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給食提供業務委託に係る募集について 

 

 

平成３０年１１月８日 

 

                      社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団 

                             理事長 熊 谷  淳 

 

１ 趣旨 

  当法人で管理運営を行う高清水園、障害者支援センター御所野（平成３１年４月開設予

定）及びやまばと園において、給食提供業務委託を行うことになりました。 

  この業務委託に当たり、委託業者の選定を行うためのプロポーザルを実施するため、公

募を行うものです。 

 

２ 業務委託契約の内容 

 ・別紙の各施設に係る給食提供業務委託仕様書のとおりとなります。 

・委託契約については、「高清水園・障害者支援センター御所野」給食提供業務、「やま

ばと園」給食提供業務のそれぞれについて締結します。 

 

３ 委託候補者選定に係るスケジュール 

  ・公告                平成３０年１１月８日 

 ・現地説明会            ①高清水園   平成３０年１１月１６日午後１時３０分 

                             ②やまばと園  平成３０年１１月１５日午後１時３０分 

               ※当日は開始時間前までに当該施設の受付までお越しくだ

さい。なお、現地説明会への参加については任意としま

す。 

・質問の受付期間        平成３０年１１月１２日～１１月２７日午後５時 

 ・質問に対する回答     回答は、随時行います。 

               また、参加予定者には、すべての質問事項と回答をお知ら 

せします。 

  ・参加表明書の提出期限   平成３０年１１月３０日午後５時  

 ・審査書類提出日      平成３０年１２月１０日午後５時 

 ・プレゼンテーション実施日 平成３０年１２月１３日 

               実施時間は、参加表明書の提出期限後にご連絡します。 

 ・プレゼンテーション会場  秋田市御所野下堤五丁目１番地の１ 

               秋田県中央地区老人福祉総合エリア 視聴覚室 

 ・審査の結果通知        平成３０年１２月１７日以降各参加者へ郵送します。 

 

４ 参加資格、選考方法等 

  別紙「給食提供業務委託募集要領」によります。 
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ファイルダウンロード 

・「給食提供業務委託募集要領」 

・「高清水園 給食提供業務委託仕様書」 

・「障害者支援センター御所野 給食提供業務委託仕様書」 

・「やまばと園 給食提供業務委託仕様書」 

・提出書類様式 

参加表明書、会社概要、業務実績調書、業務委託見積書、 

給食提供業務に係る質問書、現地説明会参加申込書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

〒０１０－１４１２  

秋田市御所野下堤五丁目１番地の１ 

  秋田県社会福祉事業団事務局 

  担当 経営管理課 藤原、熊澤 

   ＴＥＬ ０１８－８８９－８３６０ 

   ＦＡＸ ０１８－８８９－８３６１ 

   Emailアドレス mail@fukinoto.or.jp 

mailto:mail@fukinoto.or.jp
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給食提供業務委託募集要領 

 

１ 趣旨 

  当法人で管理運営を行う高清水園、障害者支援センター御所野（平成３１年４月開設予定）

及びやまばと園において、給食提供業務委託を行うことになりました。 

  この業務委託に当たり、委託業者の選定を行うためのプロポーザルを実施するため、公募

を行うものです。 

 

２ 委託候補者選定に係るスケジュール 

  ・公告                平成３０年１１月８日 

 ・現地説明会            ①高清水園   平成３０年１１月１６日午後１時３０分 

                              ②やまばと園  平成３０年１１月１５日午後１時３０分 

・質問の受付期間         平成３０年１１月１２日～１１月２７日午後５時 

 ・質問に対する回答      回答は、随時行います。 

               また、参加予定者には、すべての質問事項と回答をお知らせ 

します。 

  ・参加表明書の提出期限    平成３０年１１月３０日午後５時  

 ・審査書類提出日      平成３０年１２月１０日午後５時 

 ・プレゼンテーション実施日 平成３０年１２月１３日 

               実施時間は、参加表明書の提出期限後にご連絡します。 

 ・プレゼンテーション会場  秋田市御所野下堤五丁目１番地の１ 

               秋田県中央地区老人福祉総合エリア 視聴覚室 

 ・審査の結果通知        平成３０年１２月１７日以降各参加者へ郵送します。 

 

３ 参加資格 

 次の要件をすべて満たす者とする。 

 ① 参加表明書提出時点において、東北地区に本社、支店又は営業所を有していること。 

 ② 食品衛生法に規定する営業許可を受けていること。 

 ③ 過去５年間に秋田県内の社会福祉法人、医療法人、学校法人において給食提供業務を複 

数年継続して履行した実績があること。 

 ④ 公益社団法人日本メディカル給食協会の会員であること。又は委託業務の遂行が困難に 

なった場合の代行保証が確認できる者であること。 

⑤ 秋田県内において指名停止期間中でないこと。 

 ⑥ 破産法に基づく破産手続き開始の申し立てがなされている者、会社更生法に基づく更 

生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申し

立てをした者でないこと。 

 ⑦ 法人税、事業税、消費税及び地方税を滞納していないこと。 

 

４ 選考方法 

  事業者の業務実績、業務の運営管理、業務見積等について、プレゼンテーション実施後に

審査委員会による審査を実施します。 

「高清水園・障害者支援センター御所野」給食提供業務、「やまばと園」給食提供業務そ
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れぞれについて委託候補者及びその順位を決定します。 

