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１ はじめに 

本市では、平成28年度から選択制の中学校給食を導入し、全43校の市立中学校におい

て、安心安全な給食の提供を行っている。この公募型プロポーザルは、現在の中学校給

食調理等業務委託の契約期間の終了に伴い、5年間の実績を活かしながらさらに本市の中

学校給食を発展させるべく、新たに令和3年度以降の中学校給食調理等業務の委託事業者

を選定するものである。 

なお今回の募集では、現在の選択制の中学校給食を、本市が現在取組を進めている全

員喫食制の中学校給食への移行の重要なステップとするため、さまざまな喫食率向上の

取組も含めて、企画提案を受けることとする。 

 

２ 業務名称及びその概要 

業務名称：中学校給食調理等業務 

家庭弁当と併用して、中学校給食を実施する。民間デリバリー方式の選択制給食とし、

本市の栄養士が献立を作成し、民間調理場で調理・配食する弁当箱方式とする。保温カ

ートを使用して適温で配膳室まで配送し、生徒への給食の配膳を実施する。 

※「中学校給食調理等業務 仕様書」を参照すること。 

 

３ 業務履行期間 

令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで 

給食実施日は、長期休業中（春季、夏季、冬季休業）を除き、始業式から終業式まで

の学校課業日とする（概ね年間 200日程度）。 

 

４ 契約担当課 

〒590‐0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所（高層館9階北側） 

堺市教育委員会事務局学校管理部保健給食課 担当者：𠮷田、前田、岡村、松石 

電話 072‐228‐7489  FAX 072‐228‐7256 

E-mail kyoho@city.sakai.lg.jp 

 

５ 業務履行場所 

堺市立中学校43校 

区 学校名 所在地 
生徒数 

＋教職員数 

堺 

月州中学校 堺区神南辺町1丁1番地 747 

浅香山中学校 堺区今池町5丁3番8号 395 

殿馬場中学校 堺区櫛屋町東3丁2番1号 336 

三国丘中学校 堺区向陵西町3丁6番15号 672 

大浜中学校 堺区大浜南町2丁4番1号 552 

陵西中学校 堺区大仙西町2丁79番地 212 

旭中学校 堺区大仙中町11番1号 357 
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中 

泉ヶ丘東中学校 中区陶器北184番地 681 

東百舌鳥中学校 中区新家町260番地 890 

八田荘中学校 中区八田北町580番地11 454 

深井中学校 中区深井沢町2470番地1 404 

平井中学校 中区平井346番地 702 

深井中央中学校 中区深井北町220番地1 485 

東 

日置荘中学校 東区日置荘北町3丁11番28号 441 

登美丘中学校 東区高松408番地 769 

野田中学校 東区南野田101番地1 412 

南八下中学校 東区菩提町2丁58番地 477 

西 

浜寺中学校 西区浜寺船尾町西5丁60番地 454 

上野芝中学校 西区上野芝向ヶ丘町5丁25番1号 388 

福泉中学校 西区山田2丁55番地 900 

鳳中学校 西区鳳西町1丁159番地1 958 

津久野中学校 西区神野町2丁16番1号 667 

浜寺南中学校 西区浜寺南町1丁55番地 577 

南 

福泉南中学校 南区桃山台3丁7番1号 306 

宮山台中学校 南区宮山台1丁1番1号 424 

若松台中学校 南区若松台3丁34番地1号 358 

三原台中学校 南区三原台1丁12番1号 643 

晴美台中学校 南区晴美台3丁8番1号 416 

原山台中学校 南区原山台4丁2番1号 306 

庭代台中学校 南区庭代台2丁19番1号 462 

赤坂台中学校 南区赤坂台2丁1番1号 467 

美木多中学校 南区鴨谷台1丁47番1号 528 

北 

金岡北中学校 北区新金岡町1丁5番1号 379 

八下中学校 北区中村町977番地20 242 

陵南中学校 北区百舌鳥西之町1丁75番地 646 

長尾中学校 北区長曾根町1179番地5 675 

金岡南中学校 北区金岡町2469番地 971 

五箇荘中学校 北区新堀町1丁85番地2 727 

中百舌鳥中学校 北区中百舌鳥町6丁1034番地11 472 

大泉中学校 北区新金岡町4丁9番1号 79 

美原 

美原中学校 美原区小平尾390番地 519 

美原西中学校 美原区大饗102番地2 532 

さつき野中学校 美原区さつき野西2丁目6番地1 134 

※生徒数＋教職員数は令和2年5月1日時点のものであり、中学校給食調理等業務はこ

れを基準とする。 

※喫食率は、中学校毎に、月単位で変動する。なお、堺市立中学校43校における平
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均喫食率（教職員等を含む。）は、次のとおりである。 

