
川崎市公告(調達)第 184 号 

 

 特定調達契約に関する総合評価一般競争入札について、次のとおり公告します。 

 

 平成 27 年 3 月 25 日 

 

                           川崎市長   福 田  紀 彦    

 

１ 競争入札に付する事項 

 (１) 件名 

(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業 

(２) 履行場所 

川崎市麻生区栗木 2丁目 8番 3(マイコンシティ事業用地(関連施設地区)) 

(３) 事業期間 

事業契約締結の日から平成 44 年 3 月 31 日まで 

(４) 調達内容 

(仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業(以下「本事業」という。)は、民間資金等

の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「ＰＦ

Ｉ法」という。)に基づき、本施設を設計、建設、維持管理、運営等することを事業の範囲

とする。 

(５) 予定価格 

8,054,745,000 円(消費税額及び地方消費税額を含まない。)とする。消費税額及び地方消 

費税額を加えた額は、8,669,933,000 円を超えないこと。 

(６) 入札方法 

価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価一般競争入札によ

り行う。 

(７) 入札説明書等の公表 

入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)、様式集等

(以下総称して「入札説明書等」という。)を次のホームページで公表する。 

http://www.city.kawasaki.jp/880/category/9-11-4-0-0-0-0-0-0-0.html 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(１) 入札参加者が備えるべき資格 

ア 入札参加者の構成等 

(ア) 本事業の入札参加者は、本施設の設計業務を行う者、工事監理業務を行う者、建設業

務を行う者、調理運営業務を行う者、配送業務を行う者、維持管理業務を行う者等によ



り構成されるグループとする。なお、同一の者が複数の業務を兼ねて行うことを妨げな

いが、同一の者又はその者の子会社若しくは親会社が、建設業務を行う者と工事監理業

務を行う者を兼ねることはできない(｢子会社｣とは、会社法（平成 17 年法律第 86 号）

第２条第３号及び会社法施行規則（平成 18 年法務省令第 12 号）第３条に規定にする子

会社をいい、「親会社」とは、会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条に規定す

る親会社をいう。以下同じ。)。 

(イ) 入札参加者のうち、本事業の実施のみを目的として落札者により設立される特別目的

会社(以下「ＳＰＣ」という。)に出資を予定し、ＳＰＣから直接業務を受託し、又は請

け負うことを予定している者を「構成員」、構成員以外の者で、ＳＰＣから直接業務を

受託し、又は請け負うことを予定している者を「協力企業」とし、参加表明書提出時に

構成員又は協力企業のいずれの立場であるかを明らかにすること。 

(ウ) 入札参加者は、参加表明書提出時に構成員の中から「代表企業」を定め、必ず当該代

表企業が応募手続を行うこと。なお、代表企業は、ＳＰＣの最大出資者であること。 

(エ) 一のグループの構成員又は協力企業は、他のグループの構成員又は協力企業になるこ

とはできない。また、一のグループの構成員又は協力企業の子会社又は親会社は、他の

グループの構成員又は協力企業として参加することはできない。 

 

イ 入札参加者の資格要件等 

入札参加者は、参加表明書提出時に代表企業(川崎市契約規則（昭和 39 年川崎市規則第

28 号）による競争入札参加有資格者名簿に登録されている者とする。)の名称を明記し、

必ず当該代表企業が入札手続を行わなければならない。 

入札に当たっては、入札参加者は構成員及び協力企業の名称並びに携わる業務を、それ

ぞれ参加表明書に明記しなければならない。 

 

ウ 入札参加者の参加資格要件(業務別) 

