
鶴岡工業高等専門学校学寮給食業務及鶴岡工業高等専門学校学寮給食業務及鶴岡工業高等専門学校学寮給食業務及鶴岡工業高等専門学校学寮給食業務及びびびび学校食堂業務学校食堂業務学校食堂業務学校食堂業務のののの委託委託委託委託にににに関関関関するするするする公募要領公募要領公募要領公募要領    

    

１．事業名 

     鶴岡工業高等専門学校学寮給食業務及び学校食堂業務委託 

 

  ２．事業の趣旨 

    鶴岡工業高等専門学校学寮（鶴鳴寮）は学生が中学校を卒業し初めて親元を離れて生活

する場であり，成長期の学生に対して栄養バランスの取れた質の高い，かつ家庭的な食事を

安全に提供すること。 

    また，鶴岡工業高等専門学校学校食堂は，昼食等を持参していない学生や教職員が利用す

るため，栄養バランスの取れた質の高い食事を安全に提供すること。 

 

３．事業の内容 

    鶴岡工業高等専門学校学寮給食業務及び学校食堂業務委託 

詳細は、仕様書並びに学寮給食業務及び学校食堂業務実施細目による。 

※ すべてをセットで受託することを条件とする。 

 

４．企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

  (1)  独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則（独立行政法人国立高等専門学校

機構規則第４１条）第４条及び第５条の規定に該当しない者であること。 

  (2)  国の競争参加資格（全省庁統一資格）において，平成２４年度に東北地域の「役務の提

供等」の「Ａ」，「Ｂ」，「Ｃ」及び「Ｄ」等級に格付けされている者であること。 

  (3)  契約担当役から取引停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

(4)  過去５年間に給食業務を１２か月以上継続して行った実績を有すること。 

(5)  参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと（基準に該

当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。なお，上記の

関係がある場合に，辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは差し支

えない。 

    ① 資本関係 

      次のいずれかに該当する二者の場合。ただし，子会社又は子会社の一方が更正会社

又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

     （イ） 親会社と子会社の関係にある場合 

     （ロ） 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

    ② 人的関係 

      次のいずれかに該当する二者の場合。ただし，（イ）については，会社の一方が更正

会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

     （イ） 一方の会社の役員が，他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

     （ロ） 一方の会社の役員が，他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 



    ③ その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

 

５．参加表明書の提出 

  本企画競争に参加を希望する者は，平成２４年７月２３日（月）１７時（必着）までに下記

「本件担当，連絡先」に参加表明書（別紙様式１）を持参、郵送、FAX 又は E-mail により申

込みを行うこと。 

 

６．提出書類 

 (1)  参考見積書      １部 

  (2) 平成２４年度競争参加資格の「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の写しを１部 

提出すること。 

(3)  過去５年間に給食業務を１２か月以上継続して行った実績（別紙様式２） 

紙媒体１０部及び電子媒体１部 

(4)  企画提案書    紙媒体１０部及び電子媒体１部 

仕様書並びに学寮給食業務及び学校食堂業務実施細目に基づき，業務の実施方法等につ

いて，別紙様式３により企画提案書を作成すること。詳細は７．企画提案書の提出方法を

参照のこと。 

     なお，企画提案書は，日本語及び日本国通貨で記載するものとし，作成等に係る費用に

ついては，選定結果に関わらず企画提案者の負担とする。また，提出された企画提案書等

については返却しない。 

(5) 提出期限及び提出先 

     提出期限： 平成２４年７月３０日（月）１７時必着 

     提 出 先： 下記「本件担当，連絡先」 

 

７．企画提案書の提出方法 

  ①紙媒体を１０部，電子媒体１部（E-mail も可）を送付又は持参すること。 

   ○送付 

     ・簡易書留，宅配便等で送付すること。 

     ・提案書類は紙媒体及び下記②で示す電子データ形式で提出すること。 

     ・募集締切後，受領通知をメールにて送信者へ返信する。 

   ○持参 

     ・受付期間：平日８時３０分～１７時００分 

（１２時１５分～１３時００分を除く） 

     ・提案書類は紙媒体及び下記②で示す電子データ形式で提出すること。 

     ・募集締切後，受領通知をメールにて送信者へ返信する。 

 

