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用語の定義 

民間事業者 本事業に興味がある民間企業全体を指す。 

参加者 本事業のプロポーザルに参加するために複数の企業で構成さ

れた企業グループを指す。代表企業と構成企業から成る。 

優先交渉権者 本事業のプロポーザルに参加した者のうち、審査結果の順位

が最も上位となった企業グループを指す。 

選定事業者 本事業における施設整備業務を実施する者として契約を締結

した企業グループを指す。 

代表企業 構成企業の中で応募手続きを行い、阪南市との対応窓口とな

る１法人のことで、阪南市と直接契約を締結する法人のこと。

建築一式の建設業の許可及び経営事項審査を受けている者 

構成企業 設計関連業務を行う企業、建設工事関連業務を行う企業及び

共同企業体を構成する企業、調理機器調達・搬入設置業務等を

行う企業をいう。参加者を構成する法人で、阪南市と直接契約

を締結しない法人のこと。 

設計事業者 代表企業または構成企業のうち、設計関連業務を行う事業者

を指す。共同企業体の場合は構成する企業を含む。 

設計共同企業体 共同企業体の場合の設計業務を遂行する共同企業体を指す。

代表企業の建設企業と共同企業体を構成する企業から成る。 

工事監理者 安井建築設計事務所を指す。 

ＣＭ 安井建築設計事務所を指す。 

工事請負事業者 阪南市と契約書を締結し、建設工事関連業務を行う事業者を

指す。共同企業体の場合は構成する企業も含む。 

特定建設工事 

共同企業体 

共同企業体の場合の建設工事関連業務を遂行する共同企業体

を指す。代表企業の建設企業と共同企業体を構成する企業か

ら成る。 

調理機器調達・搬入設置

事業者 

構成企業のうち、調理機器調達・搬入設置業務等を行う事業者

を指す。 

事業者 事業を遂行する者を指す。 
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第１章 実施要領の定義 

 

１．１ 本書の位置づけ 

阪南市立学校給食センター改修事業設計施工公募型プロポーザル 実施要領（以下「実施要

領」という。）は、阪南市が設計・施工一括発注（ＤＢ方式（Ｄｅｓｉｇｎ：設計、Ｂｕｉｌ

ｄ：建設））で発注する「阪南市立学校給食センター改修事業」（以下「本事業」という。）に

係る、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により、最も適した事業者

を契約候補者として選定するための要領である。 

また、実施要領に添付されている以下の資料は、実施要領と一体のものとする。（以下「実

施要領等」という。） 

・ 阪南市立学校給食センター改修事業設計施工公募型プロポーザル 基本計画書（以下

「基本計画書」という。） 

・ 阪南市立学校給食センター改修事業設計施工公募型プロポーザル 要求水準書（以下

「要求水準書」という。） 

・ 阪南市立学校給食センター改修事業設計施工公募型プロポーザル 審査基準書（以下

「審査基準書」という。） 

・ 阪南市立学校給食センター改修事業設計施工公募型プロポーザル 阪南市立学校給食

センター改修事業設計及び建設工事請負契約書（以下「契約書」という。） 

・ 阪南市立学校給食センター改修事業設計施工公募型プロポーザル 様式集（以下「様式

集」という。） 

 

第２章 プロポーザル概要 

２．１ 事業名称 

阪南市立学校給食センター改修事業（設計施工） 

 

２．２ 選考方法 

設計施工公募型プロポーザル 

 

２．３ 公告日 

令和５年２月２日 

 

第３章 事業の目的及び基本方針 

３．１ 事業の目的 

市の学校給食は、「安全・安心な給食」を目標に、給食センターによって営まれているとこ

ろであるが、給食センターは、昭和５９年の竣工から約４０年を経過しており、施設自体の老

朽化も進んでいる。その間に「食」に関する環境、人々の考え方も大きく変化し、「食」その
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ものの重要性への関心の高まりに伴い、学校給食を取り巻く環境も大きく変化し、平成１７年

に「食育基本法」が制定され、また平成２０年には「学校給食法」が改正されるなど、学校給

食における「食育」の重要性がクローズアップされるようになった。また衛生面においても、

平成２１年に新たな「学校給食衛生管理基準」が施行され、より厳しい衛生管理が求められる

ようになる中、調理関係者の不断の工夫により、衛生管理には万全を期しているが、老朽化し

た現在の調理場では、施設の構造上、衛生管理基準の遵守が困難になっており、給食センター

の改修が、喫緊の課題となっている。 

本事業は、本市学校施設長寿命化個別計画に掲げる長寿命化やライフサイクルコストの低

減を図るとともに、「学校給食衛生管理基準」に適合した施設を整備することにより、食育や

地産地消の推進、以下の３．２ 基本方針に記載する内容への対応など、特色ある機能を持っ

た給食施設の整備を目指すものである。 

 