設計業務を行う者、工事監理業務を行う者、建設業務を行う者、調理運営業務を行う者、

維持管理業務を行う者等は、次の要件をそれぞれすべて満たすこと。 

(ア) 設計業務を行う者 

ａ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録

を行っていること。 

ｂ 市の平成 27・28 年度の業務委託有資格業者名簿において、業種「建築設計」に登録

されていること。 

ｃ 平成 15 年４月１日から参加表明書の受付締切日までの間に完了した設計業務で、公

用施設等(ＰＦＩ法第２条に規定する公用施設及び公益的施設をいう。)の設計完了実

績(元請けとして完成・引渡しが完了した実績)を有していること。なお、この実績は、

設計業務を行う者が複数の場合は、そのうちの１者が満たせば良いものとする。 



(イ) 工事監理業務を行う者 

上記(ア)の設計業務を行う者と同等の要件を満たすこと。 

(ウ) 建設業務を行う者 

ａ 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定に基づく建築工事業に係る特定建

設業の許可を有していること。 

ｂ 市の平成 27・28 年度工事請負有資格業者名簿において、業種「建築」の種目「一

般建築」に登録されていること。 

ｃ 平成 27・28 年度工事請負有資格申請時における経営規模等評価結果通知書・総合

評定値一覧の「建築一式」の総合評価値が 880 点以上であること。 

(エ) 調理業務を行う者 

ａ 市の平成 27・28 年度業務委託有資格業者名簿において、業種「給食調理業務」の

種目「給食サービス」に登録されていること。 

ｂ 平成 15 年４月１日から参加表明書の受付締切日までの間に学校給食施設又は集団

調理施設(同一メニューを１回 1,500 食以上又は１日 3,000 食以上を提供する調理施

設をいう。)等における調理業務の実績及び運営能力を有していること。 

(オ) 維持管理業務を行う者 

市の平成 27・28 年度業務委託有資格業者名簿において、業種「施設維持管理」に登

録されていること。 

(カ) その他の業務を行う者 

市の平成 27・28 年度業務委託有資格業者名簿の本事業において行う業務に係る業

種・種目に登録されていること。該当する業種・種目が不明な場合は、あらかじめ川崎

市教育委員会事務局中学校給食推進室に確認すること。 

 

※平成 27・28 年度川崎市工事請負有資格業者名簿又は業務委託有資格業者名簿に登録さ

れていない者は、本事業の入札公告日の翌日から平成 27 年 4 月 10 日(金)までに財政局

資産管理部契約課にて登録申請を完了させておくこと。登録手続の詳細は同課に問い合

わせること。 

 

(２) 構成企業の制限 

次のいずれかに該当する者は、入札参加者になれない。 

ア 法人でない者 

イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4の規定に該当する者 

ウ 参加表明書の受付締切日から入札提出書類(提案書)の提出締切日までの間において、川

崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による市の指名停止措置を受けている者 

エ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがな

されている者(更生計画が認可された者(建設業務を行う者にあっては、これらの手続開始



の決定後に受けた経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を有し、かつ、更生計画

が認可された者に限る。)を除く。) 

オ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがな

されている者(再生計画が認可された者(建設業務を行う者にあっては、これらの手続開始

の決定後に受けた経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を有し、かつ、再生計画

が認可された者に限る。)を除く。) 

カ 旧破産法(大正11年法律第71号)又は破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産の申

立て又は旧和議法(大正 11 年法律第 72 号)に基づき和議開始の申立てがなされている者 

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条第２号

に規定する暴力団 

ク 手形交換所における取引停止処分を受けている者、主要な取引先から取引停止を受けて

いる者及び経営状態が著しく不健全である法人 

ケ 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人 

(ア) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている

者 

(イ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱

われている者 

(ウ) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過しない者 

(エ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員

(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

(オ) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(ア)か

ら(エ)までのいずれかに該当するもの 

コ 暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じて、その事業活動に支配的影響力が

ある法人 

サ 子会社又は親会社がエからコまでのいずれかに該当する法人 

シ 川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会の委員が属する企業又はその企

業の子会社若しくは親会社 

ス 市が、本事業についてアドバイザリー業務を委託している三菱 UFJ リサーチ＆コンサル

ティング株式会社、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社が本アドバイザリー業

務の一部を委託している弁護士法人関西法律特許事務所及び株式会社日立建設設計並び

にこれらの企業の子会社及び親会社 

セ 川崎市契約規則第 2条の規定に該当する者 

 