  ②電子データについて 

    ・電子データを送付又は持参する場合は，ＣＤ－Ｒ等にて提出すること。 



    ・ファイルの形式は，ＭＳ－Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ，テキスト形式で，データ最大容量 

は７００ＭＢまでとする。 

 

８．選定方法等 

   別に定めた審査基準に基づき，鶴岡工業高等専門学校学寮給食・学校食堂業務委託事業

者選定委員会において，提案された企画提案書について，書類選考を行い，得点が最も高

かった企画提案者を業務委託事業契約予定者として選定する。 

 

９．契約締結 

   選定の結果，契約予定者と企画提案書を基に契約条件を調整するものとする。 

    なお，契約金額については契約予定者から見積書を徴取し予定価格の範囲内で契約を締 

結するものとする。契約条件等が一致しない場合には契約締結を行わない場合がある。 

 

１０．契約に係る情報の公表 

    契約者が国立高等専門学校機構と一定の関係を有する者（機構の役員経験者が再就職し 

ていること、又は課長相当職以上の経験者が役員等として再就職していること）である場 

合には，機構から契約者への再就職状況等について公表を行うこととしているので、当該 

情報の提供に協力すること。 

    詳細については，以下を確認のこと。 

    http://www.kosen-k.go.jp/procurement/230701keiyakukouhyou.pdf 

 

１１．スケジュール 

 (1)  公募開始         平成２４年７月 ９日（月） 

 (2)  参加表明書提出締切    平成２４年７月２３日（月）１７時００分 

 (3)  企画提案書提出締切    平成２４年７月３０日（月）１７時００分 

 (4)  選定委員会        平成２４年７月３１日～８月３日（金） 

 (5)  契約締結         平成２４年８月１０日（金） 

 (6)  業務開始         平成２４年９月 １日（土） 

 

１２．その他 

   事業実施にあたっては，契約書及び仕様書並びに学寮給食業務及び学校食堂業務実施細

目を遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 【本件担当，連絡先】 

  住所：〒９９７－８５１１ 山形県鶴岡市井岡字沢田１０４ 

  担当：鶴岡工業高等専門学校 総務課用度係 長澤 

  電話：０２３５－２５－９０２１・９０２０ 

  Fax:：０２３５－２５－８１９１ 

  E-mail：youdo@tsuruoka-nct.ac.jp 

 



別紙様式１ 

企画競争参加表明書 
 

 

鶴岡工業高等専門学校学寮給食業務及び学校食堂業務委託に関する企画競争に参

加します。 

 

 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

 

 

住所 

 

 

商号又は名称 

 

 

代表者役職・氏名及び代表者印 

 

 

担当者氏名 

 

 

電話番号 

 

 

FAX 番号 

 

 

E-mail アドレス 



別紙様式２ 

給食業務受託実績 
 

鶴岡工業高等専門学校 殿 

 

契約相手先 契約年月日 契約期間 
平均食数 

（休業日除く） 
備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※契約期間の新しいもの、かつ、平均食数が多い実績を優先して記載すること。 

 

上記のとおり証明します。 

平成   年   月   日 

 

○○県○○市○○１丁目１－１ 

○○○○株式会社 

代表取締役 ○ ○ ○ ○  印 



別紙様式３ 

学寮給食業務及学寮給食業務及学寮給食業務及学寮給食業務及びびびび学校食堂業務企画提案書学校食堂業務企画提案書学校食堂業務企画提案書学校食堂業務企画提案書様式様式様式様式 

 

