
かつらぎ町「かつらぎ町学校給食調理等業務委託」 

～プロポーザル実施要領～ 

 

令和３年３月３日 

 

１．趣旨 

   この要領は、かつらぎ町立笠田小学校、妙寺小学校、渋田小学校及び町立笠

田中学校、妙寺中学校の合計５校において、令和４年４月から引き続き、学校

給食を実施するにあたり、かつらぎ町学校給食調理等業務委託仕様書に基づく

給食業務について、事業者から提案を受け、より安全安心で美味しい給食を児

童・生徒に提供するため、教育の一環として学校給食の意義を理解し、優れた

調理技術や衛生管理能力、業務効率性を確保する事業者を選定することを目的

とし、公募型のプロポーザルを実施するために必要な事項を定めるものである。 

   なお、この公募は、令和３年度当初予算成立を前提とした年度開始前の準備

手続きであり、かつらぎ町議会において当初予算案が否決された場合は、契約

を締結できないことがあるので、予め留意されたい。 

 

２．対象業務の概要 

（１）業務の名称  かつらぎ町学校給食調理等業務委託 

（２）委託期間   令和４年４月１日から令和１４年３月３１日まで 

（３）業務内容   別紙「かつらぎ町学校給食調理等業務委託仕様書」のと 

おり 

  ※仕様書の内容は現時点での予定であり、今後打ち合わせの中で変更する 

可能性がある。 

（４）委託限度額  ６４７，２４１千円 

  ※本業務の契約締結に係る上限額（消費税及び地方消費税を除く）である。 

  ※契約締結日の翌日から令和４年３月３１日までは、準備期間として業務 

委託料は発生しない。 

（５）履 行 場 所  受託者が整備し管理する調理場施設及び、対象校 

（６）対 象 校  かつらぎ町立笠田小学校、渋田小学校、妙寺小学校 

かつらぎ町立笠田中学校、妙寺中学校 

 

３．契約方法 

  公募型プロポーザルによる随意契約 

 

４．プロポーザル参加資格 

本業務提案に参加できる者は、次の各号に掲げる条件を全て満たす者とする。 

（１）給食対象校に、１日当たり約１，１００食の給食を調理し、配送できる



こと。なお、対象の食数については毎年の児童生徒数及び教職員数によ

り増減があるので注意すること。 

（２）学校給食法ほか学校給食関係法令等を熟知し、学校給食の趣旨を十分に

理解するとともに、「学校給食衛生管理基準」（平成２１年文部科学省告

示第６４号）及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成２９年６月

１６日付改正）を遵守した業務が遂行できること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定す 

る者でないこと。 

（４）民事再生法(平成１１年法律第２２５号)による再生手続き開始の申立て、 

会社更生法(平成１４年法律第１５４号)の規定による更生手続開始の申 

立て、破産法(平成１６年法律第７５号)の規定による破産手続開始の申 

立て又は会社法(平成１７年法律第８６号)に基づく特別清算開始の申立 

てが行われている者でないこと。 

（５）役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年 

法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。また、暴 

力団員が経営に事実上参加していないこと。 

（６）法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納 

付すべき税金を滞納している者でないこと。 

（７）仕様書の内容を熟知し十分に理解した上で、本公募型プロポーザルに参 

加できること。 

   

５．プロポーザルにかかる日程 

（１）プロポーザル実施要領配付    令和３年 ３月 ３日（水） 

（２）実施要領等の質問受付期限     令和３年 ３月２９日（月） 

（３）提案書等提出期限        令和３年 ４月３０日（金） 

（４）プレゼンテーション・ヒアリング  令和３年 ５月中旬頃（未定） 

（５）契約事業者の決定通知      令和３年 ５月３１日（月） 

（６）契約締結            令和３年 ６月末まで（予定） 

 

