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「奈良市一時保護所食事提供業務委託」に係る 

公募型プロポーザル募集要項 

 

 奈良市一時保護所食事提供業務委託に係る公募型プロポーザルの各種手続、要件及び審

査等の内容については、次のとおりとする。 

 

1. 業務の目的 

 奈良市の一時保護所は、保護者からの虐待や子どもの養育が難しい家庭など、様々な家庭

の課題を背景に持つ、概ね 2 歳から 18 歳未満の子どもたちが一時的に生活するために 24

時間 365 日稼働する緊急保護を担う施設である。入所してくる子どもたちは、入所前の生

活や入所時の不安等から偏食、少食、過食、拒食等の問題も生じやすいため、個々の子ども

の状態に配慮する必要がある。 

本業務は、衛生が確保され、子どもの嗜好にも十分配慮し、家庭的な温かみのある雰囲気

で、子どもたちに一日３食の栄養バランスのとれた美味しい食事を提供することによって、

子どもたちが食事を口にした時に、「美味しい」という感動や食べ物に感謝の心を持つ体験

につながり、子どもたちの中で「楽しい」「嬉しい」「心地よい」という期待感につながるも

のとする。また、一日一日の食事が子どもたちの生きる活力の一つとなり、子どもたちの心

の満足感や情緒的安定、身体の発達につながり、子どもの成長を促すことを目指す。 

 

2. 業務の名称、内容、履行期間及び予算の概要 

（１）業務の名称 

 奈良市一時保護所食事提供業務委託 

（２）業務の内容 

 「奈良市一時保護所食事提供業務委託仕様書」（以下「仕様書」という）のとおり。 

（３）履行期間 

 令和４年４月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで 

（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

（４）予算の概要（提案上限金額、消費税及び地方消費税を含む） 

令和４年度 食事提供委託料  12,000,000 円（上限）   

契約期間中の委託料総額（予定）36,000,000 円  

令和４年度   食材費     7,700,000 円（上限かつ実績払い） 

契約期間中の食材費総額（予定）23,100,000 円 
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3. 事業者選定方法 

 公募型プロポーザル方式 

 

4. 参加資格 

次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

（２）奈良市の入札参加停止措置に基づく入札参加停止期間中でないこと。 

（３）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及び同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する

団体並びにそれらの利益となる活動を行う者ではないこと。 

（４）手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営

状況が著しく不健全でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申

立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続

開始の申立てがなされていない者であること。 

（６）国税（法人税又は個人にあっては所得税並びに消費税及び地方消費税）、都道府県

税及び市町村民税に未納がない者であること。 

（７）本市情報セキュリティポリシーを遵守できるものであること。 

（８）本業務の目的を達成できるものであること。 

 

5. 参加申請・書類提出の手続き 

（１）参加申請時の提出書類及び提出部数 

次の①から⑧の様式を正１部、副９部（副は複製可）の計 10 部提出すること。 

①参加申請書（様式１） 

②添付書類一覧（様式２） 

③事業者概要書（様式３） 

④類似事業の業務実績書（過去５年）（様式４）（実績あれば提出すること） 

⑤見積書（様式５） 

見積額の記載は、総額（消費税及び地方消費税を除いた価格並びに税込み価格）を記

入すること。 

  ⑥積算書（任意様式） 

見積額の記載は、人件費の内訳、経費負担の内訳を具体的に記載の上、提出すること。 
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  ⑦企画提案書（様式６） 