３．２ 基本方針 

事業者は、以下の点を十分に踏まえ、本事業を実施するものとする。 

（１） 「学校給食衛生管理基準」及びＨＡＣＣＰの考えに対応した施設 

（ア）汚染・非汚染区域の完全区分 

二次汚染防止の観点から、汚染作業区域（調理前の食材を取り扱う部屋）と非汚染

作業区域（完成した食品等を扱う部屋）を部屋単位で明確に区分する。 

（イ）ドライシステムの導入 

床に水が落ちない構造の施設・設備、機械・器具を使用し、床が乾いた状態で作業

することで、濡れた床面からのはね水による食材への二次汚染の防止や、調理室内の

温度・湿度を低く保つことで、雑菌の増殖を抑える。 

（２） アレルギー対応専用調理室の整備 

調理過程において偶発的にアレルギー物質が混入してしまう事態（コンタミネーシ

ョン）を避けるため、アレルギー対応専用調理室を設け、他の調理作業と区分する。 

（３） 省エネルギー施設 

ＳＤＧｓのゴールの一つである「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」の実

現に向け、環境に配慮した施設とし、エネルギー消費量の削減に取り組む。 

（４） 働きやすい環境の整備 

安全安心な給食が安定的に提供できるよう、調理従事者等の心身の健康と安全を確

保する環境を整備する。 

（５） 自然災害時に対応した施設の整備 

自然災害時に備えた施設の整備等の措置を講じる。 

（６） 長寿命化・ライフサイクルコストの低減 

長寿命かつ信頼性の高い施設（厨房設備や機材を含む。）を整備し、ライフサイクル

コストの低減に取り組む。 
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第４章 実施者及び事務局 

４．１ 実施者 

阪南市長 水野謙二 

 

４．２ 事務局 

阪南市教育委員会事務局生涯学習部学校給食センター 

住所：〒５９９－０２３２阪南市箱作２３１６ 

電話：０７２－４７６－１９０６ 

ＦＡＸ：０７２－４７６－１９０７ 

Ｅ－ｍａｉｌ：ｋｙｕｕｓｙｏｋｕ－ｃ＠ｃｉｔｙ．ｈａｎｎａｎ．ｌｇ．ｊｐ 

 

第５章 事業概要 

５．１ 本事業の事業期間 

ア 本施設の設計・建設期間 

議会議決の日～令和６年１２月２８日 

但し、本施設の調理停止期間は、令和６年３月２５日からとする。 

イ 供用開始日 

令和７年１月６日 

ウ 給食提供開始日（予定） 

令和７年３月３日 

エ 補助金対応工事完了日（予定） 

令和６年２月２８日 

 

５．２ 本事業の上限提案価格 

１，４３０，７２１，０００円 

（うち、設計委託料は６２，６６６，０００円を上限とする） 

（消費税及び地方消費税を含む） 

（設計費・建設費・調理設備調達設置費等含む） 

（上限提案価格を上回る提案は失格とする） 

 

５．３ 支払い条件 

令和５年度 支出上限額 ６２，９２８，０００円 

      （うち、設計費は ６２，６６６，０００円以内を予定） 

令和６年度 支出上限額 １，３６７，７９３，０００円 
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※阪南市財務規則の規定に基づく。 

※支出上限額は消費税及び地方消費税を含む。 

※令和５年５月中旬に仮契約を締結し、令和５年６月議会に上程予定とする。 

※賃金又は物価の変動に対応するスライド条項を適用する。 

※本プロポーザルにより決定された優先交渉権者は、本市との仮契約と同時に、次のいずれ

かに掲げる保証を付さなければならない。契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第

５項において「保証の額」という。）は、契約金額の１００分の１０以上としなければな

らない。 

・契約保証金の納付 

・契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 

・この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確

実と認める金融機関等又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律

（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同

じ。）の保証 

・この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

・この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

※補助金の対応により、前払金及び中間前払金の支払いについては交付決定を受けてから

の支払いとすることがある。 

 

５．４ 計画概要 

・事業用地：大阪府阪南市箱作２３１６ 

・敷地面積：約４，５７５㎡ 

・延べ面積：約１，５２１㎡ 

・提供食数：３，６００食／日 

・ドライシステム採用、既存施設を活用した改修工事 

 

５．５ 事業の構成 

本事業は、事前調査業務、各種許認可申請等の手続業務、市が行う交付金申請の支援業務、

設計業務、建設業務、調理設備調達設置業務、その他の業務から構成される。また、別に市が

行う業務範囲は、設計時におけるマネジメント、工事監理業務、工事施工時におけるマネジメ

ントとする。 

選定事業者が行う主な業務は、以下のとおり想定している。なお、具体的な業務の内容及

びその他詳細については、要求水準書等において示す。 

（１）事前調査業務 

（２）各種許認可申請等の手続業務 

（３）市が行う交付金申請の支援業務 
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（４）設計業務（意図伝達業務を含む） 

（５）建設業務 

（６）調理設備調達設置業務 

（７）その他の業務 

 

５．６ 遵守すべき法制度等 

選定事業者は、本事業を実施するにあたり関係法令等（法令、条例・規則、要綱・基準等）

を遵守すること。なお、詳細については、要求水準書等において示す。 

 