・平成29年度  7.7％ 

・平成30年度  7.8％ 

・令和元年度   8.3％ 

 

６ プロポーザル参加資格要件 

以下の要件をすべて満たし、資本金1,000万円以上である法人格を有する団体（2事業

者以上で構成される事業体での参加は不可）とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4及び堺市契約規則（昭和50年

規則第27号）第3条の規定に該当しない者。 

(2) 中学校給食調理等業務プロポーザル参加資格確認申請書提出締切日から審査結果通

知日までの間に、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱（平成11年

制定）に基づく入札参加停止又は入札参加回避を受けていない者及び入札参加有資

格者でない者にあっては当該措置要件に該当する行為を行っていない者。 

※優先交渉権者が、審査結果通知日から契約締結日までの間に上記措置を受けた

場合あるいは上記措置要件に該当する行為を行ったと認められる場合は優先交

渉権者の決定を取り消し、その者とは契約を締結しない。 

(3) 中学校給食調理等業務プロポーザル参加資格確認申請書提出締切日から審査結果通

知日までの間、堺市契約関係暴力団排除措置要綱（平成24年制定）による入札参加

除外（改正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱

に基づく入札参加除外を含む。）を受けていない者及び入札参加有資格者でない者に

あっては当該措置要件に該当する行為を行っていない者。 

※優先交渉権者が、審査結果通知日から契約締結日までの間に上記措置を受けた

場合あるいは上記措置要件に該当する行為を行ったと認められる場合は優先交

渉権者の決定を取り消し、その者とは契約を締結しない。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立てをしていない

者及び申立てをなされていない者又は更生手続き開始の申立てをしている者及び申

立てをなされている者で、会社更生法に基づく更生計画認可の決定を受けている者。 

(5) 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立てをしていない

者及び申立てをなされていない者又は再生手続き開始の申立てをしている者及び申

立てをなされている者で、民事再生法に基づく再生計画認可の決定を受けている者。 

(6) 平成27年4月1日以降に、本市の中学校給食調理等業務と類似する業務の契約を、元

請として履行した実績を通算3年以上有し、かつ当該実績を証明する書類を提出でき

る者。 

(7) 保有する給食施設（本業務を実施する予定のものに限る。）において、食品衛生法第

52条に規定する営業許可を受けており、令和2年10月15日から過去1年の間に、学校

給食について、食品衛生法第54条第1項または第2項、第55条第1項または第2項若し

くは第56条に基づく行政処分を受けていないこと。 

(8) 仕様書（堺市中学校給食衛生管理手引等を含む。）に基づき、信義に従い誠実に業務

を履行できる者。 
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(9) 厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」及び学校給食法第9条第1項の規

定に基づく文部科学省の「学校給食衛生管理基準」に基づいた衛生管理マニュアル

を自社において確立（大量調理施設衛生管理マニュアルや学校給食衛生管理基準が

改正された場合の対応も含む。）し、現にこれに基づき調理業務を行っていること。 

 

７ 日程 

○公募開始日 令和2年10月15日(木) 

○プロポーザル参加資格確認申請書等提出締

切日 

○質疑締切日 

令和2年10月30日(金) 

○プロポーザル参加資格確認結果通知日 

○質疑回答日 
令和2年11月5日(木) 

○企画提案書等提出締切日 令和2年11月13日(金) 

○給食施設の視察 令和2年11月上旬～中旬【予定】 

○一次審査 

・書面審査 

・給食の試食 

令和2年11月中旬【予定】 

○二次審査 

・面接 

（プレゼンテーション及びヒアリング） 

令和2年12月中旬【予定】 

○審査結果（採否）通知日 

○優先交渉権者決定日 
令和2年12月下旬【予定】 

※1 本業務についての説明会を実施する予定はない。 

※2 質疑、参加資格確認申請書、企画提案書等は公募開始日から提出可能とする。 

 