   企画提案は、6.企画提案書作成要領を基に提案すること。 

  ⑧食品衛生法第 60 条の処分を受けた有無を記載し、有る場合はその事案の詳細と共に

事業者としての対応を記載すること。（過去５年以内）（様式任意） 

（２）提出方法等 

①提出期間 

   令和 3 年 11 月 24 日(水)から 12 月 20 日(月)午後 5 時まで 

②提出場所 

 〒630-8580 

  奈良市二条大路南一丁目１番１号 

   奈良市役所 子ども未来部 児童相談所設置推進課（中央棟１階） 

③提出方法 

持参又は送付（簡易書留郵便）により提出すること。送付については、上記提出期

間内必着とする。持参の場合は、奈良市役所の閉庁日を除く、各日午前９時から午後

５時までに提出すること。 

（３）参加承認 

  本プロポーザルの参加承認の可否の連絡は、参加申請書を提出したすべての事業

者に令和 3 年 12 月 24 日(金)までに通知する。 

  なお、通知方法は、提出書類に記載されたメールアドレス宛に電子メールを送信し、

おって通知書原本を送付する。 

（４）参加辞退 

   本プロポーザルへの参加申請後に事業者の都合で参加を辞退する場合は、様式７

の辞退届の写しを令和 3 年 12 月 24 日(金)午後 5 時までに電子メールで提出するこ

と。また、追って原本を送付又は持参すること。 

 

６.企画提案書作成要領 

（１）留意事項 

①企画提案事項については A４版で作成すること。その際に、１ページで収まるように

記載すること。添付資料に関してはそれには当たらない。記載にあたっては、MS ゴ

シック又は MS 明朝で 10.5 サイズで記載すること。 

②企画提案書は、仕様書の内容を踏まえ、記載事項に従い作成すること。専門知識が 

なくても理解できるよう、できるだけ平易な表現で分かりやすく具体的に作成する 

こと。また、仕様書に示していない内容でも、本市にとって有益になると思われる 

ものについては、積極的に提案すること。 

  ③企画提案書には、表紙、目次をつけ、①番～⑬番の通番で綴ること。 

  ④提案内容はすべて実現可能なものとし、具体的に示すこと。なお、契約後に提案内容  
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が実現できなくなった場合は、提案内容以外の方法で実現することとし、その費用は

事業者が負担すること。 

※施設内の厨房図面は、奈良市役所児童相談所設置推進課担当窓口で配布する。希望

する場合は、必ず事前に電話予約の上、来所すること。配布期間は令和 3 年 11 月           

24 日(水)から 12 月 13 日(月)午後 5 時までとする。 

図面に関しては、令和４年 1 月 5 日（水）の本プロポーザル審査会終了後回収す

る。参加承認が否認となった場合には、通知を受け取って一週間以内に来所し返却す

ること。また、辞退される際には辞退届と共に送付又は持参すること。 

 

（２）企画提案書の構成 

 

