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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 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業に関し

て 

・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 

第５回 平成27年 ８月 31 日 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業に関し

て 

・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 
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・提案審査総括 

・最優秀提案者の選定 

第６回 平成27年 ９月２日 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業に関し

て 

・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 

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す。  

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す。 

資格審査通過者は、入札書及び事業提案書を提出します。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す。 

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す。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

として選定します。 
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図表１ 最優秀提案者決定までの流れ 

※網掛け部分が審査委員会の役割
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第４ 審査結果 

１ 資格審査の結果 

平成 27 年５月 11 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 ・株式会社東洋食品 ・株式会社グリーンハウス 

構成員 

・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 

・セントラル総業株式会社 

・三菱ＵＦＪリース株式会社 

・株式会社梓設計 

・株式会社熊谷組 首都圏支店 

・株式会社アイホー 横浜営業所 

・株式会社合人社計画研究所 

協力企業 
・パシフィックコンサルタンツ株式会

社 横浜事務所 

・新日本厨機株式会社 横浜営業所 

・八千代エンジニヤリング株式会社 横

浜センター 

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７月 14 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９

月２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 B 10.50 B 10.50 

業務品質の確保 14 C 7.00 C 7.00 

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 B 31.50 B 31.50 

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

施設の利便性、快適性、安全性等 42 C 21.00 C 21.00 

調理設備計画・調理備品調達計画・施設備品

調達計画 
42 

B 31.50 B 31.50 

施工計画 42 C 21.00 C 21.00 

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 C 21.00 B 31.50 

調理業務 56 B 42.00 B 42.00 

衛生管理業務 56 C 28.00 B 42.00 

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 B 21.00 B 21.00 

その他 56  

開業準備業務 14 C 7.00 C 7.00 

地域経済への貢献 14 C 7.00 B 10.50 

地域社会への貢献 7 B 5.25 B 5.25 

環境への配慮 7 C 3.50 B 5.25 

ライフサイクルコストの縮減 14 C 7.00 B 10.50 

提案内容の評価点 700 435.75 479.50 
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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） 9,865,402,240 円 10,370,926,583 円 

提案価格の評価点 
（配点：300 点）

300.0 点 285.4 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） 435.75 479.50 

提案価格の評価（300 点満点） 300.0 285.4 

総合評価 735.75 764.90 

以上より、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の株式会社グリーンハウス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 

・グループ１については経験豊かな企業によるチーム構成が構築

されており、信頼性が高いことが評価されました。 

・グループ２については市との連絡窓口の明確化や情報共有の円

滑化に向けた工夫、ＳＰＣの円滑な運用に向けたマネジメント

企業の位置づけ等が高く評価されました。 

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。 

・グループ２については、本事業の特徴・特性を踏まえた詳細な

リスクの洗い出しや実効性の高いリスク管理方策等が高く評価

されました。 

業務品質の確保 

・両グループともに複層的な内部モニタリング体制を構築すると

ともに、外部モニタリングを組み合わせたモニタリング体制を

確立している点が評価されました。 

本事業の特徴に

対する考え方 

・グループ１については、これまでの豊富な経験に基づく、安定

した事業に向けた具体的な工夫が多く提案されていることや、

周辺環境への丁寧な配慮があることが高く評価されました。 

・グループ２については、おいしい給食の実現に向けた細かな工

夫が多く提案されていることや、事業用地の特性を踏まえ事業

計画を検討している点等が高く評価されました。 

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はシンプルで機能的な施設計画となっていることや、

事業用地の特徴を踏まえた配慮等が高く評価されました。 

・グループ２はスペースに余裕を持った施設配置や運営時のリス

クを最小化するための工夫等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１は各諸室が機能的に配置されていること、衛生管理