第６章 参加資格要件 

６．１ 参加資格要件 

（１）参加者の構成と定義 

参加者は、本事業を実施するために必要な能力を備えた企業等が以下に定義する代表企業

及び構成企業として構成されるものとする。 

（ア）参加者は本事業のプロポーザルに参加するために複数の企業で構成された企業グル

ープを指す。代表企業と構成企業から成る。 

（イ）参加者は、下記６．２（１）及び（２）の参加資格要件を満たす者とする。 

（ウ）参加者は、設計事務所等の構成企業とのグループ応募を行う場合、構成企業は下記６．

２（１）及び（２）のうち、当該企業が担当する業務に関する参加資格要件を満たす

者とする。 

（エ）共同企業体の構成企業は、下記６．２（１）の参加資格要件を満たす者とする。 

（オ）ひとつの企業が、複数の参加者の代表企業または構成企業となってはならない。 

 

（２）構成企業等の明示 

参加者は、参加表明書等の提出時に、代表企業又は構成企業のいずれの立場であるかを明示

するものとする。 

 

（３）構成企業の変更及び追加 

参加資格審査結果の通知日以降の参加者の構成企業の入替、追加、脱退及び担当業務の変更

（以下「構成企業の変更等」という。）は、原則として認めない。 

ただし、次の場合において、事前に市と協議を行い、市が指定する書類を市に提出すること

により申請を行ったときは、構成企業の変更等を認めることがある。 

（ア）参加資格審査結果の通知日から提案書類の提出締切日の前日まで 

市は、参加資格審査結果の通知日以降に参加者が構成企業の変更等を申請した場合

において、その理由がやむを得ないと認めるときは、変更後の参加者の参加資格を確

認した上で、提案書類の提出締切日の前日までにこれを承認することがある。ただし、
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代表企業の変更は例外なく認めない。 

（イ） 提案書類の提出締切日から優先交渉権者との契約日まで 

市は、提案書類の提出締切日以降に参加者が構成企業の変更等（参加資格を喪失し

脱退する構成企業に限る）を申請したときは、提案内容の継続性及び参加資格を喪失

しなかった構成企業の責に帰すべき事由の有無等を勘案し、その理由がやむを得ない

と認めた場合に限り、変更後の参加者の参加資格を確認した上で、優先交渉権者との

契約日までにこれを承認することがある。 

 

６．２ 参加者の備えるべき参加資格要件 

参加者は、以下の（１）及び（２）で規定する参加資格要件を、参加資格審査結果の通知日

に満たしていなければならない。また、参加資格審査書類に事実と異なる記載のある者は、当

初から参加がなかったものとみなす。 

（１）共通の参加資格要件 

（ア）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者でないこと（同条第２項各号の

いずれかに該当すると認められてから３年を経過している場合を除く。）。 

（イ）阪南市入札参加停止要綱（平成１３年阪南市訓令第１２号）に基づく参加停止又は指

名回避を受けている者でないこと。 

（ウ）阪南市公共工事等暴力団排除措置要綱（平成２５年２月２１日決裁）に基づく入札参

加除外措置を受けている者でないこと。 

（エ）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に規定する更生手続開始の申立て

（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされている更生事件に係

る同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」という。）

第３０条に規定する更生手続開始の申立てを含む。）がなされている者（同法第１９

９条に規定する更生計画認可の決定（旧法第２３３条に規定する更生計画認可の決定

を含む。）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）第

２１条に規定する再生手続開始の申立てがなされている者（同法第１７４条に規定す

る再生計画認可の決定を受けている者を除く。）等経営状態が著しく不健全な者でな

いこと。 

（オ）破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定による破産手続

開始の申立て、又は同法附則第３条の規定により、なお従前の例によることとされる

旧破産法（大正１１年法律第７１号）の規定による破産申立てがなされている者でな

いこと。 

（カ）清算中の株式会社である企業について、会社法（平成１７年法律第８６号）第５１１

条に基づく特別清算開始の申立てがなされている者でないこと。 

（キ）私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触

する行為を行っていない者であること。 
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（ク）本事業についてＣＭ業務を委託した株式会社安井建築設計事務所と資本面若しくは

人事面において密接な関連がある者でないこと。 

※資本面において密接な関連のある者とは、当該企業の発行済み株式総数の１００分

の５０を超える株式を有し又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をし

ている者をいい、人事面において密接な関連のある者とは当該企業の代表権を有する

役員が、他方の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。以下同じ。 

（ケ）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（コ）阪南市入札参加資格審査申請要綱に基づく入札参加資格を有している者（下記の①の

書類を提出すること。）又は市が指定する書類を事前に市に提出した者（下記の②か

ら⑨の書類を提出すること。）。 

① 阪南市入札参加資格審査申請済確認書 （入札参加様式１） １部 

※阪南市入札参加資格審査申請要綱に基づく入札参加資格を有している者のみ 

※同参加資格を有していない者は、以下の②～⑨の書類を各１部添付すること。 

② 使用印鑑届   （入札参加様式２） 

③ 委任状   （入札参加様式３）  

※支店等に委任する場合のみ 

④ 誓約書（阪南市暴力団排除条例関係）（入札参加様式４） 

⑤ 誓約書（入札参加停止措置関係）（入札参加様式５） 

⑥ 商業登記簿謄本   （写し可） 

⑦ 印鑑証明書   （写し可） 

⑧ 納税証明書  （写し可） 

  ア 国税（税務署発行） 

・法人税及び消費税（未納のない証明「その３の３」） 

  イ 都道府県税（本社所在地の都道府県税事務所発行） 

・法人事業税 

  ウ 阪南市民税 

※商業登記簿記載の本店の所在地が阪南市内にある者のみ 

a.法人市民税・固定資産税・軽自動車税 

（阪南市役所税務課発行の未納のない証明） 

b.代表者の市（府）民税・固定資産税・軽自動車税（代表者の市町村発行） 

⑨財務諸表（直近２年間分） 

※商業登記簿謄本、印鑑証明書及び納税証明書は、提出日から３か月以内のものとす

ること。 

 