①組織体制・ 

業務実績 

・一時保護所の食事提供をする上での組織体制を記載して下さい。 

・蓄積したノウハウ等、アピールできる点は特に記載して下さい。 

②運営方針 
・一時保護所における給食業務に関する本事業者の運営方針を記載して下さい。 

・一時保護所との協力体制について、考え方を記載して下さい。 

③人員体制 
・着実な業務履行のための従業員の人員配置（全体人員と勤務体制表）と従業員の役割、資格及び

指揮命令系統図等を記載して下さい。 

④人材育成 

・調理技術向上、衛生管理、接遇、個人情報保護等の体系的な研修についての考え方と実施方法に

ついて記載して下さい。 

・一時保護所に入所してくる児童の理解を深める為の取り組み（研修参加など）について、具体的

に記載して下さい。 

⑤献立作成 

・1か月分の献立例を提出してください。また、それについての食品構成や給与栄養目標量 

（食事の分量は幼、小、中、大で分ける）も合わせて提出して下さい。 

・提出した献立例について、配慮した点を記載して下さい。（児童への配慮など） 

・行事食の献立を作成し、３例分提出してください。（こどもの日、クリスマス、もう 1点は事

業者で設定）調理された物の画像があれば合わせて添付して下さい。 

⑥アレルギー対応 

・食物アレルギーへの配慮方法や業績を記載して下さい。 

・食物アレルギー児が複数人いる際の食事提供について基本的な考え方や運用方法について記載

して下さい。また、事業者としてのアレルギーマニュアル等があれば、添付して下さい。 

別途、奈良市一時保護所としてのマニュアル（案）があれば、提出して下さい。 

⑦個人対応 
・疾病や宗教や文化の違いを理由に通常食が食べられない児が発生した際にどのような対応が可

能か記載して下さい。 

⑧調理・盛付け 

・調理、盛付けに関する基本的な考え方や運用方法について記載するか、作業標準マニュアル等

があれば添付してください。 

・食事の質の向上に繋がるような工夫があれば記載してください。 

・試食審査で提供する作業工程表について、別途提出して下さい。 

⑨食生活 ・入所児童に対しての健康増進や食育推進の為の事業方法を提案し記載して下さい。 

⑩食材調達・管理 

・入所、退所における急な食数の増減に対しての対応方法を記載して下さい。また、生鮮食品の

使用方法を詳しく記載して下さい。 

・食材の調達方法や発注者を選定する際の考え方などを記載して下さい。 

・食材発注から納品及び管理までの流れと方法、管理体制を記載して下さい。 
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（３）試食審査 

  ① 試食審査における食事 

火入れだけで提供できる状態で持ち込むこと。本市側では、水道と IH コンロ（３口）

と電子レンジは用意するが、食器や調理器具等に関しては事業者側で用意すること。 

  ②２食分の食事とおやつをトレーメイクされた状態で用意すること。分量に関しては

仕様書における大で用意すること。（１食分はディスプレイ用、１食分は事業者が皿

を用意し、４人分に取り分けて提供すること） 

③ 試食審査のメニューを含めた一日の献立表 

   一日の献立とともに必要な食材と食材費の内訳を提示すること。 

   ※一日一人当たりの食材費は 1,200 円（上限）。 

  ④試食メニューは夕食（主菜１品、副菜２品、汁物１品、ご飯）と午後おやつ（手作り）

を想定し、作成すること。 

 

 

７.質問の受付及び回答 

（１）受付期間 

  令和 3 年 11 月 24 日(水)から 12 月 10 日(金)午後５時まで 

（２）受付方法 

電子メールにて件名を「奈良市一時保護所食事提供業務委託プロポーザルに関する

質問（事業者名）」とし、質問書（様式８）を添付して、次のメールアドレス宛てに送

信すること。電話及び直接来所による質問には応じない。 

  メールアドレス jidosodanjo@city.nara.lg.jp 

（３）質問に対しての回答 

質問と回答については、質問者名は伏せ、ホームページ上で随時公開することとし、

メール等での個別回答は行わない。なお、同一の質問にはまとめて回答することとし、 

最終の回答日は令和 3 年 12 月 17 日（金）とする。 

⑪安全衛生・管理 

・衛生管理に関する独自のマニュアルがあれば、提出して下さい。また、本市において食事提供を

行う上での安全衛生、管理で特記事項があれば記載して下さい。 

・年間を通じて、従事者に対して健康管理計画やワークライフバランスの取り組みがあれば、具

体的に記載して下さい。 

⑫危機管理 

・災害など不測の事態への受託者と従事者の連携と対応方法、それに伴う委託者との連携を具体

的に記載して下さい。 

・異物混入などの防止策を具体的に記載して下さい。 

・設備や器具の故障などの調理不能時の具体的な対応を記載して下さい。 

⑬提案価格 

・業務分担、経費分担、人員体制と見積金額の妥当性を的確に掲示して下さい。 

※業務負担区分、経費負担区分は別紙１，別紙２のとおりとする。但し、特段の提案がある場合は

具体的に提示して下さい。 

主な評価項目 主な評価視点 配点 

≪試食審査≫ 
出来栄え、味 

・○○として適切な献立か。 
・出来栄え、味付けはよいか。 
・食欲が湧く盛付けになっているか。 
・家庭的な内容となっているか。 

100 

 100 
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8.プレゼンテーション審査及び試食審査 

（１）実施日及び場所 

実施日  令和 4 年 1 月 5 日(水) 

