
尼崎市立学校給食センター整備運営事業 

客観的評価の結果 

令和元年 12 月 4 日 

尼崎市 

資料● 



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８条第１項の規定に基づき、尼崎市立学校給食センター整備運営事業を

実施する民間事業者を選定したので、同法第１１条第１項の規定により、民間事業者の選定

にあたっての客観的評価の結果を公表する。 

令和元年１２月４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

い食習慣を身に付けることを目指す。 

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。 
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（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。 

・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番ほか 

（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 
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（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 落札者決定までの経緯

落札者決定までの経緯は、次のとおりである。 

日程 内容 

平成３１年４月 １日（月） ＰＦＩ事業に係る実施方針の策定の見通しの公表 

平成３１年４月１９日（金） 第１回尼崎市立学校給食センター整備運営事業者選定委員会 

平成３１年４月２３日（火） 実施方針及び要求水準書（案）の公表 

令和元年 ５月１４日（火） 実施方針等に関する質問・意見の受付締切 

令和元年 ６月１４日（金） 実施方針等に関する質問及び意見に対する回答の公表 

令和元年 ６月２５日（火） 第２回尼崎市立学校給食センター整備運営事業者選定委員会 

令和元年 ６月２６日（水） 特定事業の選定及び公表 

令和元年 ６月２８日（金） 入札公告及び入札説明書等の交付 

令和元年 ７月 ８日（月） 
入札説明書等に関する説明会及び現地説明会 
（建設予定地・市内２中学校） 

令和元年 ７月１２日（金） 
～ 

令和元年 ７月１７日（水） 
入札説明書等に関する第１回質問の受付 

令和元年 ７月３０日（火） 入札説明書等に関する第１回質問に対する回答の一部公表 

令和元年 ８月 ５日（月） 入札説明書等に関する第１回質問に対する回答の公表 

令和元年 ８月 ９日（金） 入札参加表明書、入札参加資格審査申請書類の受付 

令和元年 ８月１６日（金） 入札参加資格確認書の通知 

令和元年 ８月２１日（水） 
～ 

令和元年 ８月２３日（金） 
入札説明書等に関する第２回質問の受付 

令和元年 ９月１０日（火） 入札説明書等に関する第２回質問に対する回答の公表 

令和元年１０月 ２日（水） 入札及び提案書類の受付 

令和元年１０月１１日（金） 提案書類に関する確認事項の送付 

令和元年１０月２１日（月） 第３回尼崎市立学校給食センター整備運営事業者選定委員会 

令和元年１０月２３日（水） 提案書類に関する確認事項に対する回答 

令和元年１０月２７日（日） 
第４回尼崎市立学校給食センター整備運営事業者選定委員会 
（ヒアリングの実施及び最優秀提案者の選定） 

令和元年１０月２９日（火） 落札者の決定及び公表 
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３ 落札者の決定

ＰＦＩ法に基づき進めている、尼崎市立学校給食センター整備運営事業について、令和

元年６月２８日に入札公告（総合評価一般競争入札）を行い、２グループから提案書類の

提出があり、尼崎市立学校給食センター整備運営事業者選定委員会の審査の結果、最優秀

提案者が選定された。（別紙「尼崎市立学校給食センター整備運営事業 審査講評」参照） 

市は、本選定委員会からの審査結果を踏まえ、落札者を決定した。 

＜落札者＞ 

メフォスグループ 

代表企業 株式会社メフォス 運営企業 

協力企業 株式会社石本建築事務所 大阪オフィス 設計、工事監理企業 

構成企業 株式会社トータルサプライ 建設企業 

構成企業 株式会社アイホー 神戸営業所 厨房設備企業 

構成企業 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 関西支社 維持管理企業 

構成企業 株式会社誠和管財 維持管理企業 

構成企業 株式会社トーエネック 大阪本部 その他企業 

協力企業 金田運輸株式会社 その他企業 

構成企業 株式会社長大 神戸支店 その他企業 

４ 落札金額

落札者として決定したメフォスグループの入札金額は、次のとおりである。 

１１,３１６,１８０,９１５円（消費税及び地方消費税の額を含む） 



7

５ 財政負担額の削減効果

選定された最優秀提案に基づいて、市自らが実施する場合及びＰＦＩ事業として実施す

る場合の市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。 

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と比較して、

事業期間全体を通じた市の財政負担額を、現在価値換算で約７.４８％縮減できる見込み

である。 

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） 

１０,９０６,４４９千円 １０,０８９,０９８千円 ８１７,３５１千円 

指数 
（ＶＦＭ） 

１００.００％ 約９２.５２％ 約７.４８％ 

※市自らが実施する場合の財政負担見込額は、令和元年６月２６日付で公表した特定事業の選定に

おける前提条件をもとに、資金調達の補正を行ったうえで算定している。 

※ＰＦＩ事業として実施する場合の財政負担見込額は、落札者の入札金額をもとに算定している。 

※現在価値換算にあたっては、割引率を１.０％（平成２０年度から平成２９年度の間の１０年国債

利回りの平均値）とし、物価上昇は見込んでいない。 

以上 


