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静岡市学校給食用物資開発業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

  本実施要領は、「令和 4 年度 教学給委第３６号 静岡市学校給食用物資開発業務」 

（以下「本業務」という。）の契約予定者を公募型プロポーザル方式により特定するた 

めの必要な事項を定めるものです。 

２ 業務概要 

 （１）業務の名称 

    令和４年度 教学給委第３６号 静岡市学校給食用物資開発業務 

 （２）事業目的 

   静岡市では、「地産地消の推進のための研究開発」と「不足しがちな栄養補給のた 

めの研究開発」の２つのテーマに沿って、『学校給食における「静岡市内産食材を使 

用した加工品」の提供』と『学校給食における「不足しがちな栄養素を補う又は強化 

した加工品」の開発』について取組む。 

ついては、原材料の数量の確保、加工品の開発、製造工程、流通ルート、適正な価 

格など、学校給食に提供可能な形態等の「静岡市内産食材を使用した加工品」の研究 

開発及び「不足しがちな栄養素を補う又は強化した加工品」の研究を行うことにより、 

実際に学校給食での活用を実現させる方法を検討する。 

 （３）業務内容 

    別紙「静岡市学校給食用物資開発業務 仕様書」（以下「仕様書」という。）のと 

おり 

 （４）履行期間 

    契約終結日から令和５年３月 31 日まで 

 （５）概算事業費 

    5,621,000 円（消費税及び地方消費税額を含む。）を上限とする。 

 （６）支払い方法 

    業務完了後の一括払い 

３ 参加資格 

  企画提案は、単体企業で参加申請するものとし、次に掲げる要件を全て満たしている 

こと。 

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

と。 

 （２）この業務の公告の日から業務委託契約終結の日までの間のいずれかの日におい 

て、静岡市入札参加停止等措置要綱（平成 31 年４月１日施行）による入札参加停 

止措置の期間中の者でないこと。 
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 （３）社会更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続の開始の申立てがなさ 

れている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成

11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開 

始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

 （４）暴力団員等（静岡市暴力団排除条例（平成 25 年静岡市条例第 11 号）第２条第３ 

号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第２号に規定する暴 

力団員をいう。以下同じ。）の配偶者（暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻 

の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。) 

及び暴力団員等と密接な関係を有するものであるおそれがあると市長が認めるもの 

でないこと。 

 （５）消費税及び地方消費税並びに静岡市税の滞納がないこと。 

 （６）地場産物を活用した商品開発を行い、学校給食への提供又は一般販売の実績を有

すること。 

 （７）製造における HACCP に基づく衛生管理体制を確保できること。原則、再委託 

は認めないが、特別な理由があり、業務の一部を委託する際には、委託契約書の 

写しを提出すること。 

  

 ４ 関連計画等の提供 

 （１）関連計画等の資料について、静岡市ホームページにて確認することができる。 

   ①静岡市食育推進計画 

    https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_003519.html 

 （２）以下の資料については、静岡市役所清水庁舎７階学校給食課内で閲覧できる。 

①「社会的課題に対応するための学校給食の活用」事業報告書（平成 28 年度） 

②「社会的課題に対応するための学校給食の活用」事業報告書（平成 29 年度） 

③わくわく給食食材に関するアンケート結果（令和元年度） 

 

 ５ 選定スケジュール 

    