８ 応募書類の配付 

令和2年10月15日(木)から令和2年10月30日(金)まで、堺市ホームページからダウンロ

ードする。 

【ＵＲＬ】 

https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/kyoiku/boshu/nyusatsu/index.html 

 

９ 提出書類 

(1) プロポーザル参加資格確認申請書等の提出 

企画提案書等を提出（プロポーザル参加）する者は、下記のとおり「プロポーザ

ル参加資格確認申請書」等を提出すること。 

① 提出書類 
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(ア) プロポーザル参加資格確認申請書 

・必要事項を記入し、押印等をした上で提出すること。 

(イ) 同意書 

・事業者（本社に限る）の住所、商号または名称、代表者職氏名を記載のう

え代表者印（実印）を押印すること。 

・提出部数は 1部とする。 

(ウ) 国税の納税証明書（法人はその 3の 3、個人はその 3の 2とし、令和 2年 10

月 1日以降に発行されたものを必ず添付すること。写し可。） 

・提出部数は 1部とする。 

(エ) 法人の履歴事項全部証明書 

・令和 2年 10月 1日以降に発行したものに限る。写し可。 

(オ) 業務経歴書（所定用紙） 

・令和 2年 4月 1日時点における業務経歴を全て記載すること。この業務経

歴の内、本市の中学校給食調理等業務と類似する業務で、最も食数が多い

ものについて、発注者との契約書（仕様書その他の書類一式を全て含む。）

の写しを添付すること。なお、契約の事実を確認するために、発注者に連

絡する場合がある。 

(カ) 保有する給食施設（本業務を実施する予定のものに限る。）の営業許可書及

び許可された施設の図面の写し 

(キ) 食品衛生法に基づく行政処分及び履行途中での契約解除にかかる誓約書 

(ク) プロポーザル参加に係る誓約書 

※提出書類(イ)(ウ)については、堺市登録業者の場合、提出は不要である。 

※「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特

例に関する法律」等の猶予制度の適用を受けており、「納税証明書（その 3）」

が提出できない場合は、「納税の猶予許可通知書」又は「納税証明書（その 1）」

を提出すること。 

② 提出期限 

令和 2年 10 月 30日(金)午後 5時まで 

※提出期限を過ぎた場合は、一切受付けない。ただし、自らの責任によらない

事由のために提出できない書類がある場合は、その事由を明記した上で、そ

れ以外の書類を提出期限までに提出すること。 

③ 提出先 

前記４の契約担当課まで 

④ 提出方法 

上記提出先まで直接持参または郵送（FAX不可）のこと。 

【持参の場合】上記提出期限までの午前 9時から午後 5時まで（土曜日、日曜日、

祝日を除く)に持参すること。 

【郵送の場合】上記提出期限内に必着とする。なお、郵送で提出した旨を前記４

契約担当課まで電話連絡し、到達確認をすること。 
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※前記６のプロポーザル参加資格要件を満たしていない場合は、プロポーザルに参

加することができない。 

同要件(1)から(7)までについては、プロポーザル参加資格確認申請書等の内容を

審査することで、その要件該当性を判断する。同要件(8)及び(9)については、「プ

ロポーザル参加に係る誓約書」の提出をもって要件該当性を一旦認めるが、後述

の企画提案書等の提出・審査等により参加資格要件に該当しないことが判明した

場合は、その時点で失格となる解除条件をつける。 

以上により、参加資格確認申請書を提出した事業者に対して、参加の可否につい

て、令和 2年 11月 5日(木)までに通知する。 

 

(2) 企画提案書等の提出 

① 提出書類 

(ア) 企画提案書 

・A4版縦 横書 両面印刷 左綴じ 

・提出部数 8部（正1部 副7部） 

・正 1部は、事業者の住所、商号または名称、代表者職氏名を記載のうえ、

代表者印を押印し、下欄には担当者連絡先を記載すること。 

    ・副 7部は、提案者が判別できるような記載等は一切行わないこと。 

・宛名は「堺市長」とすること。 

     ・表紙には「中学校給食調理等業務提案書」と記載すること。 

・提案者が判別できるような記載、表現、ロゴの記載、資料の添付等は一切し

ないこと。判別できる場合には失格にすることもあるので十分確認したうえ

で提出すること。 

・本事業において企画提案をすることができるのは 1案だけである。 

・提出期限後の企画提案書の差替は認めない。(本市が補正等を求める場合を除

く。) 