１．書   式   Ａ４縦判、横書き（フロー図及び図は除く） 

２．総ページ数   制限なし（下部中央にページ番号を付すこと。表紙と目次は除く） 

３．構 成 等   表紙の次に目次（任意様式）を付すこと。 

使用する文字サイズは 10.5 ポイント以上（ただし、フロー図及び図に使用

する際は、この限りでない。） 

各ページ下段中央に通しのページ数を付すこと。（表紙，目次はページ数に

含まないものとする。） 

フロー及び図についても、これに準じてページ数を付すこと。 

４．部   数   紙媒体１０部及び電子媒体１部 

５．表   紙   下記のとおり（イメージ） 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

鶴岡工業高等専門学校 

学寮給食業務及び学校食堂業務委託 

企画提案書 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名 

代表者印 

担当者氏名 

電話番号 

FAX 番号 

E-mail 

 

 

 



６．企画書提案内容    下記のとおり 

・日本語及び日本国通貨で記載するものとする。 

・作成等に係る費用については、選定結果に関わらず全て企画提案者の負担とする。 

・提出された企画提案書については返却しない。 

・企画提案書の内容について追加説明を求められた場合は、企画提案者の責任により対応す

ること。 

７．企画提案書提出期限  平成２４年７月３０日（月）１７時００分必着 

 

 

【【【【企 画企 画企 画企 画 書書書書 提 案提 案提 案提 案 内内内内 容容容容】】】】    

 

Ⅰ．共通事項 

 

１．食材の安全確保と安定供給 

（１）食材の安全性、供給の安定性を確保できる体制が整備されているか示してください。 

（２）主な食材の具体的な供給体制を示してください。 

 

２．食材の衛生管理 

  調理済み食品を食品ごとに 50 グラム程度ずつ清潔なビニール袋等の容器に密封し、 

マイナス 20℃以下で 2 週間以上冷凍保存できるか示してください。 

 

３．作業従事者の管理 

（１）管理栄養士、現場責任者が自社員であることを証明してください。（雇用保険証の写しの

提出） 

（２）学寮給食業務及び学校食堂業務の運営組織について示してください。 

平常時の連絡体制、作業従事者名簿等 

現場責任者の作業内容 

栄養士・炊事人の数（常勤・パート別） 

栄養士・調理師の資格、実務経験人数 

長期休業期間中の処遇（特に学寮給食業務） 

（３）管理栄養士、現場責任者と本校担当職員との密な連携が可能か示してください。 

（４）従業員の健康管理方法（健康診断等含む）について示してください。 

 

４．厨房・食堂の安全管理 

厨房、食堂の安全管理体制を示してください。 

 

５．厨房・食堂の衛生管理 

（１）厨房、食堂の衛生管理体制を示してください。 



（２）残飯、残菜の処分方法を示してください。 

 

６．事故発生時の対応 

（１）食中毒、事故、地震等の災害が発生した場合の対応マニュアルを示してください。 

（２）利用者への具体的な補償体制が保険加入等により整備されていることを具体的に示して

ください。 

 

７．サービス向上 

（１）委託者からの改善要求に対し、必要な改善要求を受け入れる体制が整備されているか示 

してください。 

（３）特に学寮給食が寮生の生活指導の一環である趣旨を従業員にどのように理解・徹底させ

るか示してください。 

 

８．アピール 

仕様で示した以外に、本校に有意義と思われる特記事項（アピール点）があれば示してく

ださい。 

 

９．会社概要 

（１）本社、支店の設置場所、会社全体の業務内容、組織体制、会社総従業員数、正社員数に

ついて記載し、別添としてパンフレット等の書類を提出してください。 

（２）平成 24 年度競争参加資格の「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の写しを提出し

てください。 

（３）直近３年間の各会計年度における決算関係書類を提出してください。 

 

 

Ⅱ．学寮給食業務に関する事項 

 

