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第１ 審査委員会の構成 

審査委員会の構成は、次の７名です（敬称略）。 

 

委員長  安登 利幸 （亜細亜大学大学院 国際経営戦略研究科 委員長） 

委 員  稲生 信男 （東洋大学 国際地域学部 教授） 

委 員  真鍋 雅史 （嘉悦大学 ビジネス創造学部 准教授） 

委 員  田中 延子 （淑徳大学 看護栄養学部 客員教授） 

委 員  林 立也  （千葉大学 大学院工学研究科 准教授）※１ 

委 員  丹野 典和 （川崎市教育委員会 教育環境整備推進室長） 

委 員  佐藤 裕之 （川崎市教育委員会 総務部教育改革推進担当部長）※２ 

 

※１ 湯澤 正信委員（関東学院大学建築・環境学部学部長教授）の逝去に伴い平成 27 年 3月 18

日より委員に就任 

※２ 芹澤 成司委員（学校教育部長）の事務分担変更に伴い平成 27 年 3月 10 日より小田嶋 満

委員（総務部教育改革推進担当部長）が就任、同委員の人事異動に伴い、平成 27 年 4 月 7

日より委員に就任 

 

第２ 審査委員会の開催経過 

審査委員会の開催経過は、次のとおりです。 

 

回数 日 程 主な議事 

第１回 平成26年 11 月 27 日 ・委員長の選任、職務代行者の選任 

・事業の概要 

・実施方針（案）・要求水準書（案） 

第２回 平成27年 ２月２日 ・第１回審査委員会後の取組に関する報告 

・入札説明書等（案） 

第３回 平成27年 ５月 18 日 ・第２回審査委員会後の取組に関する報告 

・資格審査結果の報告 

・審査の進め方 

第４回 平成27年 ６月 29 日 ・提案内容に係る審議 

・事業者によるプレゼンテーション及びその評価 

・提案審査総括 

・最優秀提案者の選定 
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第３ 最優秀提案者選定の概要 

１ 最優秀提案者決定までの流れ 

審査は、資格審査と提案審査により実施しました。  

参加表明書とあわせて提出された資格審査書類をもとに、市は入札説明書等で示した参加要

件及び資格等の要件等についての確認審査を行いました。 

資格審査通過者は、入札書及び事業提案書を提出しまし、市は入札参加者より提出された入

札書に基づき、提案価格が市の予定価格の範囲内にあることの確認を行いました。 

市は、事業提案書等に記載されている内容が、入札説明書等に記載している事項をはじめ、

本事業の基本的条件及び要求水準を充足していることについて確認しました。審査委員会は、

基礎審査を通過した入札参加者の提案内容を評価し、最も優秀な提案を行った者を最優秀提案

者として選定しました。 
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第４ 審査結果 

１ 資格審査の結果 

平成 27 年３月 30 日に２グループから参加表明書及び資格審査書類の提出がありました。参

加資格要件等の確認審査を行った結果、全てのグループが入札参加資格を有することを確認し

ました。 

 

受付番号 グループ１ グループ２ 

代表企業 ・日本 PFI インベストメント株式会社 ・株式会社東洋食品 

構成員 

・ジェクト株式会社 

・株式会社丸山工務所 

・株式会社グリーンハウス 

・株式会社合人社計画研究所 

・株式会社アイホー 横浜営業所 

・東亜建設工業株式会社 横浜支店 

・タニコー株式会社 首都圏営業所 

・伊藤忠アーバンコミュニティ株式会

社 

・秋山商事株式会社 

・三菱ＵＦＪリース株式会社 

協力企業 
・株式会社小河建築設計事務所 

・新日本厨機株式会社 

・パシフィックコンサルタンツ株式会

社 横浜事務所 

 

２ 基礎審査の結果 

資格審査を通過したグループの全て（２グループ）から、平成 27 年５月 29 日に入札書及び

事業提案書が提出されました。 

 

 (１) 提案価格の確認 

入札参加者が提出した入札書を確認し、２グループとも予定価格を超えていないことが確

認されました。 

 

 (２) 基礎的事項の確認 

入札参加者の事業提案書が、落札者決定基準に示した基礎的事項（提出書類、要求水準、

事業遂行に関する事項）を充足していることを確認しました。 
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３ 総合評価の結果 

 (１) ヒアリングの実施 

事業提案書の審査に当たり、提案内容の確認のために、両グループに対し、平成27年６

月29日にヒアリングを実施しました。 

 