 

(イ) 見積書 

・見積書記載金額については、本業務の総額の本体価格（税抜）、消費税額（地

方消費税額を含む）を別々に記載し、さらにそれらの合計金額を明記するこ

と。なお、見積りにあたっては契約期間中における原材料、人件費等の諸経

費の動向等を十分勘案して行うこと。 

・見積書については人件費、諸経費等の積算の内訳が判別できるように、でき

るだけ詳細に記載すること。 

・A4版縦 横書 両面印刷 左綴じ 

・提出部数 8部（正1部 副7部） 

・正 1部は、表紙については、宛先は「堺市長」、業務名は「中学校給食調理

等業務」とし、事業者の住所、商号または名称、代表者職氏名を記載のう

え、代表者印を押印すること。 

・副 7部は、表紙については、宛先は「堺市長」、業務名は「中学校給食調理
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等業務」と記載するのみで、社名等の記載や押印を一切行わないこと。見

積書についても、提案書と同様に、提案者が判別できるような記載等は一

切行わないこと。判別できる場合には失格にすることもあるので十分確認

したうえで提出すること。 

・見積書（税抜）は、次に示すモデル中学校の条件で、4月1日から3月31日まで

の1年度あたり（200日程度）の金額で提案をすること。 

○モデル中学校の条件 

生徒数＋教職員数 540人 

中学校給食の喫食率 15％ 

地理的条件 給食施設から1時間程度 

その他 仕様書に示すとおり 

・見積書のモデル中学校における提案上限金額は8,200,000円（税抜）とし、提

案上限金額を超える見積金額の提案があった場合は失格とする。 

・提案上限金額8,200,000円（税抜）を、喫食率15％の範囲内において、総価契

約部分10％と、単価契約部分5％に案分し、その各々の契約金額を提示する。 

・総価契約部分の提案上限金額は、6,000,000円（税抜）とする。 

・各中学校の実際の契約金額（年額）は、次のとおりとする。 

総価契約部分は、提案額（税抜）に、次の中学校ごとの定数をかけて円未

満を切り捨て、複数の受注校がある場合は合算し、これに消費税及び地方消

費税の合計税率10％分（円未満切り捨て）を加えた額とする。 

単価契約部分は、提案額（税抜）に、次の中学校ごとの定数をかけて円未

満を切り捨て、これに消費税及び地方消費税の合計税率10％分（円未満切り

捨て）を加えた額とする。 

○学校定数一覧表 

区 学校名 学校定数 区 学校名 学校定数 

堺 

月州 1.09182 

南 

福泉南 0.91467 

浅香山 0.91868 宮山台 0.97535 

殿馬場 0.88966 若松台 0.94141 

三国丘 1.05493 三原台 1.08797 

大浜 0.99590 晴美台 0.97124 

陵西 0.82867 原山台 0.91467 

旭 0.89999 庭代台 0.99489 

中 

泉ヶ丘東 1.09146 赤坂台 0.99746 

東百舌鳥 1.19737 美木多 1.02883 

八田荘 0.97642 

北 

金岡北 0.91081 

深井 0.95108 八下 0.84342 

平井 1.10210 陵南 1.04214 
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深井中央 0.99213 長尾 1.05640 

東 

日置荘 0.94130 金岡南 1.20200 

登美丘 1.10264 五箇荘 1.08198 

野田 0.92704 中百舌鳥 0.95655 

南八下 0.95901 大泉 0.76325 

西 

浜寺 0.97642 

美原 

美原 0.97967 

上野芝 0.94297 美原西 0.98607 

福泉 1.20244 さつき野 0.79030 

鳳 1.23183 

津久野 1.08436 

浜寺南 1.03875 

 

・見積書には見積明細書を添付すること。本体価格（税抜）を「給食調理」、「給

食配送」、「給食配膳」及び「その他」等に区分し、区分ごとにその積算の内訳

が判別できるようにすること。 

 

