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１ 目的 

この要領は、現在、所沢市が進めている所沢市立保育園給食調理業務の民間委託について、

公募型プロポーザル方式により参加事業者の募集に関して必要な事項を定め、委託業者を選定

することを目的としています。 

 

２ 業務委託実施園及び業務概要 

(1) 業務委託実施園 

グループ１ 西所沢保育園、西新井保育園 

グループ２ 吾妻保育園、山口保育園 

(2) 委託園概要 

別紙１－１及び１－２「委託実施園概要」のとおり 

(3) 業務内容 

別紙２－１「所沢市立西所沢保育園外１園給食調理業務委託仕様書」のとおり 

別紙２－２「所沢市立吾妻保育園外１園給食調理業務委託仕様書」のとおり 

 

３ 委託期間 

令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３年間 

 

４ 委託料の上限額 

(1) グループ１：西所沢保育園、西新井保育園 117,747,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

(2) グループ２：吾妻保育園、山口保育園   117,846,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

５ 応募及び契約 

契約については上記保育園ごとに行いますので、応募者は応募する保育園を特定した上で応

募してください。ただし、一事業者が複数の保育園を希望する場合は、受託希望順位を付けた

上で複数応募することができます。 

 

６ 応募資格 

プロポーザルの応募資格は次のとおりとし、公募開始の日を基準日として全ての要件を満た

していることとします。なお、契約時までに応募資格を欠いた場合は契約をしないことができ

るものとします。 

(1) 法人格を有し、委託業務を円滑に処理できるよう、安定かつ健全な財政能力を有している

こと。 

(2) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に基づく保育園の給食調理業務の実績を３年以

上有していること。 

(3) 所沢市競争入札参加資格を有する事業者であること。 

(4) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）及び

破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく手続開始の申立てがなされていない者であるこ

と。 

(6) 次に該当する者がいないこと。 
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① 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あると認められる者 

② 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に規定する暴力

団をいう。)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者 

③ 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者 

④ 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、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 

⑤ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に

基づく処分の対象となっている構成員であると認められる者 

(7) 国税及び地方税に滞納がないこと。 

(8) 食品衛生法の規定により営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して２年を

経過していない法人でないこと。 

(9) 過去３年以内に、受託した保育園又は学校を対象とした給食調理業務委託において、食品

衛生法（昭和２２年法律第２３３号）の営業停止処分を受けていないこと。 

(10) 食育に関する指導体制、社員の教育、安全、衛生管理体制、事故発生時の補償体制、社員

が欠けた場合の即時サポート体制を確立させていること。 

(11) 委託契約の締結時に(1)及び(2)に掲げる要件を満たす履行保証人の確保及び代行保証制度

に加入していること。 

 

７ スケジュール（予定） 

項 目 日 程 

募集要領配布期間 令和元年 6月 5日（水）～6月 14日（金） 

事業者説明会参加申込期限 令和元年 6月 14日（金）午後 5時まで 

事業者説明会 令和元年 6月 17日（月）午後 2時 

施設見学会申込期限 令和元年 6月 18日（火）午後 5時まで 

施設見学会 令和元年 6月 20日（木）及び 6月 21日（金）午後 

質疑締切 令和元年 6月 24日（月）午後 5時まで 

質問書への回答日時 令和元年 6月 28日（金）午後 3時以降 

応募申請書提出期限 令和元年 7月 10日（木）午後 5時 

第 1 次審査結果通知の発送 令和元年 7月 26日（金） 

第２次審査（プレゼンテーション） 令和元年 8月 9日（金）午前 9時 

最終審査結果通知書の発送 令和元年 9月 13日（金） 

見積合わせ 令和元年 9月下旬 

契約の締結 令和元年 10月上旬 

委託実施園保護者向け試食会 令和 2年 3月頃 

業務委託開始 令和 2年 4月 1日（水） 
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８ 事業者説明、施設見学会 

給食調理業務委託プロポーザルに応募申請する事業者は、必ず事業者説明会及び施設見学会

に参加していただくこととし、以下の書類により事前に申込みください。 

(1) 事業者説明会 

・日  時 ： 令和元年６月１７日(月) 午後２時 

・会  場 ： 所沢市役所 高層棟２階 ２０３会議室 

・提出書類 ： 「所沢市立保育園給食調理業務委託事業者説明会申込書（様式１）」 

・提出期限 ： 令和元年６月１４日（金）午後５時まで 

(2) 施設見学会    

・日  時 ： 

 

 

 

 

