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１．募集要項等の定義  

   大分市教育委員会（以下「市教委」という。）では、大分市学校給食東部共同調

理場において、平成２０年９月より学校給食の調理等業務を民間事業者に委託する

ことにより実施しております。現在の業務受託事業者との契約履行期間は令和５年

７月３１日までとなっており、引き続き学校給食の調理等業務を民間事業者に委託

することにより実施いたします。 

   また、令和５年８月１日以降の調理等業務を実施する民間事業者の決定に当たっ

ては、公募型プロポーザル方式を採用します。 

   この募集要項は、調理等業務委託事業に係る募集に関して必要な事項を定めたも

のです。 

   なお、本募集要項に併せて配布する資料（要求水準書・添付資料・様式集・別表

集・書式集・図面集）も本募集要項と一体の資料とし、これら全資料を含めて「募

集要項等」と定義します。 

   

２．業務委託名及び業務内容 

（１）業務委託名 大分市学校給食東部共同調理場調理等業務委託 

（２）業務内容  要求水準書（別添１）のとおり。 

 

３．業務履行期間 

  令和５年８月１日から令和８年７月３１日まで 

 

４．選考方法 

（１）「大分市学校給食東部共同調理場調理等業務受託候補者選定委員会」（以下「選定 

委員会」という。）を設置し、厳正かつ公正に受託候補者の選定を行う。 

（２）業務受託事業者は、選定委員会の審査にもとづき、市教委が決定する。 

（３）選定委員会において、提出された「企画提案書」等の書類の内容、プレゼンテー 

ション及びヒアリングの内容を別添２「大分市学校給食東部共同調理場調理等業 

務受託候補者選定基準」により審査し、応募事業者ごとの評価点(選定委員会の 

各委員が評価した点数を合計して得た点数をいう。以下同じ。)を比較し、評価 

点が最も高い応募事業者を、受託候補者として選定する。 

（４）評価点が最も高い応募事業者が複数存在する場合は、選定委員会の多数決 

により選定する。 

（５）選考結果は応募事業者すべてに通知する。 

（６）受託候補者が、契約を締結しない場合は評価点の高い応募事業者から順に契 

約交渉を行い、合意に達した応募事業者と契約を締結する。 

（７）応募事業者が１事業者の場合でも審査を行い、選定委員会が適切な応募事業者と 
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判断した場合は受託候補者とする。 

（８）（３）から（７）にかかわらず、評価点が、審査を行った委員の人数に 117 点を 

乗じて得た点数に満たない応募事業者を受託候補者として選定しない。 

（９） 上記以外の状況が発生した場合は、選定委員会で協議して受託候補者を選定する。 

 

５．選定基準 

別添２「大分市学校給食東部共同調理場調理等業務受託候補者選定基準」のと 

おり。 

 

６．参加資格等 

（１） 参加資格 

   次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 

①法人格を有していること。 

②これまで、小学校若しくは中学校を対象とした学校給食調理業務の受託実績を 

3 年以上有している者又は厚生労働省作成の「大量調理施設衛生管理マニュア 

ル」に定められた同一メニューを１回 300 食以上若しくは１日 750 食以上を

提供する調理施設での調理業務の経験を５年以上有し、かつ現在特定給食施設

での調理業務契約を締結している者であること。 

   ③市教委との連絡・調整が速やかに行えるよう、大分市内に本社、支社、営業所、 

事業所等のいずれかを本業務受託開始までに有している者であること。 

   ④製造物責任（ＰＬ）法に基づく生産物賠償責任保険に加入していること。 

   ⑤業務受託事業者は、契約締結時点で①②④の要件を満たす履行保証人を確保で 

きる者であること。 

（２） 応募事業者の制限 

次に該当する者は、応募事業者になることはできない。 

   ①地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する 

者 

   ②大分市の指名停止措置を受けている者 

   ③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、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又は民 

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てがな 

されている者 

   ④法人税、消費税、地方消費税又は大分市税を滞納している者 

   ⑤公告日から過去 3 年以内に、学校給食において食品衛生法に基づく食中毒等に 

よる行政処分を受けた者 

   ⑥応募事業者の責に帰する事由により食品衛生法に規定する営業許可を受ける 
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ことができない者 