 (２) 提案内容の評価 

ア 提案内容の採点基準 

審査委員会は、事業者選定基準に基づき、提案内容の審査を行いました。 

提案内容の審査については、各評価項目に対して次に示す５段階の基準により評価を行

いました。 

図表２ 評価項目の採点基準 

評 価 評価内容 採点基準 

Ａ 特に優れている 配点 × 1.00 

Ｂ 優れている 配点 × 0.75 

Ｃ やや優れている 配点 × 0.50 

Ｄ 具体的かつ適切な提案が少ない 配点 × 0.25 

Ｅ 
具体性や実現性について、懸念すべき

点がある 
配点 × 0.00 
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イ 提案内容の評価結果 

提案内容の評価結果は、以下のとおりです。 

 

評価項目 配点
グループ１ グループ２ 

評価 得点 評価 得点 

事業計画 168 

 

 

 

 

事業実施方針 56 C 28.00 B 42.00 

リスク管理 14 C 7.00 B 10.50 

業務品質の確保 14 C 7.00 B 10.50 

本事業の特徴に対する考え方 56 B 42.00 B 42.00 

資金調達計画・長期収支計画 28 C 14.00 C 14.00 

施設建設 210 

 

 

施設計画の基本方針及び配置計画 42 C 21.00 B 31.50 

施設内部のゾーニング・平面計画・動線計画 42 C 21.00 B 31.50 

施設の利便性、快適性、安全性等 42 C 21.00 B 31.50 

調理設備計画・調理備品調達計画・施設備品

調達計画 
42 C 21.00 B 31.50 

施工計画 42 C 21.00 B 31.50 

維持管理 28 

維持管理業務 28 C 14.00 B 21.00 

運営 238     

 

運営業務の基本方針 42 B 31.50 C 21.00 

調理業務 56 B 42.00 B 42.00 

衛生管理業務 56 B 42.00 C 28.00 

配送・回収業務 56 B 42.00 B 42.00 

その他運営補助（各種補助、洗浄 等） 28 C 14.00 B 21.00 

その他 56     

 

開業準備業務 14 C 7.00 B 10.50 

地域経済への貢献 14 B 10.50 B 10.50 

地域社会への貢献 7 C 3.50 B 5.25 

環境への配慮 7 C 3.50 C 3.50 

ライフサイクルコストの縮減 14 C 7.00 C 7.00 

提案内容の評価点 700 420.00 488.25 
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(３) 提案価格の評価 

ア 提案価格の評価方法 

入札参加者の提案価格について、以下の考え方に基づいて得点化を行います。なお、満

点は300点とします。 

［考え方］ 

入札参加者の中で、提案価格が最低となった提案に対し、300点を提案価格点と

して付与します。 

他の入札参加者については、以下の数式で算出した点数を提案価格点として付

与します。得点は、小数点第二位以下を四捨五入し、小数点第一位までの値とし

ます。 

［提案価格点の計算式］ 

最低の提案価格 

提案価格点 ＝ 配点（300 点）×  ―――――――――― 

提案価格 

 

イ 提案価格の評価結果 

提案価格の評価は次のとおりです。 

 

受付番号 グループ１ グループ２ 

提案価格（税抜） 13,406,999,330 円 14,293,487,366 円 

提案価格の評価点 
（配点：300 点） 

300.0 点 281.4 点 

 

(４) 総合評価の評価点及び最優秀提案者の選定 

審査委員会において、提案内容の評価と提案価格の評価を合計して、総合評価点を算出

しました。総合評価の結果は次のとおりです。 

 

受付番号 グループ１ グループ２ 

提案内容の評価（700 点満点） 420.00 点 488.25 点 

提案価格の評価（300 点満点） 300.0 点 281.4 点 

総合評価 720.00 点 769.65 点 

 

以上により、審査委員会は落札者決定基準に基づき、総合評価で最も高い得点を得たグ

ループ２の株式会社東洋食品を代表企業とするグループを最優秀提案者として選定しまし

た。 
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第５ 審査講評 

１ 提案内容に対する講評 

各グループの提案内容については、評価項目毎に次のとおり評価されました。 

 