（２）個別の参加資格要件 

参加者の構成企業のうち下記の（ア）から（ウ）の業務にあたる者は、それぞれ以下に掲げ
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る各要件を満たすこと。 

（ア）設計業務を行う者 

設計業務を行う者は、以下に示す要件について、いずれにも該当すること。（事前調査

業務、各種許認可申請等の手続業務、市が行う交付金申請の支援業務を含む） 

なお、複数の者で実施する場合には、全ての企業が（ａ）の要件を満たし、かつ少なく

とも１者は全ての要件を満たしていること。 

（ａ）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定に基づく一級建

築士事務所の登録を受けていること。 

（ｂ）延べ面積１，０００㎡以上の給食センター・食品工場等の新築の設計業務を元

請として履行した実績を有していること。なお、当該実績が他者と共同で履行

した実績の場合は、当該共同企業体における出資比率が２社共同企業体のとき

は３０％以上、３社共同企業体のときは２０％以上、４社以上の共同企業体の

ときは１５％以上であり、当該契約書の写しの提出等その内容を証明できる場

合に限ることとする。 

なお、設計業務の管理技術者は、下記の（ａ）（ｂ）の要件を満たしていること。 

（ａ）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項に規定する一級建築士と

すること。また、国土交通省が定義する技師Ｃ以上とすること。 

（ｂ）延べ面積１，０００㎡以上の給食センター・食品工場等の新築の設計業務実績

を有していること。 

（イ）建設業務を行う者 

建設業務を行う者は、以下に示す要件について、いずれにも該当すること。 

なお、複数の者で実施する場合には、全ての企業が（ａ）から（ｃ）までの要件を満た

し、かつ少なくとも１者は全ての要件を満たしていること。 

（ａ）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定による特定建設業

の許可を受けた者であり、同法第２７条の２３第２項に規定する経営事項審査

を受けている者であること。 

（ｂ）雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による被保険者となっ

たことの届出、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による

被保険者の資格の取得の届出及び厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）

第２７条の規定による被保険者の資格の取得の届出を行っている者であるこ

と（これらの届出に係る義務を有する場合に限る。）。 

（ｃ）国又は地方公共団体が発注した施設で延べ面積１，０００㎡以上の新築の施工

実績を有していること。なお、当該実績が他者と共同で履行した実績の場合は、

当該共同企業体における出資比率が２社共同企業体のときは３０％以上、３社

共同企業体のときは２０％以上、４社以上の共同企業体のときは１５％以上で

あり、当該契約書の写しの提出等その内容を証明できる場合に限ることとする。 
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（ウ）調理設備調達設置業務を行う者 

調理設備調達設置業務を行う者は、以下に示す要件について、該当すること。 

（ａ）３５００食／日以上の提供能力を持つドライシステムの学校給食施設又は特

定給食施設の新築工事において調理機器調達・搬入設置の実績を有しているこ

と。 

 

６．３ 参加資格要件の喪失 

（１）参加資格審査結果の通知日から契約日までの間に、参加者に次の行為があったときは、

当該参加者の参加資格を取り消すものとする。 

（ア）他の参加者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

（イ）選定終了までの間に、他の参加者に対して応募提案の内容を意図的に開示する

こと。 

（ウ）応募提案に虚偽の記載を行うこと。 

（エ）その他審査結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

（オ）代表企業が参加資格を喪失した場合は、原則として当該参加者の参加資格を取

り消すものとする。 

（２）参加者の代表企業以外の構成企業が、参加資格審査結果の通知日から優先交渉権者決

定までの間に、参加資格要件を満たさなくなったときは、以下の場合を除き、原則と

して当該参加者の参加資格を取り消すものとする。 

（ア）参加資格審査結果の通知日から提案書類の受付締切日の前日までに参加資格を

喪失した場合で以下の a）又は b）に該当する場合 

a）参加資格を喪失しなかった参加者のみで実施要領に定める参加資格要件を満た

しており、構成企業等変更承諾願を阪南市に提出し、提案書類の受付締切日まで

に阪南市が変更を認めた場合 

b）参加資格を喪失した構成企業と同等の能力・実績を有し、参加資格要件を満たす

新たな構成企業を加えた上で、構成企業等変更承諾願を阪南市に提出し、提案書

類の受付締切日までに阪南市が変更を認めた場合 

（イ）提案書類の受付締切日から契約日までに参加資格を喪失した場合で以下の a）又

は b）に該当する場合 

a）参加資格を喪失しなかった参加者のみで実施要領に定める参加資格要件を満た

しており、構成企業等変更承諾願を阪南市に提出し、優先交渉権者決定日までに

阪南市が変更を認めた場合 

b）参加資格を喪失した構成企業と同等の能力・実績を有し、参加資格要件を満たす

新たな構成企業を加えた上で、構成企業等変更承諾願を阪南市に提出し、契約日

までに阪南市が変更を認めた場合 
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第７章 事業者の募集及び選定に関する事項 