    なお、評価項目及び配点は次表のとおりとします。 

評価項目 配点 

業務実績 ・これまでの給食提供業務の実績 １０点 

提案書 

・施設給食業務に対する考え方 

・衛生管理、感染症発生やクレーム対応等の危

機管理 

・利用者満足度向上に対する取り組み 

 （選択食、行事食等について） 

・食材調達及び食材の安全性 

 （仕入れ先ルート、食材管理、誤発注対応等 

  について） 

・人員配置及び人員確保 

・現場業務の管理運営、施設との連携 

 （業務開始時の対応、バリオクッキングセン

ター等の新規導入機器への対応、連絡調整

体制等について） 

６０点 

業務見積 
・委託料の妥当性 

・食糧材料費単価の妥当性 
３０点 

合 計   １００点 

 

５ プレゼンテーション 

 ・プレゼンテーションの持ち時間は３０分以内として、その後１０分程度の質疑応答を行 

います。（複数の業務に応募する場合も１事業所３０分とします。） 

 ・プレゼンテーションの内容は提案書の内容としますが、質疑応答の内容についてはその限

りではありません。 

 ・説明にあたっては、映像機器を使用しての説明も可としますが、その際には事前に申し出

てください。プロジェクター、スクリーン及びコンセントはこちらで準備しますが、その

他の機器を使用する場合は参加者が準備してください。 

 ・プレゼンテーションの実施順は、参加表明書受付順とします。 

 

６ 現地説明会 

現地説明会を次のとおりとしますので、現地説明会参加申込書（様式６－１、６－２）を

１１月１４日正午まで電子メールで提出してください。 

参加者は１事業所２名までとします。 

障害者支援センター御所野については、現在建設中ですので、現地説明会は行いません。 

Email アドレス mail@fukinoto.or.jp 

 ① 高清水園  平成３０年１１月１６日（金）午後１時３０分 

 ② やまばと園 平成３０年１１月１５日（木）午後１時３０分 

  ※当日は開始時間前までに当該施設の受付までお越しください。 

なお、現地説明会への参加については任意とします。 

mailto:mail@fukinoto.or.jp
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７ 提出書類の手続き 

（１）参加表明書の提出 

  ① 提出書類 

       参加表明書（様式１－１、１－２） 

  ② 提出期限 

    平成３０年１１月３０日午後５時まで 

  ③ 提出先 

     〒０１０－１４１２ 秋田市御所野下堤五丁目１番地の１ 

    秋田県社会福祉事業団事務局 

    ＴＥＬ ０１８－８８９－８３６０ 

    ＦＡＸ ０１８－８８９－８３６１ 

  ④ 提出方法  

持参のみとなります。 

 

（２）審査書類の提出（各１１部） 

  ① 提出書類 

     ・会社概要（様式２又は類似資料等） 

   ・業務実績調書（様式３又は類似資料等） 

・業務委託見積書（様式４－１、４－２、４－３） 

   ・提案書（Ａ４版） 

        評価項目の提案書欄にあります各項目について記載してください。 

    複数の業務に応募する際もひとつの提案書で構いませんが、それぞれの業務又はそれ

ぞれの施設ごとに提案内容が違う場合は、どの業務又はどの施設に対する提案である

のかわかるように記載してください。 

様式等は問いませんが、プレゼンテーション時間内で説明できる内容としてくださ 

い。 

  ② 提出日 

    平成３０年１２月１０日午後５時まで 

  ③ 提出先及び提出方法 

    上記参加表明書の提出と同様となります。 

   

８ 質問及び回答 

（１）業務内容等に関する質問 

  ① 受付期間 平成３０年１１月１２日～１１月２７日午後５時 

  ② 提出方法 電子メール（電話・ＦＡＸは不可） 

  ③ Emailアドレス mail@fukinoto.or.jp 

  ④ 給食提供業務委託に係る質問書（様式５） 

 

（２）質問に対する回答 

     回答は、随時行います。 

     また、参加予定者には、すべての質問事項と回答をお知らせします。 

 

 

mailto:mail@fukinoto.or.jp
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９ 審査結果の通知 

    審査結果の通知は、１２月１７日以降各参加者へ郵送で通知します。 

  

10 業務委託契約について 

（１）業務名称 

  ①「高清水園・障害者支援センター御所野」給食提供業務 

  ②「やまばと園」給食提供業務 

 

（２）業務内容 

  別紙の各施設に係る給食提供業務委託仕様書のとおりとなります。 

   

（３） 委託契約 

① 「高清水園・障害者支援センター御所野」給食提供業務、「やまばと園」給食提供業

務のそれぞれについて締結します。 

  ② 委託契約に当たっては、委託候補者を契約の相手方として協議を行います。 

    なお、協議がまとまらない場合は、次順位の候補者と協議を行うものとし、以降につ

いても同様とします。 

  ③ 委託料は、予定価格を上限とします。 

  ④ 現在当該施設で雇用されている調理員で雇用を希望する者については、委託業者が引

き続き雇用するものとします。賃金及び勤務形態については現在の雇用条件を反映させ

るものとします。具体的な条件等については、参加表明書を提出された後に別途提示し

ます。 

  ⑤ 「やまばと園」給食提供業務については、当法人が平成３１年度以降の指定管理者と

して指定されることを前提とします。 

 

 11 その他 

 ① 参加表明書及び審査書類に虚偽の記載をした者は失格とします。  

 ② 提出期限を経過してからの参加表明書及び審査書類の差替え、再提出は認めません。 

 ③ 参加表明書、審査書類等の提出書類は返却しません。  

   また、提出書類は、監査機関等からの求めがあった場合には開示または公表します。 
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