・持 参 物 ： 白衣、マスク、帽子、履物（調理室内用） 

・そ の 他 ： 現地への移動は、各社でご対応をお願いします。 

・提出書類 ： 「所沢市立保育園給食調理業務委託施設見学会申込書（様式２）」 

        細菌検査の写し（直近１ヶ月以内） 

・提出期限 ： 令和元年６月１８日（火）午後５時まで 

(3) 申込み方法  電子メール 

（表題に「事業者説明会参加申込」又は「施設見学会参加申込」と明記） 

＜提出先＞ 埼玉県所沢市並木一丁目１番地の１ 

所沢市 こども未来部 保育幼稚園課 庶務グループ 

電子メール：a9126@city.tokorozawa.lg.jp 

TEL：04-2998-9126      FAX : 04-2998-9035  

(4) その他 

・事業者説明会参加及び施設見学会は、１団体につき２名までとします。 

・メールによる申込みに対し、受付けた旨をメールにて返信します。 

もし、返信が無い場合は、電話にて照会をお願いします。 

 

９ 質問書の提出 

プロポーザル応募申請関連書類の作成にあたり質問がある場合、質問書に質問内容を記入し、

下記のとおり提出してください。 

なお、電話や来訪による口頭での質疑や期限を過ぎた質問は受け付けません。 

・提出書類 質問書（様式３） 

・提出期間 令和元年６月１７日（月）～６月２４日（月）午後５時まで 

・提出方法 電子メール（表題に「プロポーザル質問書」と明記。） 

※送信後に電話で到着確認をしてください。 

・提出先 前記８(3)の提出先と同じ 

・回答日時 令和元年６月２８日（金） 午後３時以降 

所沢市ホームページ http://www.city.tokorozawa.saitama.jpに掲載 

令和元年６月２０日(木)  令和元年６月２１日(金) 

西所沢保育園 午後２:４５～午後３:１５ 山口保育園 午後２:３０～午後３:００ 

西新井保育園 午後３:４５～午後４:１５ 吾妻保育園 午後３:３０～午後４:００ 

mailto:a9126@city.tokorozawa.lg.jp
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１０ 応募申請書（兼応募資格審査申請書）の提出 

(1) 受付期間  令和元年７月１日（月）～７月１０日（水）午後５時まで 

期限厳守（土・日曜日、祝日を除く） 

(2) 受付場所  所沢市役所高層棟２階 

こども未来部 保育幼稚園課 

(3) 提出方法  持参とする 

(4) 応募に関する提出書類 

① 応募申請書（兼応募資格審査申請書） 《様式４》※応募申請書に添付する書類あり 

② 誓約書   《様式５》 

③ 見積書   《様式６－１》又は《様式６－２》  

※ 複数の園を希望する場合は、《様式６－１》と《様式６－２》の両方を提出すること 

④ 会社概要  《様式７》 

⑤ 提案書  《様式８》 

項  目  

⑥保育園給食への理解 

・会社の方針と強み 

・安全で安心な給食の提供に関する考え方について 

・食育についての考え方 

・保育園との連携について 

・保育園行事等への対応について 

・衛生管理 

・調理技術 

⑦人員配置・人材育成 

・予定している業務責任者、副責任者の配置について 

・業務責任者及び副責任者以外の人員配置について 

・勤務時間と勤務形態 

・人員確保 

・研修、人材育成 

・支援体制 

・巡回指導体制 

・円滑な引継ぎ 

⑧個別対応 

・食物アレルギーを持つ園児への対応 

・さまざまな配慮食への対応 

・個別対応食での事故防止策の具体的内容 

⑨事故対応 

・過去３年間の異物混入、食物アレルギー事故の件数及びその内容 

・異物混入や食物アレルギー事故発生時の対応や改善策 

・履行保証人の確保について 

・団体生産物賠償責任（食中毒）保険の加入について 

・緊急災害時の対応 

⑩その他 ・受託業者としての抱負、独自の提案等 

(5) 応募書類の提出部数        原本１部 副本１４部 
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(6) 応募に際しての留意事項 

・Ａ4版縦型のフラットファイルなどで１部ずつ綴ったものを提出してください。 

・原則として、正本は両面コピーを不可とします。なお、副本は両面コピーを可とします

が、提出書類の種類毎としてください。  

・正本、副本それぞれに、応募者名を記載した表紙及び背表紙、また１０（４）応募に関

する提出書類に記載の番号ごとにインデックスラベルを付け、提出してください。 

・応募書類は、理由の如何に関わらず、返却いたしません。  

・市が必要と認める時は、追加書類の提出を求めることがあります。  

・応募に関して必要となる費用は、全て応募者の負担とします。やむを得ない理由等によ

り、本プロポーザルを実施することができないと認めるときは、中止又は取り消すこと

がありますが、この場合において、本プロポーザルに要した費用を市に請求することは

できません。  

・市が提供する資料は、本選考以外の目的での使用を禁止します。 

・応募書類提出後に辞退をする場合は、書面《様式９》により申し出るものとします。  

・参加事業者から募集要領に基づき提出される書類の著作権は、原則として書類の作成者

に帰属します。ただし、採用した提案書等の著作権は、市に帰属します。 

・本プロポーザルにおいて使用する言語は、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、円とすることとします。 