７．１ 募集及び選定の方法 

本事業では、民間事業者の広範囲かつ高度な能力やノウハウと効率的かつ効果的な事業実施

が求められることから、民間事業者の選定は、施設や設備の性能、事業計画の妥当性等に価格

評価を加え、公募型プロポーザル方式により実施するものとする。 

 

７．２ 募集及び選定スケジュール（予定） 

募集及び選定スケジュールは、以下のとおりとする。 

日程 内容 

令和５年２月２日 （木） 公告、実施要領等の公表 

令和５年２月２日 （木） 第１回質問の受付、現地説明会の申込の受付、参加表

明書等の受付 

令和５年２月９日 （木） 第１回質問受付締切 

令和５年２月１５日 （水） 第１回質問に対する回答公表 

令和５年２月２２日 （水） 現地説明会の申込、参加表明書等の受付締切 

令和５年３月６日 （月） 参加資格審査結果の通知 

令和５年３月１０日 （金） 現地説明会の開催 

令和５年３月１７日 （金） 第２回質問受付締切 

令和５年３月２４日 （金） 第２回質問に対する回答公表 

令和５年４月２４日 （月） 提案書類の提出締切 

令和５年５月９日 （火） 提案書類に関するプレゼンテーション審査 

令和５年５月１７日ごろ （水） 優先交渉権者の決定・公表 

令和５年５月１８日ごろ （木） 優先交渉権者との契約の仮契約締結 

令和５年６月  市議会の議決による事業契約の成立 

 

７．３ 第１回質問書の受付 

（ア）受付期間 

令和５年２月２日（木）から令和５年２月９日（木）正午まで 

（イ）受付方法 

第１回質問書（実施要領等に関する質問）（様式１－１）に記入の上、阪南市教育

委員会事務局生涯学習部学校給食センターまで電子メールにて提出すること。提

出に併せて電話にて到着の確認を事務局へ行うこと。 

（ウ）公表 

受け付けた質問に対する回答は、令和５年２月１５日（水）ごろに市ホームペー

ジにおいて公表する。 
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７．４ 現地説明会の開催 

次のとおり、現地説明会を開催する。なお、当日は、市からの説明のみであり、質問がある

場合は、第２回質問にて提出すること。 

日時 ：令和５年３月１０日（金）１４時～１５時 

会場 ：阪南市立学校給食センター（阪南市箱作２３１６） 

参加申込期限 ：令和５年２月２２日(水)正午まで 

参加申込方法 ：現地説明会参加申込書（様式３）に必要事項を記入の上、電子メール

にて提出すること。なお、参加人数は 1 参加者６名（１企業２名まで）

までとする。 

※会場の都合により、参加者の定員縮減の要請を行うか日時の変更依

頼を行うことがある。 

申込先 ：阪南市教育委員会事務局 生涯学習部 学校給食センター 

電話：072-476-1906 ＦＡＸ：072-476-1907 

Ｅ－ｍａｉｌ：kyuusyoku-c@city.hannan.lg.jp 

備考 ：資料は配布しないため各自で用意すること。 

 

７．５ 第２回質問の受付 

（ア）受付期間 

令和５年３月１７日（金）正午まで 

（イ）受付方法 

第２回質問書（様式１－２）に記入の上、阪南市教育委員会事務局生涯学習部学

校給食センターまで電子メールにて提出すること。提出に併せて電話にて到着の

確認を事務局へ行うこと。 

（ウ）公表 

受け付けた質問に対する回答は、令和５年３月２４日（金）ごろに市ホームペー

ジにおいて公表する。 

 

７．６ 事業者の選定方法 

（１）優先交渉権者の審査及び評価方法 

（ア）第一次審査（参加者に必要な資格の有無を確認） 

参加表明を行った事業者について、阪南市立学校給食センター改修事業設計施工公募

型プロポーザル選定委員会（以下、「選定委員会」という。）により審査を実施する。 

（イ）第二次審査（技術提案内容を審査し評価） 

選定委員会において、各事業者から提出された技術提案及び提案価格について総合的

に審査、評価し、優先交渉権者及び第２位を特定する。 
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（ウ）技術提案における主な評価項目（以下「評価項目」という。）は、別に定める審査基