１．教育機関における学寮給食業務について 

（１）教育機関における学寮給食業務について貴社のポリシーを示してください。 

（２）決められた施設や設備を使って決められた場所、日時に食事が提供できるか示してくだ

さい。（学寮給食業務実施細目Ⅱ１、資料１、資料２、資料３参照） 

 

２．献立作成基準 

（１）献立を決める時の考え方（基準）を明確に示してください。 

（２）栄養、種類等が偏ったものにならないように、どのような工夫ができるか示してくださ

い。 

（３）430 人の寮生に 1 日 3 食を提供するため、どのような工夫ができるか示してください。 

 



３．献立表の例示 

（１）実施細目の条件を考慮して 10 月と 2 月の献立表を作成してください。（別紙様式４－１） 

（２）1 日あたりの平均食事規格が「日本人の食事摂取基準（2010 年版）」によって栄養量を

算出した結果、学寮給食業務実施細目別表１の基準を充足しているか示してください。 

（３）献立を 2 週間単位で作成し、実施 1 週間前までに提出できるか示してください。また、

献立を変更する場合は、実施 3 日前までに申し出ることができるか示してください。 

（４）原則として、献立は学寮給食業務実施細目Ⅱ２ の(7)(8)を充たしていることを示してく

ださい。 

（５）同じ献立を繰り返さないように工夫できるか示してください。 

（６）主食は、米、パン、麺類等偏らないように工夫できるか示してください。 

（７）米飯、みそ汁、スープ、シチュー、カレーライスはおかわりができるか示してください。 

 

４．特別メニュー 

（１）食物アレルギーや宗教上の理由等で食事制限のある寮生にどのような特別メニューが提

供できるか示してください。 

（２）寮生が病気になった際に、粥等の病人食が提供できるか示してください。 

 

５．特別献立 

寮生のお楽しみイベントとして、特別献立による夕食会ができるか示してください。 

 

６．学校行事等での食事の提供 

（１）本校では、中学生一日体験入学の参加者や、入学式における新入生保護者に学寮給食を

体験してもらうことを予定しています。これらの要請について対応が可能か示してくだ

さい。 

（２）学校行事や学寮行事、寮生がクラブ活動等で弁当を必要とする場合、給食費の範囲内で

対応できるか示してください。 

 

７．給食費 

（１）給食費の徴収を受託者が行うことができるか示してください。 

（２）欠食による給食材料費等の返還ができるか示してください。 

 

８．栄養指導 

（１）利用者への個人的な栄養指導として、どのような指導ができるか示してください。 

（２）利用者への集団的な栄養指導として、どのような指導ができるか示してください。 

 

 

Ⅲ．学校食堂業務に関する事項 

 



１．教育機関における学校食堂業務について 

（１）教育機関における学校食堂業務について貴社のポリシーを示してください。 

（２）決められた施設や設備を使って決められた場所、日時、時間に食事が提供できるか示し

てください。（学校食堂業務実施細則Ⅱ１、資料４、資料５参照） 

 

２．献立作成基準 

（１）献立を決める時の考え方（基準）を明確に示してください。 

（２）栄養、種類等が偏ったものにならないように、どのような工夫をしているか示してくだ

さい。 

（３）130 人の利用者に昼食を提供するため、どのような工夫ができるか示してください。 

 

３．メニューの提供について 

（１）委託者が提示した学校食堂業務実施細則Ⅱ２ に記載しているメニューを全て提供できる

ことを示してください。 

（２）委託者が提示したメニュー以外にも提供可能か示してください。 

 

４．献立表の例示 

（１）実施細目の条件を考慮して１２月の日替定食の献立表を示してください。（別紙様式４－

２） 

（２）季節にあわせた日替定食の提供が可能か示してください。 

 

５．利用者確保策について 

利用者数を増やすためにどのような工夫ができるか具体的な方法を示してください。 

 

６．学校行事等での食事の提供 

営業日及び営業時間以外で、学校行事等のため営業の依頼があった場合に、対応が可能か

示してください。 