   ⑦応募事業者となる団体等が次のいずれかに該当するとき。 

ア．役員等（役員及び支配人、支店及び営業所の代表者その他実質的にその経

営に関与している者をいう。以下同じ。）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。以下「暴力団対策法」と

いう。）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で

あると認められるとき。 

イ． 暴力団（暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ．役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし

たと認められるとき。 

エ．役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、

又は関与していると認められるとき。 

オ．役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められるとき。 

カ．大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成 24 年大分市

告示 377 号）に基づく排除措置期間中であるとき。 

   ⑨公告日以前 3 月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事 

実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者 

（３）応募資格の確認 

   応募事業者の確認は、公告日を基準とする。ただし、公告日から契約締結日まで 

に応募事業者の備えるべき要件を欠くような事態が生じた場合には失格又は受 

託候補者決定の取消しとする場合がある。 
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７．業務受託事業者募集等の実施スケジュール（予定） 

  募集等実施スケジュールは次のとおりとする。ただし受付等は、土曜日、日曜日及 

び国民の祝日に関する法律に規定する休日には行わない。 

スケジュール項目 日  程 

募集要項等の公表 令和４年１１月２９日（火） 

募集要項等に関する説明会 令和４年１２月 ５日（月） 

募集要項等に関する質問の受付 令和４年１２月 ５日（月）～ 

令和４年１２月 ９日（金） 

募集要項等に関する質問に対する回答 令和４年１２月１４日（水） 

書類の受付 
令和４年１２月１４日（水）～ 

令和４年１２月２３日（金） 

書類審査 
令和４年１２月２３日（金）～ 

令和４年１２月２７日（火） 

プレゼンテーション及びヒアリング 令和５年  １月下旬（予定） 

結果の通知 平成５年  ２月上旬（予定） 

 

８．募集要項等の公表 

（１）公表方法 

   本委託業務に関する募集要項（本書）等の資料は、大分市のホームページに 

おいて公表することとする。 

（２）公表書類 

   ①募集要項・・・本書 

   ②要求水準書・・・別添１ 

   ③業務受託候補者選定基準・・・別添２ 

   ④申請書等提出要領・・・別添３ 

   ⑤様式集 

   ⑥別表集 

   ⑦書式集 

⑧図面集 

   ⑨学校給食異物混入時の対応マニュアル 

     ⑩大分市立学校食物アレルギー対応マニュアル（抜粋） 

   ⑪誓約書 

※なお、上記書類が必要な場合は、各自、大分市のホームページよりダウンロ 

ードしてください。 

 

９．募集要項等に関する説明会 
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  募集要項等に関する説明会を次のとおり開催する。 

  （１）日 時  令和４年１２月５日（月） 

          （受付：午後１時３０分から 説明会：午後２時～午後３時） 

  （２）場 所  大分市学校給食東部共同調理場 

  （３）住 所  大分市大字海原９１６番地の３ 

  （４）留意事項 

     ①説明会参加希望事業者は、令和４年１２月２日（金）午後５時１５分まで

に、法人名、参加者氏名及び参加人数を体育保健課（TEL097-585-5146、

FAX097-538-4800）に連絡すること。 

     ②説明会では、原則として募集要項等の配布はしないので、各自持参するこ

と。 

     ③参加人数は１事業者につき３名までとする。 

     ④衛生管理の観点から、１階（玄関、ホールを除く）及び２階受託事業者エ

リアは立ち入り禁止とする。 

     ⑤説明会への出欠がプロポーザルへの参加に影響することはありません。 

 

10．募集要項等に関する質問の受付・回答 

  募集要項等の内容に関する質問を次のとおり受付、回答する。 

  （１）質問の提出方法 

     質問書（様式６）に内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールにより提出す 

ること。 

  （２）受付期間 

     令和４年１２月５日（月）～令和４年１２月９日（金）午後５時１５分まで 

  （３）回答期日 

令和４年１２月１４日（水） 

  （４）電子メールアドレス 

     taiikuhoken@city.oita.oita.jp 

  （５）質問及び回答の公開 

     募集要項等に関する質問及び回答は大分市ホームページにて公開する。 

     なお、無用な混乱を招くことが危惧されるときは、質問に回答しない場合が

ある。 

 

