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 本要領は、河内長野市（以下、「本市」という。）が河内長野市学校給食のあり方検討委員

会運営支援等業務の委託事業者を公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項

を定める。 

 応募提案をしようとする者は、本要領及び「河内長野市学校給食のあり方検討委員会運営

支援等業務仕様書」を熟読の上、本要領に定める提案書を作成するものとする。 

 

１． 業務の目的 

本市において、市立学校給食センターの設置から３５年が経過し、施設の老朽化が進んで

いることや、共働き世帯の増加により中学校での全員給食実施の要望が一層高まっているこ

と、また、とりわけ市街地周辺の児童生徒の減少が著しく、学校の小規模化が予想以上に進

行していることなど、学校給食を取り巻く環境やその役割が大きく変わりつつある。 

そこで、将来の学校給食の方向性を定めるための参考とするため、その諸課題の解決や改

善すべき事項についての意見を求める組織として、「河内長野市学校給食のあり方検討委員

会」を設置したところであるが、同委員会において、学校給食がおかれている現状や市の教

育方針を踏まえた目指すべき学校給食のあり方の検討・審議を通じて、将来の学校給食のあ

り方の基本方針を策定するにあたり、本市の現状等に関する条件整理や各種調査及び学校給

食の各実施方式の可能性評価等の業務を行うことにより、同委員会の適切かつ効率的な運営

を図ることを目的とし、関連する業務全般を支援する事業者を募集する。 

 

２． 業務の概要 

（１）委託業務名 

河内長野市学校給食のあり方検討委員会運営支援等業務 

 

（２）業務の内容 

「河内長野市学校給食のあり方検討委員会運営支援等業務仕様書」（以下、「仕様書」

という）のとおり。 

 

（３）委託期間 

契約締結日から令和４年３月３１日まで 

 

（４）提案上限金額 

８，８００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※金額は契約額や予定額を示すものではなく、提案にあたっては上記金額を超えないこ

とに留意すること。なお、限度額を超えた提案は無効とする。また、消費税額は１０％

で算出すること。 

※令和２年度において費用の支払いは行わない。 
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３．応募者の資格要件                                     

（１）応募者の資格要件                                  

応募者の資格要件は次のとおりとする。 

① 日本国内に営業所を有している事業者であること。 

② 法人設立後、決算期が３期以上経過していること。 

③ 複数の事業者で構成されるグループで応募する場合は、構成員のいずれかの者が、 

本資格要件を満たしていることとし、構成員の中から代表者を定めること。 

 

（２）応募者・構成員の制限                                

応募者又はその構成員となるものが、次のいずれかに該当する場合は、応募ができない。 

① 本市の競争入札等に係る指名停止措置を受けている者。 

② 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定により一般競争入札

に参加させることができない者。 

③ 国税及び地方税を滞納している者。 

④ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始又は民事再

生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申し立てを行っ

ている者、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決定を受け

た者又は民事保全法（平成元年法律第91号）の規定による仮差押えの決定を受け

た者。 

⑤ 事業者所轄庁から必要な措置の命令、業務の停止命令、役員の解職勧告、解散命

令等を受けている者。 

⑥ 河内長野市暴力団排除条例（平成26年河内長野市条例第22号）第2条第1号に規定

する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力

団密接関係者に該当する者。 

 

４．プロポーザル実施スケジュール 

プロポーザル選考スケジュールは下記のとおりとする。 

（１）実施要領の交付 令和２年１２月２５日（金） 

（２）参加表明書の受付期限 令和３年 １月 ８日（金）午後５時まで 

（３）質問書の受付期限 令和３年 １月 ８日（金）午後５時まで 

（４）質問書に対する回答 令和３年 １月１３日（水）（予定） 

（５）企画提案書の受付期限 令和３年 １月２０日（水）午後５時まで 

（６）ヒアリング 令和３年 １月下旬 

（７）受託候補者の決定 令和３年 １月下旬 

（８）業務委託に係る契約・業務開始 令和３年 １月下旬～ 
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５．プロポーザルの内容 

