工程や調理方法が提案されているか 
③おいしい給食を提供するための創意工夫や、具体
的な提案がなされているか 

４０点 

(4)アレルギー対応食への対応 

①アレルギー対応食について、確実な実施と安全性を
高める工夫がなされているか 
②アレルギー対応食の配送は、確実で安全なものと
なっているか 

４０点 

(5)食育推進支援 

①市の食育推進の取り組みが充実する献立や調理
方法の提案がなされているか 

②生徒の給食への関心を高めるための提案がなされて
いるか 

③食育支援に関する提案がなされているか 

３０点 

(6)災害時等の協力体制 
①災害時等の非常時における協力体制への適切な
提案がなされているか 

１０点 

(7)配送・回収・配膳業務実施体制 

①安定的・効率的・衛生的な配送・回収計画となって
いるか 
②配送・回収時における交通事故等の緊急時の具体
的な対応策について適切に計画しているか 
③配膳業務の対応が適切な計画となっているか 

３０点 

４ 事業計画に関する事項 （１４０点） 

(1)事業実施体制 
①各構成企業、協力企業の役割分担など、事業実施
体制について具体的な提案がなされているか 

２０点 

(2)資金調達計画、長期収支計画 

①適切な収支計画に基づいた事業計画になっている
か 

②資金調達の確実性はあるか 
③不測の資金需要への対応が考慮されているか 

３０点 

(3)リスク管理及び業務の品質確保 

①本業務に付随するリスク分析やリスクを顕在化させ
ない仕組みについて優れた提案がなされているか 

②リスクが顕在化した場合の対応策について優れた
提案がなされているか 
③業務のマネジメントに有効な業務管理システムが
提案されているか 

④具体的・効率的なセルフモニタリングの方法が提案
されているか 

⑤市が実施するモニタリングへの対応方法や協力体制
等が具体的に提案されているか 

４０点 

(4)地域への貢献 

①市内に本店を有する企業の積極的な活用を図るた
めの具体的な提案がなされているか（市内に本店を
有する構成企業及び協力企業並びに下請等契約
及び原材料の購入等など） 
②地域における雇用促進について具体的な提案が
なされているか 

５０点 

合計 ７００点