実施場所 はぐくみセンター８階 家庭科研修室 

（２）実施方法 

①【第一次】プレゼンテーション審査【第二次】試食審査等の２部構成にて審査し、事

業者選定を行うものとする。【第一次】プレゼンテーション審査で審査員の総合得点

の６割に満たない業者に関しては、【第二次】試食審査等に進むことはできない。 

②【第一次】について１事業者につき５０分程度（プレゼンテーション２０分、質疑応

答３０分）とする。 

③【第二次】について１事業者につき１時間程度、試食審査及び質問応答を行うものと

する。 

（３）留意事項 

①提案内容については、奈良市情報公開条例（平成１９年奈良市条例第４５号）第７条

に定める不開示情報に該当するものが含まれていることから、プレゼンテーション

審査は非公開とする。 

②プレゼンテーションで使用する資料は、提出された企画提案書のみとする。企画提案

書にない追加提案や追加資料の配布は認めない。 

③プレゼンテーションにおいては、プロジェクター、スクリーン、パソコン等を使用で

きるものとする。プロジェクター及びスクリーンは本市が用意するが、パソコンは提

案者側で用意すること。 

④プレゼンテーション出席者は、配置予定の業務責任者を含む３名以内とする。 

⑤理由なく遅刻又は欠席した場合は、参加辞退したものとみなす。 

⑥プレゼンテーションは、対面にて行うことを原則とするが、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大の状況にあっては、オンラインにて行う場合がある。その場合の実施方

法については本市の指示に従うこと。 
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9.事業者の選定 

   

（１）「奈良市一時保護所食事提供業務委託プロポーザル審査委員会」（以下「委員会」とい

う。）が、企画提案書、プレゼンテーション、試食及び質疑を基に審査を実施し、最も

優れた提案を選定する。 

（２）審査は、別紙「審査基準」に基づき実施する。審査委員がそれぞれ採点を行い、集計

する。最も点数の高い者を受託候補者として選定する。 

（３）同点の場合には、次のとおり事業者を選定する。 

①参加事業者の中で一番高い点数をつけた委員が多い提案を選定する。  

②①で選定されない場合、見積額が最も低い者を受託候補者とする。 

（４）参加事業者が１社の場合においても、プレゼンテーション審査と試食審査を実施し、

合計評価点が６割以上の場合には、受託候補者として選定する。 

 

10.選定結果の通知 

各参加者に選定結果を郵送で通知するとともに、奈良市ホームページ上にて結果を掲載す

る。 

11.失格要件 

次のいずれかに該当する場合は失格となる。 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２）参加資格要件を満たさなくなった場合 

（３）審査の公平性を害する行為があった場合 

12.契約の締結 

（１）契約締結の手続き 

受託候補者に選定された事業者と本市が協議し、企画提案書による内容を基本とし

て、業務に係る仕様を確定させたうえで契約を締結する。なお、受託候補者に認定され

た事業者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合は、次順位の事業者と交渉

を行うものとする。 

（２）契約保証金 

奈良市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２３条第１項の規定により契約

金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付すること。ただし、同規則第２３条第２

項各号のいずれかに該当する場合は全部又は一部を免除する。 
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13.その他留意事項 

（１）本プロポーザルに参加する費用は、すべて参加事業者の負担とする。 

（２）提出期限後における提案書等の修正又は変更は認めない。 

（３）同一事業者からの複数の提案書の提出は認めない。 

（４）提出された提案書等の書類は返却しない。 

 

14.本プロポーザルにかかるスケジュール表（予定） 

（１）参加申請書、企画提案書の提出期限   令和 3 年 11 月 24 日(水)～12 月 20 日(月) 

（２）質問の受付              令和３年 11 月 24 日(水)～12 月 10 日(金) 

（３）質問の回答              随時回答／最終回答日 12 月 17 日(金) 

（４）プレゼンテーション、試食審査     令和 4 年 1 月 5 日(水) 

（５）審査結果の通知                 1 月中旬 

（６）業務委託契約の締結               1 月 中～下旬 

（７）委託業務の開始日                4 月  1 日 

 

15.問い合わせ先 

〒630-8580 

奈良市二条大路南一丁目１番１号 

奈良市役所 子ども未来部 児童相談所設置推進課 

電話 0742-93-6595(直通)   

メールアドレス jidosodanjo@city.nara.lg.jp 

 