６．実施要領等に関する質問の受付 

（１）実施要領等に関する質問は、書面（様式第１号）により受け付ける。 

（２）受付期間は令和３年３月４日（木）から令和３年３月２９日（月） 

１７時（必着）までとし、提出方法は電子メールまたはＦＡＸとする。 

   ※上記以外の方法で提出された質問に対しては回答しない。 

（３）受け付けた質問への回答については、質問書を提出した事業者に対して、 

電子メールまたはファックスにて通知する。 

 ※メールアドレス  kyoikusomu-somu@town.katsuragi.wakayama.jp 

    ＦＡＸ      ０７３６－２２－７１０２ 

mailto:kyoikusomu-somu@town.katsuragi.wakayama.jp


７．提案書類の作成及び提出等 

（１）提案書の内容 

【企業評価】 

評価項目 評価の観点 評価方法 

ア 企業理念  ・学校給食に対する基本

的な考え方  

・学校給食の意義や特色

に対する理解度  

・学校給食調理業務に取

り組む意欲  

様式第３号の審査  

イ 調理場施設・設備整備  ・調理場位置  

・調理場施設整備計画  

・設備配置計画 

・配送車購入計画 

・食器・食缶等購入計画  

様式第４号の審査  

ウ 業務実績  ・学校給食調理業務受託

実績 （自校調理方式、学

校給食センター（共同調

理場）方式）  

・大量調理業務実績  

様式第５号の審査  

エ 危機管理体制  ・調理事故・異物混入等

発生時の対処体制  

・製造物賠償責任保険（Ｐ

Ｌ保険）等の損害賠償制

度の加入のグレード  

・安全・安心の信頼度（食

中毒等の発生状況）  

様式第６号の審査  

 

【技術力評価】   

 評価項目  評価の観点  評価方法  

ア 提案内容の的確性  ・学校給食の専門性、サ

ービス水準、安定的な提

供に関する実施方針  

・安全管理体制  

・アレルギー食に対する

取組 

様式第７号の審査  



イ 給食調理人員体制（円

滑な実施）  

・調理業務責任者、副責

任者等の配置  

・配置者の資格  

・職員勤務体制、勤務ロ

ーテーション  

・業務従事者の休暇等に

おける代員確保体制  

・調理作業工程表・動線

図  

様式第８号の審査  

ウ 衛生管理の体制  ・事業者としての衛生管

理対策や考え方  

・業務従事者の健康管理

の体制  

・報告・連絡、責任体制  

様式第９号の審査  

エ 職員研修、実施準備等  ・業務従事者に対する巡

回指導及び研修計画  

・受託から給食開始まで

の職員研修計画  

・職員研修体制（調理期

間、学校の休業期間）  

・地元採用計画  

様式第１０号の審査  

オ 配送計画と配送業務

体制 

・各学校への配送計画 

・配送業務体制 

様式第１１号の審査 

【コスト評価】     

評価項目 評価の観点 評価方法 

ア 見積額に関する提案 ・受託コスト  

・経費負担内訳  

様式第１２号の審査 

様式第１２－１号の審査 

イ 見積額について ・見積額 様式第１２号による計算 

※ 事業所概要について、様式第１３号により併せて提出ください。 

なお、かつらぎ町において入札参加資格を有していない事業者の場合は、上

記の書類に加え、下記の書類を添付すること。  

１．商業登記簿謄本（法人、コピー可）  

２．戸籍身分証明書（個人、コピー可）  

３．印鑑証明書（コピー可）  

４．納税証明書（国税及び地方税）  

５．使用印鑑届（様式自由）  

６．委任状（支店等を代理人とする場合） 



（２）提出部数 

      ８部とする。 

（３）提出方法   

   持参又は郵送（書留）によること。  

なお、持参の場合は、提出期限日までの役場開庁日(土、日及び祝日を 

除く)とし、受付は午前８時３０分から午後５時までの間とする。 

（４）提出期間 

   令和３年３月４日（木）から令和３年４月３０日（金） 

（５）その他 

   提案書は、Ａ４サイズ縦長（折込可）、横書き、左綴じとし、ページ番号 

を付すること。 

 

