
 

 

 

平戸市立学校給食共同調理場等業務にかかる公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

 この要領は、平戸市立学校給食共同調理場等業務の受託者を選定する手続きに関し、必要な事項

を定めることを目的とする。 

 

２ 策定業務の概要 

（1）業務名 

  平戸市立学校給食共同調理場等業務 

（2）業務内容 

  別紙「平戸市立学校給食共同調理場等業務仕様書」のとおり。ただし、契約時における仕様書

については、選定された事業者の企画提案内容に応じて変更することがある。 

（3）履行期間 

  令和２年８月１日から令和６年７月 31 日まで ４年間 

（4）委託料の上限額 

  374,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 選定方法 

 委託業者は、公募型プロポーザル方式（以下、「本プロポーザル」という。）により選定する。 

 

４ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たした者とする。 

（1）令和２年１月 31 日現在において、九州内に営業所等を有する者であり、且つ平戸市入札参加

資格登録をしていること。 

（2）地方自治法施行令第 167 条の４第１項に該当する者でないこと。 

（3）学校給食が教育の一環であることを認識のうえ、給食を安全で衛生的かつ安定的に提供でき

ること。 

（4）会社独自の衛生管理マニュアルを作成しており、十分な衛生管理を行なっていること。また、

従業員に対して計画的に衛生管理研修を行い、安全衛生教育を実施していること。 

（5）従業員に対して栄養士による文科省学校給食衛生管理基準に基づく衛生指導ができること。

ただし、現に栄養士を雇用していない場合には、業務開始までに雇用すること。 

（6）現在、食品衛生法に基づく食中毒等による行政処分を受けていないこと。 

（7）万一の事故等発生の際、損害賠償を確実に行なえること。 

（8）社内におけるコンプライアンス体制が整備されていること。 

（9）学校給食調理又は大量調理業務の実績があること。 

 

５ 参加申込み 

 本プロポーザルに参加しようとする者は、下記に掲げる書類を提出すること。 

 参加申込書及びプロポーザル実施要領等、公募に関する資料・様式類は、本市ホームページから

ダウンロードすること。 

（1）提出書類 

ア 参加申込書（様式第１号） 

イ 会社概要書（様式第２号） 



 

 

ウ 業務受託実績書（様式第３号）※受託実績がある場合のみ提出 

（2）提出部数 

 各１部 

（3）提出期限 

 令和２年１月 31 日（金）午後５時 必着 

（4）提出方法 

 持参又は郵送とする。持参の場合、土日祝日を除く午前９時から午後５時までとする。 

（5）提出先 

 〒859-4807 平戸市田平町里免 27 番地 1 

 平戸市役所田平支所内 

 平戸市教育委員会 教育総務課総務施設班 

 TEL：0950-22-9213 

 

６ 企画提案書の提出 

（1）提出書類 

 ア 企画提案書（任意様式） 

 イ 本業務の実施体制（任意様式） 

 ウ 見積書（様式第６号）（消費税及び地方消費税を抜いた額とし、別途消費税額も記載するこ

と。また、内訳書を添付すること。） 

 エ その他必要と思われる資料 

  ※見積書については、委託予定者に選定された場合、当該見積書が契約額を確約するものでは

ない。 

（2）作成上の留意事項 

 ア 提案書は、Ａ４版で製本すること。 

 イ 文字の大きさは、原則として 11 ポイント以上とする。 

 ウ 文書を補完するための写真、イラストの使用は任意とする。 

 エ 提案書の印刷の色は、カラー、白黒を問わない。 

 オ Ａ３版の資料は片面印刷とし、Ａ４サイズ三つ折とすること。 

 カ 提案書の下段余白にページ番号を入れること。 

 キ 抽象的な表現は避け、できる限り現実的・具体的な提案に努めること。 

 ク 提案書作成及びこれに係る付帯作業、プレゼンテーションに関する経費は、提案書の負担と

する。 

 ケ 提出された提案書は、返却しないものとする。 

 コ 提出された提案書のうち、採用されなかったものについては、第三者に開示することはない。

ただし、採用されたものについては業務において関係者及び事務局職員に開示する場合がある。 

 サ 提案書の表紙には、タイトルを「平戸市立学校給食共同調理場等業務」とし、提出年月日を

記載すること。なお、正本には会社名・会社印、代表者名・代表者印を記名押印すること。 

（3）提出部数 

 正本１部、副本８部 

（4）提出期限 

 令和２年２月７日（金）午後５時 必着 

（5）提出方法 

 持参又は郵送とする。持参の場合、土日祝日を除く午前９時から午後５時までとする。 

 