＜例＞ 

事業者の提案額 

・喫食率10％（54食）を、6,000,000円（税抜）の総価契約とする。 

・喫食率10％を超えて15％まで（27食）を、＠350円（税抜）の単価契約とする。 

→提案上限金額との比較 

6,000,000円＋（350円×27食×200日）＝7,890,000円≦8,200,000円（OK） 

→実際の契約額（月州中学校と浅香山中学校を受注する場合） 

総価契約部分 （6,000,000円×1.09182）＋（6,000,000円×0.91868） 

＝ 12,063,000円 

12,063,000円×1.1＝13,269,300円 

単価契約部分 月州中  350円×1.09182＝382円 

382円×1.1＝420円 

浅香山中 350円×0.91868＝321円 

321円×1.1＝353円 

 

② 提出期限 

令和 2年 11 月 13日(金)午後 5時まで 

③ 提出先 

前記４の契約担当課まで 

④ 提出方法 

    上記提出先まで直接持参または郵送（FAX不可）のこと。 

【持参の場合】上記提出期限までの午前 9時から午後 5時まで（土曜日、日曜日、
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祝日を除く)に持参すること。 

【郵送の場合】上記提出期限内に必着とする。なお、郵送で提出した旨を前記４

契約担当課まで電話連絡し、到達確認をすること。 

※提出の際には、本市から交付した関係書類を全て返却すること。 

 

10 提案書記載事項 

別紙の「中学校給食調理等業務仕様書」を最低基準として、次の項目について、審査

基準に沿った提案を作成すること。その際、写真、図面、イメージ図等を使うことによ

り、審査項目を具体的に説明できるようにすること。 

(1) 様式 

様式 審査項目 審査基準 

Ⅰ 
事業者の学校給食施設及

び設備について（30点） 

①学校給食衛生管理基準に規定される「学校給

食施設」、「学校給食設備」をどの程度標準と

しているか、又は標準とする予定はどの程度

実現性があるか。（10点） 

②本市が特に定める「学校給食施設」、「学校給

食設備」の項目についてどの程度準拠してい

るか、又は準拠する予定はどの程度実現性が

あるか。（10点） 

③調理業務に配置される人員体制やその健康管

理は適正か。（5点） 

④他事業との区分は適正か。（5点） 

Ⅱ 

事業者の学校給食施設及

び設備における衛生管理

について（20点） 

①学校給食衛生管理基準に規定される「衛生管

理」をどの程度実施できるか、又は実施でき

る予定はどの程度実現性があるか。（10点） 

②調理業務における弁当箱の温度管理は適正

か。また盛り付け、味は適切か。（10点） 

Ⅲ 
配送業務の実施及びその

衛生管理について（10点） 

①配送車両の規格及び台数は適正か。配置され

る人員体制及び健康管理は適正か。（5点） 

②配送業務における衛生管理及び弁当箱の温度

管理は適正か。（5点） 

Ⅳ 
配膳業務の実施及びその

衛生管理について（10点） 

①配膳業務に配置される人員体制及びその健康

管理は適正か。ランチサポートミニ業務の運

営は適正か。（5点） 

②配膳業務における衛生管理及び弁当箱の温度

管理は適正か。（5点） 

Ⅴ 
経営状況、見積書等につ

いて（25点） 

①本市や各中学校との連絡体制は適正か。事業

者の取り組み姿勢や経営状況は適正か。（5点） 

②見積書について、喫食率15％における総額、
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総価契約部分（10％）の金額は、他者と比較

して小さいか。（20点） 

Ⅵ 
喫食率向上に向けての提

案について（5点） 

喫食率向上のために事業者で行う取組につい

て、その実現性はあるか、その効果はどの程度

見込めるか。（5点） 

 

(2) 添付書類 

① 会社案内、パンフレット等（無い場合は、A4・1枚程度で作成のこと。） 

② 直近5事業年度分の会社法等に基づく計算書類等 

会社法等に基づく計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及

び個別注記表）、事業報告、計算書類の附属明細書及び事業報告の附属明細書のこ

とであり、監査報告又は会計監査報告がある場合はこれを含む。 

③ 保有する給食施設、設備等の詳細図面 

改修、増築等の予定であれば、これを含む。 

④ 食品衛生監視票 

令和2年10月1日以降に発行したものに限る。原本を提出すること。 

⑤ 事業者の衛生管理マニュアル 

⑥ 事業者の事故対応マニュアル及び危機管理マニュアル 

⑦ 従業員に対する安全・衛生に関する研修計画 

 