準書による。 

（エ）第二次審査総合審査点が６割未満の場合は、優先交渉権者と認めない。 

（２）第一次審査「資格審査」に関すること 

（ア）参加資格の審査 

（ａ）参加者は、参加表明書を提出すること。 

（ｂ）選定委員会は参加者から提出された参加資格審査に関する提出書類を基に、各

参加企業及び選任の技術者が参加資格を満たしているか否かを審査する。 

（ｃ）工事施工に関わる技術者の特定については、工事着手までに資格や実績等に関

する資料を市が指名した監督職員に提出すること。 

（イ）提案候補者の選定及び技術提案の要請 

選定委員会による審査を行い、提案候補者の選定を行う。事務局は、当該結果に基づ

き、提案候補者に技術提案書の提出要請を行う。 

（ウ）第一次審査結果の通知 

（ａ）審査の結果、参加資格要件を全て満たし、提案候補者として選定された参加者に

対しては、「プレゼンテーション参加要請書」を送付し、技術提案書の提出要請を行

う。（令和５年３月６日(月)通知予定） 

（ｂ）参加者のうち、参加資格を満たさない又は確認できない者に対しては、その理由

を明記した「参加資格不適格通知書」を送付し、参加者の資格を失う。 

（ｃ）参加資格不適格通知を受けた者は、その通知をした日の翌日から起算して７日

以内に、指定様式により、市長に対して、その理由について説明を求めることがで

きる。受付場所は事務局とし、受付時間は休庁日を除く午前９時から午後４時まで

とする。 

（ｄ）上記に対する回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して７

日以内に書面により行う。 

（３）第二次審査「技術提案審査」及び「参加者の業務実績審査」に関すること 

技術提案審査として、技術事項及び価格事項の二つの面から「第二次審査」を行

う。提案候補者として選定された参加者は、技術提案書（見積価格計算書（内訳書

共）を含む）を提出すること。また、第一次審査時に実施しなかった参加者の業務実

績に関する審査もあわせて実施する。 

 

（ア）技術提案書取りまとめ・基礎審査 

事務局は、事業者から技術提案書の提出があった際は、技術事項及び価格事項の審査

に先立ち、基礎審査として、求める資料等が全て提出されていることを確認し、所定

の条件に基づき技術提案書が作成されているかを確認する。 

（イ）参加者の業務実績審査 
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事務局は、参加者から提出された参加資格審査書類に基づき、別に定める審査基準書

により審査点を算定する。 

（ウ）プレゼンテーション審査 

プレゼンテーション審査の詳細については、参加資格審査結果後に別途送付する通知

により示すこととする。 

（エ）技術事項及び価格事項の評価 

別に定める審査基準書により審査点を算定する。 

（オ）優先交渉権者及び第２位の特定 

選定委員会は、技術事項の評価及び価格事項の評価により得られた総合審査点が最も

高い者を優先交渉権者に、次に高い者を第２位とし特定し、選定委員会より市長に報

告する。 

 

７．７ 参加にあたっての留意事項 

（１）実施要領等の承諾 

参加者は、提案書類の提出をもって、実施要領等及び追加資料の記載内容を承諾した

ものとみなす。 

（２）費用負担 

参加に伴う費用は、すべて参加者の負担とする。 

（３）使用する言語、通貨単位及び時刻 

本事業において使用する言語は、日本語、単位は、計量法（平成４年法律第５１ 

号）に定めるもの、通貨単位は、円、時刻は、日本標準時とする。 

（４）著作権 

提案書類の著作権は、参加者に帰属する。ただし、本事業において、阪南市立学校給

食センター調理配送事業者等の募集時などに公表等が必要と認めるときに阪南市は、事

前に選定事業者と協議した上で、提案書類の一部を使用できるものとする。 

また、契約に至らなかった参加者の提案については、阪南市による選定過程等の説明

以外の目的には使用しないものとする。 

（５）特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の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工事材料、施工方法、維持管理方法等を

使用した結果生じた責任は、原則として参加者が負うこととする。 

（６）提案書類の取扱い 

提出された提案書類については、変更できないものとし、また、返却しない。 

（７）市からの提示資料について 

市が提示する資料は、本事業の募集に係る検討以外の目的で使用することはできな

い。また、要求水準書に示す関係資料（資料１～３）については、様式４-１、様式４-
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２、様式４-３の必要書類の提出があった場合に提示する。受付場所は事務局とし、受付

時間は休庁日を除く午前９時から午後４時までとする。 

（８）募集・審査の中止 

天災地変等やむを得ない理由により、プレゼンテーションの実施ができないときは、

これを延期、又は中止する場合がある。 

（９）提案書類の無効に関する事項 

以下のいずれかに該当する参加者の提案書類は、無効とする。なお、優先交渉権者の

決定後において、当該の優先交渉権者が以下のいずれかに該当することが判明した場合

には、優先交渉権者の決定を取り消す。 

① 参加資格を有していない参加者のもの 

② 提案書類が所定の日時までに到着しないもの 

③ 同一の参加者から２つ以上の提案書類が出されたもの 

④ 提案書類に必要な記名押印のないもの 

⑤ 金額その他主要事項の記載が不明確なもの 

⑥ 代理人が提案書類を提出する場合において、委任状の提出がないもの 

⑦ 他の参加者と明らかに協定して応募し、その他の応募に際し不正の行為があった

と認められるもの 

（１０）提案書類の変更の禁止 

一度提出された提案書類については、変更を認めない。ただし、提案書の誤字の修正

等、市が認めた場合はこの限りではない。 

（１１）その他 

実施要領等に定めるもののほか、応募にあたって必要な事項が生じた場合には、代表

企業に通知する。 

 