 

 

 

（6）提出先 

 〒859-4807 平戸市田平町里免 27 番地 1 

 平戸市役所田平支所内 

 平戸市教育委員会 教育総務課総務施設班 

 TEL：0950-22-9213 

 

６ 参考資料 

（1）業務の分担区分、経費の負担区分 

（2）平戸市立学校給食共同調理場業務委託仕様書、調理業務特記仕様書、配送業務特記仕様書及

び管理業務特記仕様書 

（3）学校給食配送先位置図  

 

７ 実施要領等に関する質問の受付・回答及び現場説明会 

（1）質問書（様式第４号）に質問内容を簡潔に記載し、電子メールにより提出すること。受信後

は事務局から確認メールを返信する。電子メールの件名は、「学校給食共同調理場等業務プロ

ポーザル質問書（法人名）」とすること。 

（2）提出期限 

  令和２年１月 24 日（金）午後５時必着 

（3）回答方法 

  本プロポーザル参加業者全てに電子メールにて回答する。なお、質問のあった事業者名は公表

しない。 

（4）提出先アドレス及び電話番号 

 平戸市教育委員会 教育総務課総務施設班 

 メールアドレス：kyoikusomu@city.hirado.lg.jp 

  電話番号：0950-22-9213 

（5）現場説明会については、希望により下記の期間対応する。 

ア 期間  令和２年１月 17 日（金）から令和２年１月 23 日（木）まで（土曜日、日曜日及

び休日を除く。）の午前９時から午後４時まで。 

イ 連絡先 平戸市教育委員会 教育総務課 

  電話番号：0950-22-9213 

 

８ 審査方法 

（1）一次審査（書類審査） 

  提出書類を基に、「平戸市立学校給食共同調理場等業務選定委員会（以下「選定委員会」とい

う。）」を設置し、選定基準に基づき、二次審査（プレゼンテーション）に進む事業者、上位４者

程度を選定する。 

一次審査の選定結果は、参加申込みをしている全ての事業者に電子メールにて通知する。 

なお、選定結果等についての異議申立ては、一切受け付けない。 

（2）二次審査（プレゼンテーション） 

  企画提案者に提案された者は、提出された企画提案書等に基づき、プレゼンテーションを行う。 

 ア 実施日時 

  令和２年２月 21 日（金） 午後１時 30 分予定 

 イ 実施場所 



 

 

  平戸市役所田平支所 会議室 

  ※詳細な日程等については、書類審査結果と併せて通知する。 

 ウ 内容等 

 ・プレゼンテーション 一事業者につき 25 分以内 

 ・質疑応答      約 10 分 

 ・一事業者の出席者数 ３名以内 

 ・その他        プレゼンテーションで使用する資料は、提出された提案書のみとし、

追加提案の資料配布は認めない。また、プレゼンテーションに必要な場

合は、会場に用意するプロジェクター及びスクリーンの使用を認める。

その他パソコン等必要な機器については、各提案者で用意すること。 

 

 

９ 委託業者の選定方法について 

（1）選定の手順 

 ア 選定委員会において、選定基準２に基づき選考する。選定基準１及び選定基準２の合計得点

が上位の者から交渉権第 1位及び第２位となる事業者を委託事業者として選定する。 

 イ 委託事業者の決定については、交渉権第１位に選定された事業者と契約内容等について協議

を行い合意の場合、委託業者とするが、協議の結果、合意に至らなかった場合に交渉権第２位

に選定された事業者と交渉を行い、委託業者を決定する。 

（2）審査結果について 

２次審査の結果は、採用、非採用の結果のみ各提案者に郵送により書面で通知するとともに、平

戸市のホームページ上で公表する。 

 なお、選考結果に関する問合せや異議には一切応じない。 

（3）選定基準 

 ア 選定基準１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 評価項目 評価内容 配点 

見積額 予算額との比較 見積額が予算額以内か 10 

会社概要 

規模 資本金等 

15 実績 全国、九州、県内、市内での実績 

支店・営業所 直近の支店・営業所の所在地 

人員体制 人員数等 

調理員基準を満たしているか 

15 有資格者の数 

代替要員の確保等業務遂行に問題

はないか 

衛生管理・危

機管理体制等 

関係書類 

書類の調製等 
二次審査において評価に必要な書

類内容となっているか 
10 

合計（50 点） 50 



 