内容 期限など 

質問書提出期限 令和４年６月 22 日（水）午後５時必着 

プロポーザル参加申請書等提出期限 令和４年７月 ５日（火）午後５時必着 

規格提案書等・見積書提出期限 令和４年７月 14 日（木）午後５時必着 

書類選考（１次選考） 令和４年７月 15 日（金）～７月 21 日（木） 

書類選考（１次選考）結果通知 令和４年７月 21 日（木） 

ヒアリング（２次選考） 令和４年７月 28 日（木） 

選定結果の通知 令和４年 8 月上旬 
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６ 提出書類等 

 （１）質問書の提出 

    本実施要領及び別紙「静岡市学校給食用物資開発事業 仕様書」の内容につい 

ての質問は、「質問書」（様式１）により、電子メールにて受け付け回答する。 

なお、電子メールを送付した時は、その旨を電話にて連絡すること。また、電

話やファックスでの質疑応答は行わないので注意すること。 ※説明会は行わな

い。 

   宛先：kyuushoku@city.shizuoka.lg.jp 

  ① 質問書の提出 

    令和４年６月 22 日（水）午後５時（必着） 

  ② 質問への回答 

    令和４年６月 27 日（月）午後５時までに、静岡市教育委員会事務局教育局学 

校給食課ホームページ（https://www.city.shizuoka.jp/080_000001_00121.html）に 

掲示し、個別には回答しない。 

 （２）参加申請書等の提出 

    参加意向のある者は、下記のプロポーザル参加申請書等を次の通り郵送（書留 

郵便に限る。）又は持参によって提出すること。 

  ① 提出書類 

   ア プロポーザル参加申込書     （様式２）  １部 

   イ 会社概要書           （様式３）  １部 

   ウ 暴力団排除に関する誓約書兼同意書（様式４）  １部 

   エ 商標登録簿謄本  （直近３カ月以内のもの）  １部（コピー可） 

   オ 賃借対照表、損益計算表   （直近１年分）  １部（コピー可） 

   カ 納税証明書         （直近のもの）  １部（コピー可） 

     国税：その３の３「法人税」「消費税及び地方消費税」に未納税額のない証明書 

     市税：静岡市に納税義務のある場合、法人市民税証明書と固定資産税証明書 

   キ 保健所衛生監視票      （直近のもの）     １部（コピー可） 

  ② 参加申請書等の提出締切日 

    令和４年７月５日（火）午後５時（必着） 

    土日及び祝祭日を除く午前９時～正午及び午後１時～午後５時 

  ③ 提出場所 

    〒424-8701 静岡市清水区旭町６番８号（静岡市役所清水庁舎７階） 

    静岡市 教育委員会事務局教育局 学校給食課 食育推進係 

 （３）企画提案書等及び見積書の提出 

   企画提案書、提案書、実施体制、業務実績（以下「企画提案書等」という。）、 

見積書の提出の際は、別表１に掲げる記載事項、記載内容及び部数を、次のとお 

http://#
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り郵送（書留郵送に限る。）又は持参により静岡市教育委員会事務局教育局学校 

給食課へ提出すること。 

  

７ 企画提案書等、見積書の作成及び注意事項等 

 （１）企画提案書等、見積書の作成 

    企画提案書等、見積書を作成するに当たり、次の事項に留意して作成すること。 

   ① 用紙サイズについて、指定の様式以外は、Ａ４版、縦を基本とする。 

   ② 提案書は 10 ページを上限とし、15 分で説明できる内容とすること。 

   ③ 提案書、実施体制、業務実績ごとに、散逸しないような形で綴ること。 

   ④ 見積書は、本業務の仕様書及び企画提案書等に記載した内容を踏まえ、必 

要な経費を算出し記載すること。（業務に係る積算内訳も明示すること。） 

   ア 消費税及び地方消費税に伴う見積金額の記入方法 

     見積書には、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額（課 

税事業者の場合は、消費税及び地方消費税抜きに相当する金額、免税事業者の 

場合は課税事業者と同一の間尺で比較できるようにするために用いる計算上 

算出された金額）を記入すること。 

     なお、決定金額及び契約金額は、見積書に記入された金額に 100 分の 10 に 

相当する額を加算した額（１円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て 

る。）とする。 

   イ 見積書の金額の数字及び記載事項の訂正 

     見積書に記入する数字は、アラビア数字を用いること。 

     【例】￥１２３，０００－ 

     なお、見積書の記載事項を訂正するときは、誤字に２線を引き、上部に正書 

し、欄外にその旨を記入し、押印すること。ただし、金額の訂正は認めない。 

   ウ 見積書は、食品検査料等も含め、当該事業に係る費用の一切を含めるものと 

する。 

 

 （２）参加が無効になる場合 

    企画提案書等、見積書が以下の項目に該当する場合には、参加を無効とする場 

合がある。 

① 提出期限を経過したもの 

② 虚偽の内容が記載されているもの 

③ ヒアリングに参加しなかったもの 

④ 選考の公平性を害する行為をしたもの 
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８ 選考方法 

 （１）書類選考（1 次選考） 

   ① 参加表明を提出したものが３者を超えた場合は、規格提案書等の書類につい 

て事務局で評価し、３者程度を選定する。 

   ② 審査基準（別紙２）に基づき、項目毎に数値化して採点し、合計点数により 

選定する。 

   ③ 応募者の少ない場合は、書類選考を行わない。 

   ④ 全ての参加表明者に対し、選定結果を通知する。 

   ⑤ 選考結果等についての問合せには応じられない。 

 （２）ヒアリングの実施（２次選考） 

    １次選考において選定された者に対し、規格提案書等の提案内容についてヒア 

リングを実施する。 

① 開催日 

  令和４年７月 28 日（木） ※時間及び場所については、別途通知する。 

② 実施方法等 

ア ヒアリングの時間の目安は 30 分とする。なお、ヒアリング時間には規格 

提案書等の説明時間の 15 分、準備・片付けの時間５分を含むものとする。 

    イ ヒアリングの出席者は、３人以内とする。なお、説明者は、本業務の担当 

者とする。 

    ウ 企画提案の説明後、内容に対する質疑応答を行う。 

    エ 提出された規格提案書等及びヒアリングの内容については非公開とする。 

   ③ 審査方法 

     静岡市による審査会において、プロポーザル参加事業者から規格提案書等の 

ヒアリングを行い、総合的に審査して市が定める審査基準（別表２）により合 

計点数の最高得点を得た者を本業務の契約予定者とする。ただし、最高得点が 

同一の者が複数存在した場合は、見積金額の低い者を優先して選定する。さら 

に見積金額が同価の場合は、くじ引きとする。 

     なお、最高得点の得たものとの協議が整わない場合等契約に至らない場合 

は、次点者との協議を行うものとする。 

   ④ その他 

    ア ヒアリング等における資料の追加は認めない。 

    イ パソコン等の機器使用は認めない。 
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９ 選定結果通知 