(１) 事業計画 

評価項目 評価ポイント 

事業実施方針 

・両グループともに、本事業の位置づけや特徴を踏まえた実施方

針となっている点が評価されました。 

・グループ２は経験豊かな企業によるチーム構成やマネジメント

体制が明確であることから、具体性、信頼性が高いと高く評価

されました。また、（仮称）川崎市南部学校給食センターの位置

づけを踏まえ、川崎市全体でのオペレーション体制整備に向け

た姿勢がみられる点が評価されました。 

リスク管理 

・両グループともに、ＰＦＩ事業の特性を踏まえた基礎的なリス

ク管理方策を適切に実施していることが評価されました。 

・グループ１については、食中毒等のリスク発生防止のための具

体的な取り組み方策について評価されました。 

・グループ２は給食センターの新規導入という本事業の事業特性

を踏まえた具体的かつ実行性の高い提案があることが高く評価

されました。また、リスク対応策が過去の経験に基づいたもの

であることも具体性が高いとの評価につながりました。 

業務品質の確保 

・グループ１は各企業のノウハウを活用したセルフモニタリング

が評価されました。 

・グループ２はセルフモニタリングにおいて過去の経験・実績を

上手く活用している点、市へのノウハウ移転も見据えている点、

内部モニタリングと外部モニタリングを組み合わせたモニタリ

ング体制を確立している点等が高く評価されました。 

本事業の特徴に

対する考え方 

・両グループともに、他自治体での中学校完全給食の支援経験に

基づき、配膳等まで含め川崎市の中学校完全給食導入を全面的

に支援するという提案があった点が高く評価されました。また、

配送業務に関して川崎市の特徴を踏まえ、安定的な配送に向け

た具体的な工夫を複数行っている点も評価されました。 

資金調達計画・ 

長期収支計画 

・両グループともに、金融機関から融資確約書を取得しており、

実行性の高い資金調達計画となっている点が評価されました。 
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(２) 施設建設 

評価項目 評価ポイント 

施設計画の基本

方針及び配置計

画 

・両グループともに、外部の動線計画が適切に行われている点が

評価されました。 

・グループ１は、建築面積を抑え周囲に圧迫感のない施設計画と

なっている点が評価されました。 

・グループ２は、給食の安定的な提供に十分に配慮した施設計画

となっている点が高く評価されました。その他、デザインや臭

気対策等、周辺・近隣への対策が具体的である点が高く評価さ

れました。 

施設内部のゾー

ニング・平面計

画・動線計画 

・両グループともに、基本的な機能や汚染、非汚染作業区域の考

え方、ゾーニング等は適切に対応がなされ、工夫されていまし

た。また、衛生基準に基づき HACCP 概念を十分に取り入れた計

画となっていました。 

・グループ２は安全かつ安定的な運用に向け、調理動線、職員・

来訪者動線、見学者動線等については適切な配慮が行われてい

るなど、各室が機能的に配置されている点が高く評価されまし

た。 

施設の利便性、快

適性、安全性等 

・両グループともに、魅力ある見学通路の設置と展示内容に関す

る具体的な提案がありました。また、ユニバーサルデザインへ

の配慮や各諸室における具体的な作業環境に関する工夫も評価

されました。 

・グループ２は空調設備について具体的かつ有効な提案があった

点や施設の安全性に関する建築的提案が高く評価されました。 

調理設備計画・ 

調理備品調達計

画・施設備品調達

計画 

・両グループともに、基礎的な配慮事項への対応が適切になされ

ている点が評価されました。 

・グループ２は本事業の事業条件を踏まえた細かな工夫があるこ

とが高く評価されました。 

施工計画 

・両グループともに、具体的なスケジュールが示されている点が

評価されました。 

・グループ１は周辺環境、周辺住民に対する配慮事項が示されて

いる点や情報提供等を通じた市民への配慮が評価されました。 

・グループ２は地中障害物対策や労務者確保に対する対策・方針

が明記されている点や、品質管理の方策が具体的に示されてい

る点が高く評価されました。 
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(３) 維持管理 

評価項目 評価ポイント 

維持管理業務 

・両グループともに経験の豊富さを活かした確実性の高い維持管

理体制・計画となっている点や、適切な資格を有した人員が適

切に配置される計画となっていることが評価されました。 

・グループ２は全国のＰＦＩ給食センターに勤務している維持管

理責任者とのネットワークを有している点や、維持管理者が常

駐し、安定した給食提供につながる点等が高く評価されました。 

 

(４) 運営 

評価項目 評価ポイント 

運営業務の基本

方針 

・グループ１はおいしさや子どもの満足度に視点をおいた上でそ

れを具体的な工夫に落とし込んでいる点や、運営体制において

有資格者を適切に配置する点が高く評価されました。また、従

業員教育における効果的な工夫も高評価につながりました。 

・グループ２は調理員の育成に向けた具体的な工夫や、経験を背

景とした充実した人員体制等が評価されました。 

調理業務 

・グループ１は、生徒の実態やニーズを把握した上で調理技術向

上につなげようとしている点や一貫した考え方に基づく細かな

工夫が高く評価されました。 

・グループ２はこれまでの豊富な実績に基づくデータの活用や豊

富な業務経験を持つ担当者の配置等が高く評価されました。 

衛生管理業務 

・グループ１は、調理業務の実態も踏まえた安全衛生管理体制や、

外部衛生検査の実施等が評価されました。また、全職員を対象

にした定期教育の実施がある点は高く評価されました。 

・グループ２は、充実した衛生管理体制を構築していることが、

評価されました。また、社員の特性や履歴を踏まえた教育体制

について評価されました。 

配送・回収業務 

・両グループともに、配送校の特徴を踏まえた配送計画を策定し

ている点や予備の配送車の確保も含め有事への対応策が十分取

られている点が高く評価されました。 

・グループ１は個人チェック等の衛生管理の向上に向けた具体的

な対応策が明記されている点が評価されました。 

・グループ２は円滑な配送・回収業務実施に向けた配送車の管理

や市配膳員との連携・協力体制が評価されました。 

その他運営補助 

・グループ１は多様なフードサービスによるデータの蓄積を活か

した献立作成支援等が評価されました。 

・グループ２は食育の活動や教育展開において具体的な提案があ

った点や充実した洗浄業務の対応等が高く評価されました。 
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(５) その他 