11 提案書作成に関する質問受付 

業務内容、提案書作成等に関して疑義が生じた場合には、前記４の契約担当課担当者

まで電話にて問い合わせるか、FAXもしくは電子メールにて問い合わせること。FAX又は

電子メールの場合は、送付後、速やかに契約担当課まで電話をし、必ず到達確認をする

こと。 

なお、質問受付の締切は令和 2年 10月 30日(金)午後 5時までとし、それ以後は一切

受け付けない。 

 

12 提案書提出の辞退 

プロポーザル参加資格確認申請書を提出後、提案書を提出しない（プロポーザルの参

加を辞退する）場合は、「プロポーザル参加辞退届」に事業者の住所、商号または名称、

代表者職氏名を記載のうえ、代表者印を押印し、また、辞退理由も記載のうえ、1 部提

出すること。また、その際には、本市から交付した関係書類はすべて返却すること。 

企画提案書を提出した後にプロポーザル参加を辞退する意向のある場合には、下記提

出先の担当に連絡すること。下記辞退届提出期限を過ぎた後の辞退は、原則として認め

られないが、辞退するに至った事情等を聞いたうえで取扱いを決定することとする。た

だし、企画提案書の審査手続きを終えている場合は、辞退することはできない。 

 

(1) 辞退届提出期限 

令和 2年 11月 13日(金)午後 5時まで 
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 (2) 提出先 

   前記４の契約担当課まで 

 (3) 提出方法 

   上記提出先まで直接持参または郵送のこと。 

【持参の場合】上記提出期限までの午前 9時から午後 5時まで（土曜日、日曜日、祝

日を除く）に持参すること。 

【郵送の場合】上記提出期限内に必着とする。なお、郵送で提出した旨を前記４契約

担当課まで電話連絡し、到達確認をすること。 

 

13 失格事項 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。また、優先交渉権者が契約締結するまで

の間に次のいずれかに該当した場合又は該当していることが判明した場合は、優先交渉

権者の決定を取り消し、その者とは契約を締結しない。 

(1) 提案者がプロポーザル参加資格要件を満たさなくなった場合 

(2) 堺市暴力団排除条例第 2条第 2号に規定する暴力団員又は同条第 3号に規定する暴

力団密接関係者でないことを表明した誓約書を提出しない場合（ただし、契約金額

が 500万円未満の場合は除く。） 

(3) 見積書の金額が、提案上限金額を上回る場合 

(4) 提出期限までに書類が提出されない場合  

(5) 提出書類に不備がある場合(軽微な場合を除く。) 

(6) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(7) 著しく信義に反する行為があった場合 

(8) 契約を履行することが困難と認められる場合 

(9) 企画提案書の記載内容が法令違反など著しく不適当な場合 

(10)本事業について 2案以上の企画提案をした場合 

 (11)審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

 (12)契約締結までに、保有する給食施設（本業務を実施する予定のものに限る。）で、学

校給食において、食品衛生法第 54条第 1項または第 2項、第 55条第 1項または第

2項若しくは第 56条に基づく行政処分を受ける等、食中毒等の重大な事故を起こし

た場合 

 

14 企画提案書等の審査 

(1) 審査基準及び配点表 

別添審査基準及び配点表のとおり 

合計得点が 60％未満の事業者については、優先交渉権者として決定しない。 

 (2) 審査方法 

・外部有識者及び堺市庁内関係者で構成する選定委員会において各審査を行い、総

合的に判断し、事業者を選定する。 

・事業者の給食施設の視察は、選定委員会の委員及び本市の職員が行う。日時や給

食施設への立ち入り条件等の調整を行い、視察に適宜対応すること。 
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・一次審査において、提出された企画提案書等を基にした書面審査と、給食の試食