（１）実施要領の交付に関する事項 

①交付方法 

実施要領の交付は、河内長野市ホームページ上で行う。 

（実施要領及び各種申請書類は、河内長野市ホームページからダウンロード可。） 

＜事務局＞ 

河内長野市役所 教育推進部 教育指導課 

住所（〒586-8501）大阪府河内長野市原町一丁目１番１号 

電話番号 0721-55-6411 

メールアドレス：  kyuushoku@city.kawachinagano.lg.jp 

＜市ホームページ＞ 

URL: https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/46/ 

②交付日 

令和２年１２月２５日（金） 

 

（２）参加表明書に関する事項 

①提出方法 

  ・事務局に持参又は郵送（書留郵便に限る）するものとする。 

②提出書類 

ア 参加表明書（様式第１号） 

イ 共同提案者構成調書（様式第２号） 

※グループでの参加の場合 

ウ 会社概要書（様式第３号） 

※グループの場合は構成員毎に作成し提出 

エ 暴力団員等に該当しないことの誓約書及び同意書（様式第４号） 

※グループの場合は構成員毎に作成し提出 

オ 法人の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書（３月以内に交付されたもの）

※グループの場合は構成員毎に作成し提出 

  ※本市の入札等に係る令和２年度有資格者名簿に登録されている者は提出不要 

カ 国税の納税証明書（その３の３）、市町村税の未納がないことの証明書 

※グループの場合は構成員毎に作成し提出 

※本市の入札等に係る令和２年度有資格者名簿に登録されている者は提出不要 

③受付期限 

令和３年１月８日（金）午後５時 

   ※郵送の場合、令和３年１月８日（金）必着 

 

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/46/


- 4 - 

④提出部数 

原本 1部、写し２部の計３部 

 

（３）質問書に関する事項 

応募にあたり質疑等がある場合は、令和３年１月８日（金）午後５時までに、事務局

あてに電子メールで送信すること。様式は自由とするが、電子メールの表題は「河内長

野市学校給食のあり方検討委員会運営支援等業務プロポーザルに関する質問」とし、必

ず業者名及び担当者の氏名、連絡先を記入すること（送信データの容量は３ＭＢ以内）。 

事務局は、提出された質問事項を全て取りまとめて、河内長野市ホームページ上に回

答を公表する（令和３年１月１３日（水）頃の予定）。なお、質問に対する回答は、実

施要領の追加または修正とみなす。 

 

（４）企画提案書の提出に関する事項 

①提案を求める内容 

・会社の特徴、強み、実績について 

・未来社会の考え方、本業務の取り組み方針、具体的な取組内容について 

・実施体制、スケジュールについて 

・本業務に関連するその他の提案について 

②提出方法 

・参加表明書を提出した者のみが企画提案書を提出することができる。 

・事務局に持参又は郵送（書留郵便に限る）するものとする。 

・期限までに提出されなかった場合、参加する意思がないものとして辞退したものとみ

なす。 

・辞退をした場合にあってもその後辞退したことによる不利益は生じない。 

③提出書類   

・プロポーザル企画提案書（様式第５号） 

・見積書（様式第６号） 

④受付期限 

令和３年１月２０日（水）午後５時まで 

※郵送の場合、令和３年１月２０日（水）必着。 

⑤提出部数 

・上記の書類を順番にＡ４ファイルに綴じて、ファイルの表紙及び背表紙に参加事業者

名を記載したもの１０部（原本１部、写し９部）を提出すること。 
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  ⑥企画提案書作成上の留意事項 

  ・用紙サイズは、Ａ４版縦とし、横書きとすること。 

・文字サイズは、１１ポイント以上で作成し、ページ番号を記入すること。 

・両面印刷で２０ページ以内（表紙はページ数に含めない）とすること。なお、イメー

ジ図などでＡ３版を挿入する際は２ページとみなす。 

・提案内容は、すべて事業者自ら実現できる範囲内のものとし、できるだけ具体的に記

載すること。 

・企画提案書は「審査基準」＜別紙１＞の審査基準項目の順に提案内容を記載し、審査

基準に対する提案箇所を明確にすること。 

 