８．無効とする参加申込 

次の各号のいずれかに該当する申込みは無効とする。  

（１）談合その他の不正行為が行われたと認められるもの。  

（２）資格審査の結果、参加資格がないと認められるもの。  

（３）虚偽の申請により資格を得た者が提出したもの。  

（４）指定する提出期限を超えて提出（到達）したもの。  

（５）指定する以外の方法で郵送されたもの。  

（６）「７．提出書類の作成及び提出等」に示す提出書類がないもの。  

（７）提出書類の必要箇所に記名・押印のないもの。  

（８）委託限度額を超える金額で見積書及び内訳書を提出したもの。  

（９）見積金額を訂正したもの。  

（10）見積金額と経費負担内訳が合致しないもの。  

（11）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押

印のない提出書類により参加申込をしたもの。  

（12）プレゼンテーションに出席しなかった者。 

 

９．審査及び選定方法 

（１）審査会の設置 

 応募者の提案の審査については、かつらぎ町学校給食業務委託審査会（以下

「審査会」という。）において行うものとする。 

（２）審査方法 

下記「評価基準」により採点し、各々の合計点を１５０点満点として採点することにより 

審査し、審査委員会の採点合計の最高得点者を候補者とするが、候補者が、採用の

辞退その他の理由で契約できない場合は、次点者を候補者とする。 

ただし、候補者の採点合計が満点の６０％に満たない場合は、選考できないものと

し、改めて協議の上委託候補業者の選考をする。 



なお、同じ合計点が複数いる場合は、「技術力評価点数が高い方」、「コストの評価 

点数が高い方」の順に優先項目として順位を決定する。 

 

「評価基準」 

審査における評価項目と配点は以下のとおりとする。  

 【企業評価（配点３５点）】 

評価項目 評価の観点 評価方法 配点 

ア 企業理念  ・学校給食に対する基本的な考え方  

・学校給食の意義や特色に対する理解度  

・学校給食調理業務に取り組む意欲  

様式第３号

の審査  

５ 

イ 調理場施設・

設備整備  

・調理場位置  

・調理場施設整備計画  

・設備配置計画 

・配送車購入計画 

・食器・食缶等購入計画  

様式第４号

の審査  

１０ 

ウ 業務実績  ・学校給食調理業務受託実績 （自校調理方式、

学校給食センター（共同調理場）方式）  

・大量調理業務実績  

様式第５号

の審査  

１０ 

エ 危機管理体制  ・調理事故・異物混入等発生時の対処体制  

・製造物賠償責任保険（ＰＬ保険）等の損害賠

償制度の加入のグレード  

・安全・安心の信頼度（食中毒等の発生状況）  

様式第６号

の審査  

１０ 

 

【技術力評価（配点７５点）】 

評価項目 評価の観点 評価方法 配点 

ア 提案内容の的

確性  

・学校給食の専門性、サービス水準、安定的な

提供に関する実施方針  

・安全管理体制  

・アレルギー食に対する取組 

様式第７号

の審査  

１０ 

イ 給食調理人員

体制 

（円滑な実施）  

・調理業務責任者、副責任者等の配置  

・配置者の資格  

・職員勤務体制、勤務ローテーション  

・業務従事者の休暇等における代員確保体制  

・調理作業工程表・動線図  

様式第８号

の審査  

１０ 

ウ 衛生管理の体

制  

・事業者としての衛生管理対策や考え方  

・業務従事者の健康管理の体制  

・報告・連絡、責任体制  

様式第９号

の審査  

２０ 



エ 職員研修、実

施準備等  

・業務従事者に対する巡回指導及び研修計画  

・受託から給食開始までの職員研修計画  

・職員研修体制（調理期間、学校の休業期間）  

・地元採用計画  

様式第１０

号の審査  

１０ 

オ 配送計画と

配送業務体制 

・各学校への配送計画 

・配送業務体制 

様式第１１

号の審査 

２５ 

 