第８章 参加表明書等の作成、提出について（資格審査） 

参加表明書等は、様式集（様式２－１～２－１１及び入札参加様式１～５の必要なもの）に

定めるところに従い作成すること。 

なお、市は、提出された参加表明書等を確認した上で必要があると判断した場合は、当該参

加表明書等の修正又は追加書類の提出を求めることがある。 

８．１ 参加表明書等の受付期間・提出場所及び方法 

（ア）受付期間 

令和５年２月２日(木)～令和５年２月２２日(水) 

阪南市の休日に関する条例（平成元年１２月２７日条例第２８号）第２条に定める市

の休日（以下「休日」という。）を除く午前９時～午後４時 

ただし、郵送による場合は、令和５年２月２２日(水)午後４時までに必着のこと。 

（イ）提出場所 
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〒５９９－０２３２阪南市箱作２３１６ 

阪南市教育委員会事務局生涯学習部学校給食センター 

（ウ）提出方法 

参加表明書等は、提出場所へ持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送による場

合は、令和５年２月２２日(水)午後４時までに必着のこと。電子メール又ＦＡＸによ

る提出は受け付けない。 

（エ）提出部数 

正１部 副２部 計３部及びＣＤ－Ｒ２部 

ＣＤ－Ｒには、提出書類の電子データを格納すること。 

 

８．２ 参加資格審査結果の通知 

参加資格審査結果通知は、参加表明書等を提出した者に対して、書面により令和５年３

月６日(月)を目途に通知する。 

 

第９章 提案書類の作成要領（技術提案審査・参加者の業務実績審査） 

提案書類は、様式集（様式２－４、６－１～９）に定めるところに従い作成すること。 

なお、市は、提出された提案書類を確認した上で必要があると判断した場合は、当該提案書

類等の修正又は追加書類の提出を求めることがある。 

９．１ 技術提案書等の受付期間・提出場所及び方法 

（ア）受付期間 

令和５年４月２４日(月)午後４時まで 

阪南市の休日に関する条例（平成元年１２月２７日条例第２８号）第２条に定める市

の休日（以下「休日」という。）を除く午前９時～午後４時 

（イ）提出場所 

〒５９９－０２３２ 阪南市箱作２３１６ 

阪南市教育委員会事務局生涯学習部学校給食センター 

（ウ）提出方法 

技術提案書等は、提出場所へ持参又は郵送により提出すること。電子メール又ＦＡＸ

による提出は受け付けない。ただし、郵送による場合は、令和５年４月２４日(月)午

後４時までに必着のこと。 

（エ）提出部数 

正１部 副１５部 計１６部及びＣＤ－Ｒ２部 

ＣＤ－Ｒには、提出書類の電子データを格納すること。 

※正のみ会社名を記載し、副へは「参加資格適格通知書」に記載された番号を指定

箇所に記載すること。 
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９．２ 技術提案書等の体裁 

（ア）体裁及び書式 

（ａ）本市の様式を使用し、技術提案書関係様式に示された順番、用紙サイズ及び枚数

制限に従い、見積書（様式６－２）及び見積価格計算書（内訳書）（様式６－３）

を除き綴ること。また、それぞれにページを付して、ステープル留めはせず、フ

ラットファイルへ綴ること。 

（ｂ）Ａ３版様式はＡ４版様式の大きさに折り込むこと。 

（ｃ）技術提案書の作成にあたっては、会社名を記載することとしている書類以外には、

会社名及び会社名を類推できるロゴマーク等の記載は不可とする。なおプレゼン

テーション審査時においても同様とする。 

（ｄ）使用する文字のフォントについて制限はないが、見やすさに配慮すること（主た

る文章は１１ｐｔ以上を基本とする）。また、図表等を適宜活用して分かりやすい

表現とすること。 

（ｅ）用紙の余白は、上下左右、最低２０ｍｍ以上は確保すること（ページ番号は除く）。 

（ｆ）見積書及び見積価格計算書（内訳書）については、事業名並びに単独名又は企業

体名を明記して正１部 副１部 計２部提出すること。 

（ｇ）提出した見積書及び見積価格計算書（内訳書）の訂正はできない。 

（ｈ）提出するデータ形式は、ワードまたはエクセル等で作成した元データ、およびＰ

ＤＦデータとする。 

 

第１０章 技術提案書の評価方法 

技術事項及び価格事項に係る評価は、第二次審査（技術提案審査）にて行う。提案者より提

出された技術提案書等及びそれに基づくプレゼンテーション審査の内容により評価する。選

定委員会委員の評価は、別紙の審査基準書に基づき、技術事項の面から行う。 

 

第１１章 提出書類 

参加者が市に提出する書類は、以下のとおりとする。詳細については、様式集を参照するこ

と。 

１１．１ 質問書 

（様式１－ １） 第１回質問書 

（様式１－ ２） 第２回質問書 

１１．２ 参加資格審査書類 

（受付表   ） 

（様式２－ １） 参加表明書（代表企業用） 

（様式２－ ２） 構成企業表 

（様式２－ ３） 委任状 
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（様式２－ ４） 添付書類提出確認書 