11．書類の受付・審査 

  応募事業者は、次により提出すること。 

  （１）受付（提出）期間 

     令和４年１２月１４日（水）～令和４年１２月２３日（金） 
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     （土曜・日曜・祝日を除く。受付時間：午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分まで。） 

  （２）提出書類 

     ①参加表明書兼参加資格審査申請書等（様式１、２） 

     ②企画提案書（様式８－１～８－８） 

③見積書（様式９） 

④調理業務実績（様式３） 

⑤会社概要（パンフレット等を含む）、経営状況についての調査表（様式４）、 

財務諸表類 

     ⑥暴力団排除に関する誓約書（大分市の入札参加資格の認定を受けている者

を除く） 

⑦その他申請書等提出要領（別添３）に記載された提出書類 

上記①～⑦を、様式５（申請書書類チェックリスト）を先頭とし、チェッ

クリスト順に A４版フラットファイル１冊に編冊のうえ提出すること。な

お、ファイルの表紙及び背表紙に「業務委託名、事業者名」を記載した表

紙を付けること。  

※募集要項等で提出を求められている書類のみを提出すること。 

（３）提出書類詳細内容 

     ①参加表明書兼参加資格審査申請書等     

      申請書等提出要領（別添３）による。 

②企画提案書（様式８－１～８－８） 

      ア．書式 

       （ア）Ａ４版用紙、横書き、左綴じとすること。 

       （イ）評価項目・評価視点について記載すること。 

 イ．無効（失格）となる企画提案書 

  （ア）提出方法、提出先又は提出期限のいずれかに適合しないもの。 

  （イ）虚偽の内容が記載されているもの。 

③見積書（様式９） 

 ア．見積額は年度ごとに下表の金額の範囲内であること。 

年 度 
上限金額（円） 

（消費税及び地方消費税を含む） 

令和５年度 98,463,200 

令和６年度 150,361,200 

令和７年度 150,361,200 

令和８年度 51,346,900 

合  計 450,532,500 

イ．見積書には、希望契約金額の 110 分の 100 の金額をそれぞれ記載す  
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ること。 

ウ．要求水準書（別添１）に基づき作成すること。 

 エ．見積書（様式９）を先頭に人件費、保健衛生費、現場経費及び管理費

等、年度ごとの詳細な積算内容書を添付すること。 

 オ．見積書に押印する印鑑は実印又は大分市に届け出している使用印とす

る。（副本はコピー可）。 

 カ．見積内容は企画提案書等と同一のものとし、違うものは認めない。 

 キ．見積額が「ア」を超える場合、又は異常に少ないなど、本委託業務の

適正な履行に支障があると判断した場合は失格とする場合がある。 

④調理業務実績（様式３） 

 募集要項６．参加資格等（１）参加資格②の確認が出来ること。また、調 

理業務実績が多い場合は複数枚になってもよい。  

⑤会社概要（様式４） 

 経営状況についての調査表（様式４）、会社の沿革（設立から現在に至る 

までの経緯）、会社の組織（支店、営業所、事務所及び組織図）、及び直前 

３期分の財務諸表類（損益計算書及び賃借対照表の写し）。 

なお、会社の沿革及び組織については、パンフレットでも可とし、編冊に

含めること。      

  （４）提出部数 

     １５部（正本１部・副本１４部） 

  （５）提出先 

     大分市荷揚町２番３１号 大分市役所第２庁舎４階 

     大分市教育委員会 体育保健課 

  （６）提出方法 

     持参とし、それ以外の方法による提出は認めない。 

  （７）参加辞退届 

     参加表明書兼参加資格審査申請書の提出後に辞退をする場合は、参加辞退届

（様式７）を提出すること。 

  （８）書類審査 

     参加資格等について書面による審査を実施する。 

結果通知発送予定月日 令和４年１２月２７日（火） 

   