を行う。 

・給食の試食のために、審査当日、本市が提示する調理指示書に基づき、事業者の

給食施設で調理した給食を 1種類 5食提出すること。 

・二次審査において、面接（プレゼンテーション及びヒアリング）を行う。日時等

詳細については別途連絡を行う。 

・審査を行う上で、疑問点や確認事項が発生した場合は、各々の提案者に確認を行

う。 

・審査内容、結果についての異議は認められない。 

(3) 審査結果 

審査結果は採否に関わらず、令和 2年 12月下旬（予定）に通知する。 

(4) 交渉権者の決定 

   審査の結果を踏まえ、第 1順位交渉権者、第 2順位交渉権者、第 3順位交渉権者、

…（以下同じ）を決定する。決定の内容は、交渉権者の優先順位の他に、受注可能校

及び最大受注校数等とする。 

 

15 契約の締結 

(1) 契約者の決定 

① 優先順位が上位の交渉権者から順に契約交渉を行う。契約交渉は、受注可能校の

範囲内において、最大受注校数以内で、実際に受注する中学校を協議することを

内容とする。その際に、このプロポーザルで受注者が選定されない中学校が現れ

ることを避けることやその他事業の円滑な運営のために、上記 14(4)の決定内容

の範囲内において、受注する中学校を指定することがあるので、交渉権者はこれ

に従うこと。 

契約が成立した場合は、当交渉権者を契約者として決定し、契約締結を行うもの

とする。その場合、第 1順位交渉権者は、交渉権者決定日から 10日以内（土曜

日、日曜日、祝日を除く。以下、同じ。）に、第 2順位交渉権者以降はその契約

交渉を開始した日から 10日以内に契約が締結できるように速やかに手続きを進

めること。 

なお、その際に当該事業者が提案した内容は、仕様書に規定されたものと見なす。 

② 優先交渉権者が契約を辞退したことにより契約が成立しなかった場合、その辞退

理由が正当な理由ではないと本市が判断した場合及び契約不成立により本市に

著しい損害が生じる場合には、優先交渉権者である事業者に対して入札参加停止

措置等を行うことがある。 

(2) 契約方法及び金額 

契約は、受注する中学校をまとめて締結する。金額については、上記 9（2）①イ「見

積書」の内容を参照すること。 

(3) 契約保証金 

本業務の契約に係る契約保証金は、契約金額の 10/100以上とする（ただし、利子は

付さない）。 
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   なお、次の各号に該当するときは、契約保証金を免除することがある。 

① 保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書

を提出したとき。 

② 過去 2年間に、国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を

1回以上締結し、これらをすべて誠実に履行したとき。 

③ 契約金額が、1,000,000円以下であるとき。 

(4) 誓約書の提出 

優先交渉権者は、契約締結までに堺市暴力団排除条例（平成 24年条例第 35号）第

2 条第 2 号に規定する暴力団員又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者でないこ

とを表明した誓約書（契約金額（単価契約の場合は、契約単価に予定数量を乗じた金

額）が 500万円未満の場合は除く）を作成し、提出すること。 

 

16 その他 

 (1) プロポーザル参加事業者が 3者に満たない場合は、このプロポーザルを中止する。 

(2) 審査の結果、選定された事業者が 3者に満たない場合や、選定された事業者で全 43

校の業務を履行することができないと判断した場合は、このプロポーザルを中止す

ることがある。 

(3) 提出書類は選定結果にかかわらず返却しない。 ただし、不採用となった場合には本

市で定めた保存年限満了後、本市の責において全て処分するものとし、本業務にお

ける審査以外では使用しない。 

なお、提出書類や選定結果（不採用となった団体の名称、審査結果を含む。）は堺市

情報公開条例により情報公開の対象となる場合がある。 

(4) 提出書類は、審査を行う作業に必要な範囲において複製を作成する場合がある。 

(5) 企画提案書で表明された内容が契約内容となるため、実現性が低いにもかかわらず

提案するようなことがないこと。交渉権者に決定された後であっても業務目的が達

成できないことが確認できた場合には契約を締結しない場合がある。それに伴う提

案者が被る損害について、本市は一切賠償しない。 

(6) 企画提案書や試食の作成、その他プロポーザルに要する費用は、すべて提案者の負

担とする。 

(7) 事業者として選定され、受注者として契約締結に至った場合でも、プロポーザルで

提案された本業務を実施する給食施設・設備、車両その他必要な機材の整備を本市

が指示する期限までに完了できない時は、契約を解除する。 