に配慮した配置上の具体的な工夫があることが高く評価されま

した。 

施設の利便性、快

適性、安全性等 

・両グループともに職員へ配慮した施設計画がなされている点が

評価されました。 

・グループ１は、安全性に関する具体的な提案があることが評価

されました。 

・グループ２は、職員の休憩スペースとして魅力ある提案がある

ことが評価されました。 

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、

また、適切な機器が提案されてい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おり、ま

た、事業用地周辺の環境を踏まえた具体的な配慮があることや、

事業の安定的な実施（遅延防止）に向けた具体的な工夫がある

ことが評価されました。 

(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１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等が評価されまし

た。 

・グループ２については、長期的な視点に立った計画の策定、充

実した実施体制の構築、質の高い業務内容等が高く評価されま
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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については、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。 

・グループ２については、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、適切に資

格者が配置された実施体制になっている点、従業員教育におい

て充実した取り組みがあること等が高く評価されました。 

調理業務 

・両グループともに、豊富な経験に基づき、詳細かつ具体的な提

案があったことが評価されました。 

・グループ１については、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。 

・グループ２については、おいしい給食を提供するための工夫や

調理技術の向上に向けた具体的な工夫が高く評価されました。 

衛生管理業務 

・グループ１については、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。 

・グループ２については、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。 

配送・回収業務 

・両グループともに、事業用地及び配送校の特徴に十分に配慮し

た上で、安定的な業務実施に向け多くの工夫を行っていること

が高く評価されました。 

その他運営補助 

・両グループともに、見学機能の設置も含めた食育の推進方策の

提案があることや、各運営補助業務において具体的な工夫があ

ることが高く評価されました。 



11

(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。 

地域経済への貢

献 

・グループ１については、地域企業や地域の人材の活用や多様な

人材の活用について提案があることが評価されました。 

・グループ２については、地域企業や地域の人材の活用や多様な

人材の活用について、具体的な提案があることが高く評価され

ました。 

地域社会への貢

献 

・両グループともに、大規模災害時における支援体制等が高く評

価されました。 

環境への配慮 

・グループ１については環境への配慮の提案があることが評価さ

れました。 

・グループ２については、エネルギー使用量の削減に向けて具体

的かつ有効な取り組みがあることが高く評価されました。 

ライフサイクル

コストの縮減 

・両グループともに、具体的な工夫があることが評価されました。 

・グループ２については、運営時の費用削減に向け具体的かつ有

効な提案があることが高く評価されました。 
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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）川崎市中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）川崎市中部学校給食センターは、炊飯を含む 10,000 食/日という大規模な給食セン

ターである一方で、学校（神奈川県立川崎工科高等学校・川崎市立平間小学校）や住宅地、今

後整備予定の動物愛護センターに近接しており、地域住民や周辺環境に対し十分な配慮が求め

られました。とりわけ、周辺に通学路がある中で、食材の納入や給食の配送・食器の回収等、

車輌の出入が非常に多い学校給食センターとして、どのような対応を行うかといった点は重要

でした。 

入札に参加された２グループは、それぞれの全国各地での豊富な経験を有する企業によるコ

ンソーシアムを組成し、信頼性・安定性の高い提案を提出頂きました。地域住民や周辺環境へ

の配慮という観点でも、設計、建設、維持管理・運営の各段階において、それぞれ方法は違え

ども具体的な工夫が多数盛り込まれており、それぞれに円滑な事業の実施が期待できる提案で

した。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、運営計画の面でより優れていた、グループ２の株式

会社グリーンハウス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、調理業務、衛生管理業務等を中心に具体的かつ有効な工夫が数多く

なされており、より質の高い運営が期待されました。また、「おいしい」給食を目指すという姿

勢のもと、各業務において細かな工夫を積み上げられていました。 

今後、最優秀提案者として選定されたグリーンハウス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、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い、その思想・認

識をすりあわせ事業を実施すること 

○周辺に学校があることに十分に配慮し、児童・生徒をはじめ地域住民の安全を担保

し、また、彼らが安心できるような運営業務を行うよう努めること。また、配送校

の生徒が安全な学校生活を送れるように可能な限り配慮すること 

最後に、選定されたグリーンハウスグループには、市及び他の２センターと協働し、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市民に提供すること、加えて市

の学校給食の継続的な改善に向けた積極的な協力を行うことを期待します。 