12．プレゼンテーション及びヒアリング 

  書類審査実施後、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。 

  （１）実施日時 

     令和５年１月下旬頃（予定） 
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※別途通知する。 

  （２）場所 

     別途通知する。 

  （３）実施時間 

     30 分程度（プレゼンテーション 15 分程度、ヒアリング質疑応答 15 分程度） 

     ※準備・撤収は、審査前後約 10 分間の休憩時間に行うこと。 

  （４）出席者 

     5 名までとする。統括責任者として配置予定の者（以下「予定統括責任者」

という。）の出席は必須（出席できない特段の理由があるときは市教委の許

可を受けること）とする。なお、出席者名簿を実施日の前日までに提出する

こととし、予定統括責任者の資格（従事実績、栄養士免許等）が確認できる

書類を添付すること。 

  （５）プロジェクター、パソコン等を使用する場合は、各自で準備すること。また

スクリーンは市教委で準備するが、機器等を使用する場合は電源等につき、

事前に市教委と打合せること。 

  （６）プレゼンテーション及びヒアリングの順番等 

     書類の受付順とする。辞退が出た場合は、順次繰上げる等の方法により対処

する。また、プレゼンテーションについては、別添２「選定基準」の評価項

目の順に沿った内容とすること。 

  （７）追加書類 

     選定委員会等より、追加書類の提出を求められた場合のみ提出することがで

きるものとし、提出を求められていない場合は資料等の追加提出は認めない。 

  （８）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、プレゼンテーション及びヒアリン

グをリモートで開催する場合は対応すること。 

  

13．提案書等に関する条件 

  （１）委託料等に関する条件 

     ①履行の確認等 

            業務受託事業者は、令和５年８月分から毎月５日（その日が閉所日のとき

には翌開所日）までに、前月分の業務完了報告書を市教委に提出する。 

     ②委託料の支払い 

      委託料は、令和５年８月分から初回として支払う。業務受託事業者は、市

教委から業務委託の完了を確認した旨の通知を受けたときは、当該月分の

委託料を市教委に請求することができる。市教委は、所定の当該支払請求

書を受理した日から３０日以内に委託料を支払う。 

      なお市教委が業務受託事業者に支払う各月の委託料の額は、各年度委託料
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の額を１２ケ月（令和５年度は８ケ月、令和８年度は４カ月）で均等に分

割した額とする。この場合、各月の委託料は十円未満を切り捨てるものと

し、切り捨てた額の合計額は毎年度最終の請求における請求額に加える。 

     ③調理数の変動に伴う委託料の変更 

      実施条件（基本給食実施回数×基本調理数）と実際の年間調理数が著しく

異なった場合には、市教委と事業者と協議の上、委託料の額を変更するこ

とができる。なお、その場合の変更後の委託料は、当該年度の変更後設計

額に、当該年度の変更前設計額に対する当該年度の当初の委託料の割合を

乗じた額とする。 

  （２）リスク管理方針 

     業務委託契約締結後の市教委と業務受託事業者の主なリスク分担方針は、次 

のとおりとする。これらは、帰責事由の所在が不明確になりやすいリスクに 

ついて、その方針を示したものである。 

 

リスクの種類 リスクの内容 

負担者 

市教委 
業務受託

事業者 

調理等業務の中止・

延期に関するリスク 
業務受託事業者の業務放棄、破綻 

 
〇 

許認可リスク 調理等業務の実施に必要な許認可取得の遅延等  〇 

計画変更リスク 調理等業務内容の変更  〇 

運営費上昇リスク 食数の著しい増加以外の要因による運営費用の

増大 

 〇 

施設損傷リスク 
業務受託事業者の責に帰すべき事由による場合  〇 

上記以外 〇  

性能リスク 要求仕様不適合  〇 

調理事故・異物混入

等に関するリスク 

業務受託事業者の責に帰すべき事由による場合  〇 

上記以外 〇  

  （３）遵守法令 

     ①法 令・・・学校給食法、食品衛生法、労働基準法等の労働関係法令及び 

その他関連法規等 

     ②要綱等・・・学校給食衛生管理基準（文部科学省）、大量調理施設衛生管

理マニュアル（厚生労働省）及びその他関連要綱等 
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14．業務委託実施に関する事項 