（様式２－ ５） 設計事業者の参加資格要件に関する書類 

（様式２－ ６） 設計事業者の業務実績 

（様式２－ ７） 配置予定技術者の資格・実績（設計事業者） 

（様式２－ ８） 工事請負事業者の参加資格要件に関する書類 

（様式２－ ９） 工事請負事業者の業務実績 

（様式２－１０） 厨房機器事業者の参加資格要件に関する書類 

（様式２－１１） 厨房機器事業者の業務実績 

（入札参加様式１）阪南市入札参加資格審査申請済確認書 

（入札参加様式２）使用印鑑届    

（入札参加様式３）委任状     

（入札参加様式４）誓約書（阪南市暴力団排除条例関係） 

（入札参加様式５）誓約書（入札参加停止措置関係） 

 

１１．３ 現地説明会参加申込書 

（様式３   ） 現地説明会参加申込書 

 

１１．４ 関係資料配布申込書 

（様式４－ １） 関係資料配布申込書 

（様式４－ ２） 守秘義務の遵守に関する誓約書 

（様式４－ ３） 第二次被開示者への資料開示通知書 

 

１１．５ 辞退及び変更に関する書類 

（様式５－ １） 辞退届 

（様式５－ ２） 参加資格喪失等通知書 

（様式５－ ３） 構成企業等変更承諾願 

 

１１．６ 提案書類 

（受付表   ） 

（様式２－ ４） 添付書類提出確認書 

（１）提出書類 

（様式６－ １） 提案書類提出書 

（様式６－ ２） 見積書 

（様式６－ ３） 見積価格計算書 

（２）提案書 

（様式７－ １） 業務実績 
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（様式７－ ２） 事業計画全体 ①取組方針・実施体制に関する提案 

（様式７－ ３） 事業計画全体 ②事業スケジュールに関する提案 

（様式７－ ４） 事業計画全体 ③リスク管理に関する提案 

（様式７－ ５） 事業計画全体 ④食育の推進に関する提案 

（様式７－ ６） 設計・施工 ①施設計画に関する提案 

（様式７－ ７） 設計・施工 ②施工計画に関する提案 

（様式７－ ８） 設計・施工 ③環境配慮に関する提案 

（様式７－ ９） 調理設備 ①調理設備の選定に関する提案 

（３）図面集 

（様式８－ １） 設計概要（仕上げ表含む） 

（様式８－ ２） パース 

（様式８－ ３） 配置図 

（様式８－ ４） １階平面図 

（様式８－ ５） ２階平面図 

（様式８－ ６） 屋根伏図 

（様式８－ ７） 立面図１ 

（様式８－ ８） 立面図２ 

（様式８－ ９） 断面図 

（様式８－１０） 衛生区分図 

（様式８－１１） 設備計画図 

（様式８－１２） 調理設備計画図 

（様式８－１３） 調理機器一覧表 

（４）推奨基準確認書 

（様式９   ） 推奨基準確認書 

 

第１２章 契約に関する事項 

１２．１ 契約手続き 

（１）仮契約の締結 

阪南市と優先交渉権者は、実施要領等及び提案書類等に基づき仮契約を締結する。こ

の締結により、優先交渉権者を選定事業者とする。 

（２）契約の成立 

仮契約後、阪南市立学校給食センター改修事業設計施工請負契約に関する議案が阪南

市議会の議決を経た場合に発効となる。ただし、否決された場合、発注者はこの契約に

ついて一切の責任を負わない。 
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１２．２ 契約金額 

契約金額は、提案価格の金額とする。（工事費内訳書を添付すること。） 

 

１２．３ 契約金額の変更 

契約金額の変更にあたっては、契約書の規定に従い、契約金額の変更部分の総額を協

議するものとする。 

 

第１３章 その他 

１３．１ 費用負担 

見積書及び提案書類の作成並びに提出等に係る必要な費用は、すべて参加者の負担と

する。 

 

１３．２ 市と事業者の責任分担 

（１）リスク分担の基本的な考え方 

本事業においては、最も適切にリスクを管理することのできる者が当該リスクを担当

するとの考え方に基づき、阪南市と選定事業者が適正にリスクを分担することにより、

事業全体のリスクを低減し、事業全体の効率化及びより低廉で質の高い公共サービスを

提供することを基本とする。 

したがって、選定事業者の担当する業務に係るリスクについては、基本的には選定事

業者が負うものとする。ただし、阪南市が責任を負うべき合理的な理由がある事項につ

いては、阪南市がそのすべて又は一部を負うこととする。 

（２）予想されるリスクと責任分担 

阪南市、ＣＭ及び選定事業者との役割分担は、原則として別紙によることとする。 

（３）リスクが顕在化した場合の費用負担の方法 

阪南市又は選定事業者のいずれかが責任を負うべきとしたリスクが顕在化した場合に

生じる費用は、原則としてその責任を負う者が全額負担するものとする。また、阪南市

及び選定事業者が分担して責任を負うべきとしたリスクが顕在化した場合に生じる費用

の負担方法については、契約書において定めるものとする。 

 

１３．３ 情報公開及び情報提供 

本事業に関する情報は、適宜、阪南市のホームページにおいて公表する。 