【コスト評価（配点４０点）】 

評価項目 評価の観点 評価方法 配点 

ア 見積額に関

する提案 

・受託コスト 

・経費負担内訳 

様式第１２号の審

査 

様式第１２－１号

の審査 

１０ 

イ 見積額につ

いて 

全提案者の内の最低見積金額（小学校、中

学校の合計）÷当該提案者の見積金額（小

学校、中学校の合計）×３０点（小数点第

２位以下切り捨て）  

様式第１２号によ

る計算結果による 

３０ 

【注意事項】 

・提案書の内容についてプレゼンテーション審査のみを実施する。 

・プレゼンテーションの詳細な日程、開始時間及び会場等は応募状況を確認 

後、速やかに郵送にて連絡する 

・プレゼンテーションの提案時間は２０分以内とし、質疑の時間を１０分と 

する。 

・プレゼンテーションは既提出の提案書を用いたものとし、追加資料の提出 

は認めない。 

・パワーポイント等による説明は可能とするが、パソコンは各自で準備し操 

作すること。 

なお、スクリーン及びプロジェクターは、町が用意するものを使用でき 

るが、使用する場合は事前に町と協議すること。 

・プレゼンテーションに出席できる人数は、各事業者３名以内とする。 

なお、パソコンを操作する者として別に１名を同席させられるが、説明等 

の発言は不可とする。  

・参加申込書に記載された者又はその者から委任を受けた者（委任状提出が必

要）は、プレゼンテーションに必ず出席すること。  

・プレゼンテーションの順番は、参加申込書類の受付順により行うものとす 

る。 

 



（２）選定方法 

審査会では、上記の審査により、業務経験、提案内容、見積金額等を総合的

に勘案し、委託候補者を選定する。町は、委託候補者と業務履行に必要な協議

を行い、協議が整った場合は随意契約による業務委託契約を締結する。  

なお、委託候補者との協議の結果、合意に至らなかった場合又は「４．参加

要件」を満たさなくなったとき、若しくは不正と認められる行為をしたことが

判明した場合は、次点の者と協議を行う。 

（３）審査結果 

  審査の結果は、参加申込者全員に郵送で通知する。 

（４）審査会の運営 

  審査会は、参加者の企業秘密および知的財産等を保護する観点から非公開 

とし、また議事内容についても非公開とする。 

 

１0．公募型プロポーザルの停止、中止及び取消し  

緊急等止むを得ない理由により、公募型プロポーザルを実施することができない

と認められる場合は、公募型プロポーザルを停止、中止又は取り消すことがある。な

お、この場合において、当該公募型プロポーザルに要した費用をかつらぎ町に請求

することはできない。  

 

11．その他留意事項等  

（１）提出期限以降における書類の差替え及び再提出は認めない。また、提出され

た書類等は返却しない。  

（２）以下の費用については、参加申込者の負担とする。  

・本プロポーザルに要する経費及び提出に係る費用  

・契約締結に必要な費用（収入印紙等）  

・契約締結から本委託業務開始日までの間において準備等に要する費用  

（３）提出された書類等は、審査等において必要な場合はコピーする。 

（４）提出された書類等は、かつらぎ町情報公開条例（平成１４年かつらぎ町 

条例第５３号）第６条の規定により開示する場合がある。ただし、事業 

を営む上で、競争上または事業運営上の地位その他正当な利益を害する 

と認められる情報は非公開となる場合があるので、この情報に該当する 

と考える部分がある場合には、非公開としたい情報届出書（様式第１４ 

号）により届出るものとする。なお、本プロポーザルの委託候補者選定前

において、決定に影響が出る恐れがある情報については選定後の開示とす

る。 

（５）委託候補者が、正当な理由なくして契約締結に応じない場合は、委託候 

補者の決定を取り消す場合がある。  

（６）委託候補者が、契約締結までに業務の履行が確実でないと認められると 



き、又は著しく社会的信用を損なう行為等が発覚したと認められるとき 

は、委託候補者の決定を取消し、契約を締結しないことがある。  

（７）この要領に定めるもののほか、必要な事項については審査会が定める。 

 

12．書類配布方法  

かつらぎ町教育委員会教育総務課にて受取り、又はかつらぎ町ホームページか 

らダウンロードとする。 

 

13.本件にかかる問い合わせ及び書類提出先 

  〒６４９－７１９２  和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町２１６０番地 

  かつらぎ町教育委員会 教育総務課 担当：村岡 

    ＴＥＬ ０７３６－２２－０３０３ 

    ＦＡＸ ０７３６－２２－７１０２ 

町ホームページ  http://www.town.katsuragi.wakayama.jp/  

電子メール  kyoikusomu-somu@town.katsuragi.wakayama.jp  

※ＦＡＸ及び電子メール利用時は、必ず担当者へ電話にて受領確認を行うも 

のとする。 

 