 

 

イ 選定基準２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 契約等 

業務仕様書及び委託予定者の企画提案書等の内容を基本に協議の上、平戸市契約規則に基づき

契約を締結する。 

委託予定者の企画提案書等の記載内容を原則として契約時の仕様とするが、本業務の達成のた

区分 評価項目 評価内容 配点 

会社概要 

規模 資本金等 

30 実績 全国、九州、県内、市内での実績 

支店・営業所 直近の支店・営業所の所在地 

基本姿勢 基本理念等 基本的な考え方、理念等 10 

区分 評価項目 評価内容 配点 

衛生管理体制 

基本的考え方 基本姿勢の評価 

30 管理体制 管理及び指導体制 

衛生検査 衛生検査の実施内容 

教育指導体制 
人材育成の取組 技術向上及びその他の研修等 

20 
巡回指導 巡回の頻度及び指導体制 

人員体制 

業務実施体制 

責任者・副責任

者の配置 

類似施設における実績、経験を有す

る職員配置 
10 

人材の確保 

現在の調理員の継続雇用の配慮及

び有能な人材の確保のノウハウの

有無。また長期雇用のための取組 

10 

人員配置 適切な人員配置か 15 

業務実施体制 

業務全般における業務実施体制の

考え方。市教委及び栄養教諭との連

携。 

10 

危機管理 

通常業務におけ

る危機管理体制 

日頃から食中毒・異物混入・アレル

ギー、その他事故等の緊急時に迅速

な対応が出来る体制が整備されて

いるか。 

30 

緊急時の人員派

遣体制等 

緊急時における代替要員の準備及

び人員派遣要請への協力の可否 
5 

損害賠償体制 
製造物賠償責任保険（PL 保険）等の

損害賠償制度への加入 
10 

福利厚生 職員の福利厚生 
給与額の適否、福利厚生面への配慮

等 
10 

コスト削減の

提案 
コスト削減 コスト削減の事業提案等 10 

見積額 
予算超過の場合は失格とする。二次審査質疑において 

予算内の対応が可能かどうかの確認を行う。 
 

合計（200 点） 200 



 

 

め、必要な範囲において、委託予定者との協議により、項目を追加、変更又は削除する場合があ

る。 

また、これにより見積額を超えない範囲で、契約内容及び契約額等の調整を行う場合がある。 

 

11 その他留意事項 

（1）本プロポーザルに要する経費及び提出にかかる費用については、すべて参加者の負担とする。 

（2）定められた期限内に企画提案書の提出がない場合や、プレゼンテーションに欠席した場合、

又は辞退の申し出があった場合は、本プロポーザルに参加する資格を失う。 

（3）提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属するものとする。ただし、本市が本案件の

プロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を得ず

に提出書類の内容を無償で使用できるものとする。 

（4）企画提案書については、委託予定者の選定のために使用するものとし公表しないが、情報公

開請求があった場合は、平戸市情報公開条例に基づき公開することがある。 

（5）提出された企画提案書等は返却しない。 

（6）電子メール等の通信事故については、本市はいかなる責任も負わない。 

 

12 実施スケジュール（予定） 

  

内容 日時 

公募及び質問受付開始 

（ホームページ掲載） 
令和２年 1月９日（木） 

質問受付期限 
令和２年２月 24 日（金）午後５時まで 

※質問の受付日から翌々日以内を目途にメールで回答 

参加申込書提出期限 令和２年１月 31 日（金）午後５時まで 

企画提案書等の提出期限 令和２年２月７日（金）午後５時まで 

提案審査会 令和２年２月 21 日（金） 

審査結果通知 提案審査会から１週間以内に書面で通知 

 

 

13 お問合せ・提出先 

 平戸市教育委員会 教育総務課 

 担当：井手、石田 

 TEL：0950-22-9213 

 FAX：0950-25-1211 

E-mail:kyoikusomu@city.hirado.lg.jp 