  （１）業務委託の継続が困難となった場合 

     ①業務受託事業者の債務不履行の場合 

      （ア）市教委は、業務受託事業者が本業務委託を完全に履行する見込みが

ないと認めるとき、又はこの契約に違反して契約の目的を達するこ

とができないと認めるときは、履行保証人に対し、本業務委託の実

施を求めることができる。 

      （イ）履行保証人は、前項の規定による本業務委託の実施の請求があった

ときは、業務受託事業者に代わって本業務委託を実施しなければな

らない。 

     ②当事者の責めに帰すことのできない事由により継続が困難となった場合 

      不可抗力、又は業務受託事業者の責めに帰すことのできない事由により業 

務の継続が困難となった場合、市教委及び業務受託事業者双方により業務 

継続の可否について協議する。一定期間内に協議が整わないときは、相手 

方に対する事前の通知により、市教委又は業務受託事業者は、契約を解除 

する。 

  （２）市教委による本業務委託の実施状況の監視 

     市教委は、業務内容を確認するため、本業務委託の実施状況の監視を次のと

おり実施する。 

     ①モニタリング 

      市教委は、業務受託事業者が提供する業務内容及び雇用状況等の把握を目

的に、定期又は随時に監視する。また、報告書等の提出を求めることがあ

る。 

     ②支払いの減額等 

      業務委託契約書及び要求水準書等で定められた業務内容水準を充足して

いないことが判明した場合は、委託料の減額等を行うことがある。 

   

15．留意事項 

  （１）募集要項等の承諾 

     応募事業者は、参加表明書兼参加資格審査申請書の提出をもって、募集要項

の記載内容を承諾したものとみなす。 

  （２）費用の負担 

     応募に関して必要な費用は、応募事業者の負担とする。 

  （３）使用言語及び単位 

     応募に関して使用する言語は日本語とし、単位は計量法（平成 4 年法律第

51 号）に定めるものとし、通貨単位は円とする。 
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（４）著作権 

     採用した企画提案書等の著作権は市教委に帰属する。ただし、不採用となっ

た企画提案書等の著作権は原則として、書類の作成者に帰属する。 

  （５）情報公開 

     提出された企画提案書は、大分市情報公開条例に基づく開示請求があった場

合には原則公開とする。 

（６）提出書類の取扱い 

     提出書類については変更できないものとし、不採用となった応募事業者の提

出書類は、提出時に返却を希望した場合に限り、正本１部を除き返却するこ

ことする。 

  （７）資料の取扱い 

     提出書類作成に伴い市教委より受領した資料は、市教委の了解なく公表また

は第三者に対してこれを使用させ、又は内容を提示することを禁止する。 

（８）失格に関する事項  

次のいずれかに該当する場合は、失格となることがある。 

①書類の提出方法、提出先又は提出期限のいずれかに適合しない場合 

②提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

③提出書類に虚偽の内容が記載されている場合 

④審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

⑤著しく信義に反する行為があった場合 

（９）その他 

     ①予定統括責任者の変更については市教委に届出をし、承認を得るものとす

る。この場合、新たな統括責任者は、変更前の統括責任者と同等以上の経

験等を有することを条件とする。 

     ②企画提案書に記載する内容は、履行可能な内容に限る。 

     ③業務受託候補者決定後、応募事業者名を公表する。 

     ④選考結果等についての不服及び異議申し立ては認めない。 

     ⑤プレゼンテーション・ヒアリングに参加しない場合は失格とする。 

  （10）担当課 

     〒870-8504 大分市荷揚町２番３１号 大分市役所第２庁舎４階 

     大分市教育委員会 体育保健課 

     TEL 097-585-5146  FAX 097-538-4800 

          電子メールアドレス  taiikuhoken@city.oita.oita.jp 
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