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第２回 川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会 

日時：平成 27年 2月 2日（月）午前 9時 30 分～11 時 15 分 

場所：川崎市役所第４庁舎４階第５会議室 

出席委員： 

 安登 利幸 亜細亜大学大学院 国際経営戦略研究科 委員長 

  稲生 信男  東洋大学 国際地域学部 教授 

 真鍋 雅史 嘉悦大学 ビジネス創造学部 准教授 

 湯澤 正信  関東学院大学 建築・環境学部 学部長 教授 

 丹野 典和 川崎市 教育委員会 教育環境整備推進室長 

欠席委員： 

田中 延子  淑徳大学 看護栄養学部 客員教授 

 芹澤 成司 川崎市 教育委員会 学校教育部長 

配布資料： 

 次第、委員名簿、委員会設置要綱 

 資料１    川崎市立中学校完全給食実施に向けた取組（事業スケジュールの見直し等） 

について 

資料２－１  川崎市立中学校完全給食実施方針 新旧対照表 

資料２－２  川崎市立中学校完全給食実施方針（平成 27 年１月 20 日修正） 

資料３－１ （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業 実施方針 

修正箇所新旧対照表 

 資料３－２ （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業 実施方針 

（平成 27年１月 20日修正） 

 資料４    審査・評価に関する実務要領（案） 

 資料５   （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業 入札説明書（案） 

 資料６   （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業 落札者決定基準（案） 

  参考資料１ （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業 要求水準書（案） 

  参考資料２ （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業 様式集（案） 

  参考資料３ モニタリング及び業務改善措置要領（案） 

  参考資料４ かわさき教育プラン第１期実施計画（2015～2017）素案 

１．開会 

（事務局） 

• 資料確認：（省略） 
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• 中学校給食推進担当課長挨拶：（省略） 

２．委員等紹介 

（事務局） 

• 委員紹介：（省略） 

• 事務局紹介：（省略） 

３．議事 

（１）第１回審査委員会後の取組に関する報告 

（委員長） 

• 第１回審査委員会後の取組に関する報告について、事務局より報告をお願いする。 

（事務局） 

• 資料説明：（省略） 

（委員長） 

• 建設に関する市況を考慮し、事業スケジュールを見直したこと、３施設の公募タイミング

を分割するということと理解した。 

• 第１回審査委員会後の取組に関する報告について意見及び質問はないか。 

（一同） 

• 特になし。 

（２）入札説明書等（案）について 

（委員長） 

• 入札説明書等（案）について、事務局より報告をお願いする。 

（事務局） 

• 資料説明：（省略） 

（委員長） 

• スケジュールや進め方に関する意見・質問等あるか。 

（委員） 

• プレゼンテーションの日程候補はいつか。 

（事務局） 

• 本日出席委員の日程意向について、後ほど確認したい。本日欠席委員の意向も踏まえ、早

急に決定する。 
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（委員長） 

• 落札者決定基準（案）について、資格審査から最優秀提案者の選定までの流れについて説

明があったが、意見・質問等あるか。 

（委員） 

• 提案審査に関して確認したい。予定価格超過の際は、その時点で失格となり、基礎審査に

は進まないという理解でよいか。 

（事務局） 

• 予定価格を入札公告時に事前公表するため、予定価格超過は想定していないが、万が一超

過している際には基礎審査前に開札の段階で失格とする。 

（委員長） 

• 評価項目の採点基準について、考え方など事務局に確認したい。 

（事務局） 

• 審査委員においては要求水準を超過した加点部分の審査を担ってもらう。提案評価点は700

点、提案価格点は 300 点とすることを現時点で想定している。 

 （委員長） 

• 後の審査にも影響する項目である。意見等ないか。 

（委員） 

• 評価方法は相対評価と絶対評価のどちらか。提案は加点であるという説明である一方、要

求水準書を満たすと 25％分の点数が自動的に入ることに多少違和感がある。 

（事務局） 

• 評価方法は原則絶対評価とする。ただし、複数企業が参加し、要求水準を大きく超える提

案がそれぞれなされた場合、実務上は相対評価による整理となる部分が発生すると思われ

る。 

（委員） 

• 現在の評価基準では、最低でもＤ評価となるため、基礎点のような扱いで 700 点×25％の

175 点は獲得できることとなる。現在Ａ～Ｄまでの４段階評価としているが、Ｅ＝零点と

いう評価を作成してもよいのではないか。 

（事務局） 

• 新たにＥ評価を設定することで事務局にて検討したい。 

（委員長） 

• 様式集で記載を求めていたとしても、一部空白としてくる事業者も少なからずいる。記載

がないのにＤ評価＝0.25 点が加点されることには違和感がある。Ｅ評価＝零点があっても

よいのではないか。 
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• Ｅの評価基準作成を事務局へ依頼する。 