   選定結果は、令和４年８月１日以降にプロポーザル参加者のうち、最も優れた提 

案者に対し、「特定通知書」を通知する。 

 契約予定者として特定されなかった者に対しては、「非特定通知」を通知する。 

 なお、選定結果等についての問い合せには応じられない。 

 10 契約手続等 

   選定結果の通知後、契約予定者と速やかに契約内容について調整後、見積執行を 

行い、随意契約の終結手続きを行う。 

11 注意事項等 

 （１）書類等の作成に用いる言語、通貨、及び単位は、日本語、日本通貨、日本の標 

準時及び計量法（平成４年法律第 51 号）に定める単位とし、専門用語には注釈 

を付けるなど、分かりやすい表現で記載すること。 

 （２）提出書類の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。 

 （３）提出書類に虚偽の記載をした場合には、資料並びに提案書を無効とするととも 

に、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことがある。 

 （４）参加申請書を提出後、提案書の提出を辞退する場合は、辞退届を学校給食課へ 

令和４年 7 月 13 日（水）までに提出すること。辞退届を提出した場合において 

は、これを理由として、以後、何ら不利益な扱いを受けることはない。なお、辞 

退届については、静岡市建設業関連業務の委託契約に係る入札心得の様式を準用 

し、「入札」を「提案書の提出」と読み替えるほか、入札番号欄については削除 

する。 

 （５）ヒアリングの集合時間に集合しない場合は、失格とする。 

 （６）提出書類の提出期限後においては、記載された内容の変更を認めない。 

 （７）提出書類については、返却しない。 

 （８）提案書類の著作権は、参加者に帰属する。たし、静岡市は本案件のプロポーザ 

ルに関する報告、公表等のために必要な場合には、参加者の承諾を得ずに提出書 

類の内容を無償で使用できるものとする。 

 （９）契約後は、静岡市の給食用物資納入業者登録（静岡市内業者）または、学校給 

食用物資納入登録業者に関連する製造業者（静岡市外業者または給食施設に配送

が困難な業者）となること。 

 12 事務局（問い合せ） 

〒424-8701 静岡市清水区旭町６番８号（静岡市役所清水庁舎７階） 

   静岡市 教育委員会事務局教育局 学校給食課 食育推進係 

   担当：杉山 

   電 話：054-354-2551 

   メール：kyuushoku@city.shizuoka.lg.jp 

http://#
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別表１ 提出書類関係 

※提案書、実施体制、業務実績には、会社名等の表示及び参加者が特定できる表現はしない

こと。 

記載事項 記載内容 提出部数 

企画提案書 (様式５) 代表者名および代表者印を捺印の上、提出すること。 １部 

提案書 

提案内容 
（様式任意） 

実施方針 

業務目的などに理解度が高く、業務取組

に対する基本的な考え方について的確に

提案されているか。 

１部 業務内容 

業務目的を達成するために実施する取り

組み内容が分かるよう具体的に記載する

こと。 

工程スケジュ

ール 

仕様書の業務内容に基づき、それを実現

するためのスケジュールを記載するこ

と。 

業務実績 （様式６） 
平成 20 年 4 月 1 日以降に完了した商品開発の実績を５件

まで記載する。 
１部 

実施体制 

(様式７) 各業務における主担当者氏名と従事者数を記載すること。 

各１部 

(様式８) 本業務の主たる担当者について記載すること。 

見積書 (様式任意） 

本業務の仕様書及び企画提案書に記載した内容を踏まえ、

必要な経費を算出し記載すること。（業務に係る積算内訳

も明示すること。） 

本業務の上限額は、5,621,000 円（消費税及び地方消費税の

額を含む。）。 

契約時に再度、見積書の提出を求める。 

１部 

※提案書の提案内容については仕様書中「３業務内容」の項目に沿って提案すること。 
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別表２ 審査基準 

審査項目 審査内容 配点 

企画提案

を求める

事項 

業務理解度 

業務内容 

実施方針 

業務目的などの理解度が高く、業務取組に

対する基本的な考え方について的確に提案

されているか。 

２０ 

業務内容 
業務目的実現のために具体的かつ的確な業

務の進め方が提案されているか。 
３０ 

工程スケジュー

ル 

・業務工程は適切で具体性があるものか。 

・業務を円滑かつ効果的に実施できるスケ

ジュールであるか。 

２０ 

実施体制 

・本業務に従事するスタッフ数及び体制は十分か。 

・業務を適切に実施するために必要な知識・経験等を有する職

員等がされているか。 

１０ 

業務実績 平成 20 年 4 月 1 日以降に完了した商品開発の実績があるか。 １０ 

見積金額 適切な予算配分となっているか。 １０ 

合計 １００点 

 

 