(３) 参加資格の確認等 

ア 参加資格確認基準日は、参加表明書の受付締切日とする。 



イ 資格確認通知を受けた入札参加者の構成員及び協力企業のいずれかが、参加資格確認基

準日から開札日までの間に、「２(１)入札参加者が備えるべき資格」及び「２(２)構成企

業の制限」に定める参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には、当該入札参加者は

失格となる。ただし、代表企業以外の構成員又は協力企業が参加資格要件を欠くに至った

場合は、次の場合に限り、入札に参加できる。 

(ア) 入札参加者が、参加資格要件を欠いた構成員又は協力企業に代わって、参加資格要件

を満たす構成員又は協力企業を補充し、必要書類を提出した上で、市が参加資格等を確

認し、これを認めたとき。 

(イ) 構成員又は協力企業が複数である入札参加者の場合で、参加資格要件を欠いた構成員

又は協力企業を除く構成員及び協力企業ですべての競争参加資格等を満たすことを市

が認めたとき。 

ウ 開札日の翌日から落札者決定日までの間に、入札参加者の構成員又は協力企業のいずれ

かが、「２(１)入札参加者が備えるべき資格」及び「２(２)構成企業の制限」に定める参

加資格要件を欠くような事態が生じた場合には、市は当該入札参加者を落札者決定のため

の審査対象から除外する。ただし、代表企業以外の構成員又は協力企業が参加資格要件を

欠くに至った場合は、次の場合に限り、当該入札参加者の参加資格を引き続き有効なもの

として取り扱う。 

(ア) 当該入札参加者が、参加資格要件を欠いた構成員又は協力企業に代わって、参加資格

要件を満たす構成員又は協力企業を補充し、必要書類を提出した上で、市が参加資格の

確認及び設立予定のＳＰＣの事業能力を勘案し、事業契約締結後の事業運営に支障を来

たさないと判断したとき。なお、補充する構成員又は協力企業の参加資格確認基準日は、

当初の構成員又は協力企業が参加資格要件を欠いた日とする。 

(イ) 構成員又は協力企業が複数である入札参加者の場合で、参加資格要件を欠いた構成員

又は協力企業を除く構成員及び協力企業がすべての参加資格等を満たし、かつ、設立予

定のＳＰＣの事業能力を勘案し、事業契約締結後の事業運営に支障を来たさないと市が

判断したとき。 

 