• 提案評価点 700 点対提案価格点 300 点という配点割合についての意見はどうか。とくに異

論なければ委員会の総意として本配点割合を支持する。 

（一同） 

• 異議なし。 

（委員長） 

• 提案評価点 700 点の評価項目毎における配点割合について、意見・質問はないか。 

（委員） 

• 配点割合は、事業計画及びその他で３分の１、建物及び維持管理で３分の１、運営で３分

の１となっているが、このような配点割合とした根拠を事務局に確認したい。 

（事務局） 

• 他都市事例においては運営に関する配点割合を高くし、相対的に事業計画に関する配点割

合を低くしているケースもある。本事業は限られた敷地に食数規模の大きい給食センター

を建設する必要があり、他都市事例と比較した際に、施設整備の難易度が高い事業となる。

運営オペレーションについても、食数の多さや敷地の制約等、他都市と比較して非常に難

易度の高い事業となるため、体制面でも十分な配慮が必要と考えている。確実に事業遂行

が可能となる事業計画を策定出来る事業者でなければ担うことは不可能。 

（委員） 

• 維持管理に関し、事業期間は供用開始から約 15年間と設定されているが、配点は 4点とな

っている。全体とのバランスではあるが、本項目についても一定程度の配点割合が必要と

考える。民間事業者に重きを置くような事業を求めるのであれば配点を増やしてもいいの

ではないか。 

（委員） 

• 建物については合理的な設計を行えば自ずと答えが出る。求めるべきデザインもなく、工

場的なイメージが強い。周辺に与える影響も大きな影響はないだろう。全体バランスから

言えば、施設面に関しては配点はこの程度で良いと考える。 

（事務局） 

• 配点については本日の委員会での意見を持ち帰り、再度検討する。 

（委員長） 

• 維持管理・運営の配点割合に関し、委員から意見が付された。この点事務局に検討頂き、

結果について委員への説明をお願いする。 

（事務局） 

• 大項目ごとの配点バランス、小項目ごとの配点割合について、改めてお示ししたい。 
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（委員長） 

• 評価項目に関し、意見・質問等あるか。 

（事務局） 

• 配点方法につき委員の意見を伺いたい。例えば評価項目「事業実施方針」であるが、現状

評価項目に対して８点という配点を付しているが、評価の視点である小項目は６項目に分

けており、小項目それぞれに１点～２点といった個別配点を付すべきか、現在のように評

価項目に対し配点を付すべきか。 

（委員） 

• 配点方法については評価項目、評価の視点毎のどちらでも構わない。審査の進めやすさと

いう点では、各項目と様式集がリンクするような運用が望ましい。 

（事務局） 

• 可能な限り提案が複数の様式集に跨ることのないような設定を行いたい。 

（委員） 

• 見学に関し、調理見学通路に関するハード面の記載はあるが、食育という観点からすると

ソフト面、運営面で魅力ある見学となるよう食育の項目に記載した方が良いのではないか。 

（事務局） 

• 見学の運営面に関する事項は、評価項目「その他運営業務」のなかの各種対応支援業務項

目に記載をしている。 

（委員長） 

• 評価項目「事業実施方針」の中の、他の２箇所の給食センターとの連携に関する記載につ

いて確認したい。スケジュール上は、北部・中部の入札参加者は南部の落札者が分かった

状態で他の２箇所の給食センターとの連携に関する記載を行った提案書を提出するという

理解でよいか。 

（事務局） 

• 詳細なスケジュールは今後つめるが、その予定である。 

（委員長） 

• それでは、本日の議事はこれで終了する。 

４．その他 

 （事務局） 

• 本日の委員の意見を踏まえた審査項目等については、修正版資料を改めて提示する。 

５．次回開催予定の確認 
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（事務局） 

• 第３回審査委員会の日程については、後日調整する。 

（一同） 

• 異議なし。 

６．閉会 

（事務局） 

• 以上をもって第２回川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会を終了する。 

以上 