評価項目 評価ポイント 

開業準備業務 

・両グループともに、配送やアレルギー対応食の円滑な実施に向

けた工夫が評価されました。 

・グループ２は調理リハーサルの回数、内容が充実している点や、

調理リハーサル及び開業当初時の人員の応援体制に対する配慮

がある点が高く評価されました。 

地域経済への貢

献 

・両グループともに、事業期間全体にわたり、市内企業への発注

や川崎市民の雇用への配慮がある点が高く評価されました。 

地域社会への貢

献 

・グループ１は設備面等で防災に関し具体的な提案があった点が

評価されました。 

・グループ２は体制面で事前に災害対応で充実した対応策を検討

している点や、災害時の支援体制等が高く評価されました。 

環境への配慮 
・両グループともに、事業期間を通じ一定の環境への配慮がある

点が評価されました。 

ライフサイクル

コストの縮減 

・両グループともに、事業期間を通じ一定のライフサイクルコス

トの縮減に向けた取り組みがある点が評価されました。 
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２ 総評 

本事業は、川崎市が平成 29 年度の中学校完全給食開始に向け整備を予定している３つの給食

センターのうちの１つである（仮称）川崎市南部学校給食センターの設計・建設・維持管理・

運営を一括して実施する事業です。 

（仮称）川崎市南部学校給食センターは、３つの給食センターの中でも最も多くの食数を提

供するとともに、これまで学校給食センターの経験のない川崎市において、最初に整備し運営

を開始するセンターであり、その後の２つの給食センターのモデルとなる事業といえます。ま

た、１日の最大提供食数が炊飯を含む 15,000 食となり、給食センターとしては全国的にも有数

の規模の施設となります。 

そのため、事業者には本事業の特性を十分に理解した上で、民間のノウハウを最大限に活か

し安定供給を実現するとともに、川崎市の中学校完全給食を総体的に支援する提案が期待され

ました。 

今回、入札に参加された２グループからは、大規模な給食センターを円滑に運営するために

工夫された体制を構築した上で、経験を踏まえた効果的かつ魅力的な提案がありました。その

ことは、両グループの全ての提案評価を通じ、Ｄ、Ｅ評価が 1 つもない事実に現れています。

川崎市の安全・安心でおいしい給食の提供に向け、素晴らしい事業提案書の提出をいただいた

両グループには、改めて厚くお礼を申し上げる次第です。 

両グループともに優れた提案でしたが、事業計画、施設計画の面でより優れていた、グルー

プ２の株式会社東洋食品を代表企業とするグループを最優秀提案者として選定しました。 

最優秀提案者の提案は、豊富なＰＦＩ事業の実績に基づき、本事業の特徴を踏まえた具体的

な事業提案が多くなされている点で、より円滑な運営が期待されました。 

具体的には、炊飯を加えた 15,000 食の提供に対して、設計、建設、開業準備、維持管理、運

営という各業務を通じて一貫して安全・安心で温かい給食の提供を実現するための提案があっ

たことや、学校給食センターや PFI 事業に対して豊富な実績を持つ企業による、これまでのノ

ウハウ・知見を生かした工夫があり、また市への情報提供・ノウハウ移転も考慮されていた点

が特に評価されました。 

今後、最優秀提案者として選定された東洋食品グループが市と事業契約を締結し、本事業を

実施するに際し、審査委員会から評価された具体的な提案内容を確実に実行することは当然の

ことですが、本事業をさらにより良いものとするため、同グループにおいては、以下の諸点に

ついても十分に配慮して整備・運営いただけるよう、審査委員会として要望します。 

○衛生管理及び厨房機器の選定等については、市と十分に協議を行うこと 

○事業スケジュールに関し、とりわけ、設計・建設段階については、市の状況、要望

を踏まえ、細かな調整を行いながら、実施すること 

○川崎市の中学校完全給食の核となる（仮称）川崎市南部学校給食センターの運営者

として残り２センターと連携しつつ、時にはノウハウの共有等の先導的役割を果た

し、事業を実施すること 

最後に、当センターは３センターの事業を先導する事業であることに鑑み、選定された東洋

食品グループと市には協働しつつ、安全・安心でおいしい給食を円滑に、そして事業期間にわ

たり安定的に提供することを期待します。 