３ 入札手続等 

(１) 本入札及び契約に係る担当部局 

〒210-0004 川崎市川崎区宮本町 6番地 明治安田生命川崎ビル 10 階 

川崎市教育委員会事務局中学校給食推進室 

電話：044-200-2509  E-mail：88chukyu@city.kawasaki.jp 

(２) 参加表明書等の受付 

入札参加者は、参加表明書の受付にあわせて、参加資格を満たすことを証明するため、資

格審査書類を提出し、参加資格の有無について、市の確認を受けなければならない。 

ア 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。 



なお、持参の場合には、事前に川崎市教育委員会事務局中学校給食推進室に

連絡すること。 

  イ 受付期間 持参の場合：平成 27 年 4 月 27 日（月）午前 9時から正午まで 

         郵送の場合：平成 27 年 4 月 24 日（金）午後 5時までに必着 

ウ 提出先  持参の場合： 

         明治安田生命川崎ビル 2階第 2会議室 

         住所：〒210-0004 川崎市川崎区宮本町 6番地 

      郵送の場合： 

川崎市教育委員会事務局中学校給食推進室 

         住所：〒210-0004 川崎市川崎区宮本町 6番地 

(３) 資格審査結果の通知等 

市は、資格審査として、参加資格確認基準日をもって、入札参加者から提出された資格審

査書類により参加資格の有無について確認を行う。 

市は、資格審査の結果を平成 27 年 5 月 18 日(月)までに入札参加者に対して通知する。 

(４) 入札書及び事業提案書等の受付 

資格審査通過者は、次のとおり入札書及び事業提案書等を提出するものとする。 

ア 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。 

なお、持参の場合には、事前に川崎市教育委員会事務局中学校給食推進室に

連絡すること。 

  イ 受付期間 持参の場合：平成 27 年 7 月 10 日（金）午前 9時から正午まで 

         郵送の場合：平成 27 年 7 月 9日（木）午後 5時までに必着 

ウ 提出先  持参の場合： 

         明治安田生命川崎ビル 2階第 3会議室 

         住所：〒210-0004 川崎市川崎区宮本町 6番地 

      郵送の場合： 

川崎市教育委員会事務局中学校給食推進室 

         住所：〒210-0004 川崎市川崎区宮本町 6番地 

(５) 開札 

提出された入札書につき次のとおり開札を行う。 

ア 開札日時 平成 27 年 7 月 10 日(金)午後 3時 

イ 開札場所 明治安田生命川崎ビル 2階第 3会議室 

       住所：〒210-0004 川崎市川崎区宮本町 6番地 

 

４ 入札無効に関する事項 

  次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った入札参加者を落札者とした場

合は、当該決定を取り消すものとする。 



(１) 入札に参加する資格がない者による入札 

(２) 入札事項を記載しない入札書又は一定の数字をもって金額を表示しない入札書による入 

  札 

(３) 本事業について、２通以上の入札をした者による入札 

(４) 他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者による入札 

(５) 入札者の記名押印のない入札書又は押印制度のない国においては署名のない入札書によ 

る入札 

(６) 入札書中その要領が不明確な入札 

(７) 入札に関し不正の行為があった者による入札 

(８) 予定価格を超える価格で入札した者による入札 

(９) 入札価格内訳書の提出をしない者による入札 

(10) 提出書類に虚偽の記載をした者による入札 

(11) その他入札説明書等で指定した以外の方法により入札をした者による入札 

 

５ 落札者の決定 

本事業の落札者の選定は、総合評価一般競争入札方式によるものとし、川崎市学校給食セン

ター整備等事業者選定審査委員会において、あらかじめ設定した落札者決定基準に従って、価

格及びその他の要素を総合的に評価し、最も優秀な提案を選定する。市は選定を受けて落札者

を決定し、その結果を入札参加者に通知するとともに市ホームページに公表する。 

なお、入札参加者は、提案内容の評価の点数について疑義がある場合は、公表された日から

起算して 2日以内に市に照会することができる。 

 

６ 入札保証金 

  入札保証金は免除する。 

 

７ 契約保証金 

要 

 

８ 契約書作成の要否 

  要 

 

９ その他 

(１) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨(円)に限る。 

(２) 参加表明書及び提案書の作成・提出等の入札参加者の入札に係る費用は、すべて入札参

加者の負担とする。 



(３) 特定工事請負契約及び特定業務委託契約の準用 

   市とＳＰＣとの間で締結する事業契約は、川崎市契約条例第 7 条第 1 項に定める特定工

事請負契約及び特定業務委託契約に準じた扱いとする。 

(４) 契約条項等の閲覧 

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、上記３(１)の場所及び市ホームページ

の「入札情報」(http://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/index.htm)の「契約関係規定」で

閲覧することができる。 

(５) 詳細は、入札説明書等による。 

(６) 事業契約の締結については、ＰＦＩ法第 12 条及び川崎市契約条例第 5 条の規定に基づき

川崎市議会の議決を要する。 

(７) 当該落札決定の効果は、平成 27 年第 1 回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の

議決を要する。 

 

１０ Summary  

(１) Nature and quantity of services to be tendered:  

Northern Kawasaki School Lunches Center Construction and Operation Project 

(２) Time-limit for tender: 

○Noon Friday, July 10th, 2015 (in-person) 

○5:00 pm Thursday, July 9th, 2015 (by registered-mail) 

(３) Contact point for the notice: 

School Lunch Promotion Office for Junior High Schools  

Board of Education Secretariat  

City of Kawasaki  

10th Floor, Meiji Yasuda Seimei Kawasaki Building  

6 Miyamoto-cho, Kawasaki Ward, Kawasaki City, Kanagawa 210-0004  

Tel: 044-200-2509  

Email: 88chukyu@city.kawasaki.jp 