（５）候補者の選定に関する事項 

①審査会 

  ・優先交渉権者の選定は、河内長野市学校給食のあり方検討委員会運営支援等業務プロ

ポーザル審査委員会（以下、「審査委員会」という。）が行う。 

②選定方法 

・審査委員会は、企画提案書提出者を対象に企画提案書及びヒアリングに基づき、「審査

基準」＜別紙１＞のとおり採点を行い、最低評価点（６０点）を上回る者の中から、

最も高い評価点を得た者を優先交渉権者とし、以下、評価点の高い順に交渉順位を決

定する。なお、同点の場合は、＜別紙１＞の評価項目「提案価格」の得点の順に交渉

順位を決定する。ただし企画提案書提出者が１者の場合は最優秀提案者１者のみの選

定となる。 

③ヒアリングについて 

・企画提案書を提出した事業者すべてを対象に実施するものとする。 

・ヒアリングの詳細については、企画提案書の提出後に通知するものとする。 

＜辞退する場合＞ 

・ヒアリングの実施までに参加者の都合により辞退する場合には、書面により（任意様

式）記名押印の上、事務局へ持参又は郵送することとする。 

・ただし、辞退した場合であっても、その後辞退したことによる不利益は生じない。 

④審査結果の通知 

・選考結果は採否に関わらず、令和３年１月下旬頃に文書で通知する。なお、審査結果

は、優先交渉権者の法人名及び採点結果、次点者以下の採点結果を河内長野市ホーム

ページに掲載する。 
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６．契約に関する事項 

（１）契約の締結 

河内長野市は、選定で優先交渉権者となった者と業務内容及び委託金額について協議

し、協議が整った場合は、その協議内容に基づき河内長野市学校給食のあり方検討委員

会運営支援等業務の随意契約を行う。 

ただし、優先交渉権者と協議が整わない等の理由で契約が不調となった場合は、次点

者を交渉権者として協議を行う。 

 

（２）契約者 

  河内長野市  

 

（３）契約保証金 

河内長野市契約事務規則（平成８年河内長野市規則第７号）第４４条の規定による。 

 

７．参加者の欠格に関する事項 

参加者は、以下のいずれかの事項に該当した場合は、失格又は無効とする。 

① 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合 

② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

③ 提出書類に不備がある場合（軽微な場合を除く） 

④ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

⑤ 実施要領に違反すると認められる場合 

⑥ その他、指示した事項に違反した場合 

 

８．その他 

・本プロポーザル選考に参加する費用は、全て参加者の負担とする。 

・企画提案書等の提出後の修正等は認めない。ただし、明らかな誤りに基づく変更又は

修正についてはこの限りではない。 

・本市が本プロポーザル選考に関する報告、公表等のために必要な場合は、参加者の承

諾を得ずに企画提案書等の内容を無償で使用できるものとする。 

・企画提案書等は返却しない。なお、提出された書類は選定以外の用途には使用しない。 

・企画提案書等は原則として公開しない。ただし、本プロポーザル選考に係る情報公開

請求があった場合は、企画提案書等を公開する場合がある。 

・提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本

国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理

手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて参加者が負う。 

・本プロポーザルに対し、２以上の提案はできないものとする。 



- 7 - 

・見積金額は契約金額を保証するものでなく、本業務に係る費用の見込み額とする。 

・本プロポーザルは、本業務に対する優れた考え方を有する設計者を選定するものであ

り、企画提案書の提案内容が実際の事業内容にそのまま採用されるものではない。 
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別紙１ 審査基準 

項 目 評 価 内 容 配点 

会社概要・実績 ・本業務を履行するための十分な経験、技術力を有す

るか。 

・同種または類似業務の受託実績が十分であるか。 

１０ 

業務内容 学校給食の

あり方に関

する考え方 

・本市の現状等に関する条件整理や各種調査及び学校

給食の各実施方式の可能性評価等についての知見を

適切かつ明確に有しているか。 

 

３０ 

業務の取り

組み方針・

具体的な取

り組み内容 

・本業務の趣旨・目的を理解したうえで、取り組み方

針が明確に示されているか。 

・取り組み内容が具体的かつ、本業務の目的を達する

ことができる内容であるか。 

※本業務に関連するその他の提案がある場合は、その

内容も加味し、審査を行います。 

３０ 

実施体制・スケジュール ・本業務を履行するうえで、適切な実施体制及びスケ

ジュールであるか。 

１０ 

提案価格 ※見積金額が最も安価な者を満点、次に安価な者を１

８点、以下順位が１つ下がるごとに２点減点する。 

２０ 

 １００ 

 