   ・第１次審査結果通知用の封筒（宛先を記入、切手を貼付したもの）を併せて提出してく 

ださい。 

 

１１ 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とします。 

・募集要領に示されたプロポーザル参加形態及び資格要件を満たしていない場合 

・提出書類に虚偽の記載がされている場合 

・提出書類及び提出の方法が本募集要領及び仕様書に定める事項に適合しない場合 

・選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

・正当な理由なくプロポーザルに応じなかった場合 

・公示の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合 

 

１２ 審査及び審査結果の通知 

(1) 事業者の選考等 

本業務委託の事業候補者選定は、「所沢市立保育園給食調理業務委託業者選定委員会」が

定める項目・基準のもとに、本業務に最も適した提案を行った事業者を選定します。 

選考にあたっては、第１次審査の結果により、第２次審査にてヒアリングを行い、選考委

員会の審査結果に基づき市長が優先交渉権者を決定します。 
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(2) 第１次審査（書類審査） 

提出された応募申請書等により、以下の項目について書類審査を行い、第２次審査参加者

を選定します。 

・応募提出書類の不備又は応募書類の提出日、提出場所、提出方法、記載等が募集要領に 

適合していること。 

・「募集要領 ６ 応募資格（1）～（11）」に適合していること。 

・見積書の金額が公募提示上限額を下回っていること。 

※見積金額は審査項目の１つですが、提案された体制・事業内容において適正金額を評価するもので

あり、予算の範囲であれば必ずしも最低価格をもって決定するものではありません。  

   ・安定的、継続的な業務運営の可能性及び業務実績（様式７ 会社概要）など 

  

(3) 第１次審査（書類選考）結果通知 

第１次審査結果の通知については、文書により通知します。なお、第１次審査で選定され

た事業者については、第２次審査の案内と併せて通知します。 

 

(4) 第２次審査（プレゼンテーション） 

実施日：令和元年８月９日（金） 

  ・第１次審査通過事業者について実施します。 

  ・プレゼンテーションは約３０分間（うち約１０分～１５分は質疑応答時間）とします。 

  ・プレゼンテーションの出席者は５名以内とし、エリアマネージャー等保育園担当責任者

を必ず含めてください。 

  ・時間と会場の都合上、プロジェクターは使用できません。提案発表の際は、説明用の配

布資料（紙ベース：１４部）を必要に応じてご用意いただきますようお願いします。 

 

(5) 最終決定及び契約 

第１次審査結果、第２次審査結果を総合し、その結果で優先交渉権者を決定します。 

なお、各園の優先交渉権者が同一となった場合は応募申請書（様式４）において最も高い

希望を付した園について当該事業者を優先交渉権者とし、もう一方の園については当該優先

交渉権者を除いた事業者のうちから最も高い評価を得た事業者を優先交渉権者とします。た

だし、応募事業者数が、園数に満たない場合や選定委員会において同一事業者が複数の園を

受託することが適当であると判断した場合はこの限りではありません。 

その後、選定した優先交渉権者が提案する事業内容をふまえて、仕様書の内容を整えるな

ど必要な調整を行い、見積書を改めて徴取し、随意契約の方法により契約を締結します。 

 

(6) 該当保育園での試食会 

契約締結後、該当保育園において保護者向けの試食会を実施していただきます。 
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(7) その他 

① 選定した優先交渉権者とは、原則として随意契約により業務委託します。 

② 優先交渉権者が、業務委託契約を締結しない場合は、得点の高い参加事業者から順

に契約交渉を行い、合意に達した参加事業者と業務委託契約を締結します。 

③ 選定結果は、応募事業者すべてに通知し、電話等による問合せには応じません。 

④ 提出書類は返却いたしません。 

⑤ 応募書類の提出日、提出場所、提出方法、記載等が本要領に適合しないときは本手

続きに関する資格を失います。 

⑥ 落選した事業者の提出書類は一切公表いたしません。 

⑦ 最終決定した事業候補者の提出書類は、企業秘密に該当するものを除き、必要に応

じて公表する場合があります。 

⑧ 応募に必要な費用は、応募事業者の負担とします。 

⑨ 審査結果は本市ホームページに掲載します。 

 


