
様式第 13 号（第 24 第２項） 

 

見積業者選定経過書 

 

１ 業務名 長野県松本盲学校給食等調理業務委託 

２ 応募者数 ３名 

 

３ 評価会議の構成 

  委員長代理 

  副委員長代理 

  構成員 

 

計６名 

特別支援教育課企画幹兼課長補佐兼業務係長 

特別支援教育課主幹指導主事 

長野県特別支援学校長会学校給食担当 

特別支援学校栄養教諭・管理栄養士研究委員副会長 

松本盲学校事務長 

松本盲学校管理栄養士 

４ 選定基準 別紙のとおり 

５ 選定結果 

  選定された者 

  評価点集計結果（点数） 

  評価点集計結果（順位） 

 

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

100 点中 65.96 点 

１位（評価者６名のうち、６名が１位とした。） 

６ 企画提案を求める具体

的内容 

（１）特別支援学校における給食の調理・提供についての基本的な考

え方及び重点内容 

（２）業務従事者の配置体制、業務実施のための組織図、欠員・代替

体制について 

（３）衛生管理や危機管理体制、事故や異物混入防止のための方策、

安全衛生管理マニュアルや基準 

（４）給食業務委託の円滑な移行のための方策、指示した献立の作業

工程表及び作業動線図 

（５）従事者への教育、研修計画、人材育成の実施方法 

（６）過去の受託実績 

（７）見積書と積算内訳 

７ 企画提案で評価された

点 

・特別支援学校における学校給食についての基本的な考え方につい

て、十分に理解されていると考えられる。 

・特別支援学校において多くの受託実績があり、確実に業務を履行で

きると考えられる。 

８ 総合的判断 

プロポーザル審査で最も高い点数を獲得したシダックス大新東ヒュ

ーマンサービス株式会社を、最も優れた提案を行った者として見積業

者に決定した。 



様式第 13 号（第 24 第２項） 

 

見積業者選定経過書 

 

１ 業務名 長野県長野養護学校給食等調理業務委託 

２ 応募者数 ３名 

 

３ 評価会議の構成 

  委員長代理 

  副委員長代理 

  構成員 

 

計６名 

特別支援教育課企画幹兼課長補佐兼業務係長 

特別支援教育課主幹指導主事 

長野県特別支援学校長会学校給食担当 

特別支援学校栄養教諭・管理栄養士研究委員副会長 

長野養護学校事務長 

長野養護学校栄養教諭 

４ 選定基準 別紙のとおり 

５ 選定結果 

  選定された者 

  評価点集計結果（点数） 

  評価点集計結果（順位） 

 

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

100 点中 65.17 点 

１位（評価者６名のうち、６名が１位とした。） 

６ 企画提案を求める具体

的内容 

（１）特別支援学校における給食の調理・提供についての基本的な考

え方及び重点内容 

（２）業務従事者の配置体制、業務実施のための組織図、欠員・代替

体制について 

（３）衛生管理や危機管理体制、事故や異物混入防止のための方策、

安全衛生管理マニュアルや基準 

（４）給食業務委託の円滑な移行のための方策、指示した献立の作業

工程表及び作業動線図 

（５）従事者への教育、研修計画、人材育成の実施方法 

（６）過去の受託実績 

（７）見積書と積算内訳 

７ 企画提案で評価された

点 

・特別支援学校における学校給食についての基本的な考え方につい

て、十分に理解されていると考えられる。 

・十分な衛生管理体制がとれている。 

８ 総合的判断 

プロポーザル審査で最も高い点数を獲得したシダックス大新東ヒュ

ーマンサービス株式会社を、最も優れた提案を行った者として見積業

者に決定した。 

 



様式第 13 号（第 24 第２項） 

 

見積業者選定経過書 

 

１ 業務名 長野県飯田養護学校給食等調理業務委託 

２ 応募者数 １名 

 

３ 評価会議の構成 

  委員長代理 

  副委員長代理 

  構成員 

 

計６名 

特別支援教育課企画幹兼課長補佐兼業務係長 

特別支援教育課主幹指導主事 

長野県特別支援学校長会学校給食担当 

特別支援学校栄養教諭・管理栄養士研究委員副会長 

飯田養護学校事務長 

飯田養護学校管理栄養士 

４ 選定基準 別紙のとおり 

５ 選定結果 

  選定された者 

  評価点集計結果（点数） 

 

 

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

100 点中 61.96 点 

６ 企画提案を求める具体

的内容 

（１）特別支援学校における給食の調理・提供についての基本的な考

え方及び重点内容 

（２）業務従事者の配置体制、業務実施のための組織図、欠員・代替

体制について 

（３）衛生管理や危機管理体制、事故や異物混入防止のための方策、

安全衛生管理マニュアルや基準 

（４）給食業務委託の円滑な移行のための方策、指示した献立の作業

工程表及び作業動線図 

（５）従事者への教育、研修計画、人材育成の実施方法 

（６）過去の受託実績 

（７）見積書と積算内訳 

７ 企画提案で評価された

点 

・特別支援学校における学校給食についての基本的な考え方につい

て、十分に理解されていると考えられる。 

・十分な衛生管理体制がとれている。 

８ 総合的判断 
提案書の内容及び評価点の合計が基準額である60点を満たしている

ことから、見積業者として決定した。 

 

 



様式第 13 号（第 24 第２項） 

 

見積業者選定経過書 

 

１ 業務名 長野県小諸養護学校給食等調理業務委託 

２ 応募者数 ２名 

 

３ 評価会議の構成 

  委員長代理 

  副委員長代理 

  構成員 

 

計６名 

特別支援教育課企画幹兼課長補佐兼業務係長 

特別支援教育課主幹指導主事 

長野県特別支援学校長会学校給食担当 

特別支援学校栄養教諭・管理栄養士研究委員副会長 

小諸養護学校事務長 

小諸養護学校栄養教諭 

４ 選定基準 別紙のとおり 

５ 選定結果 

  選定された者 

  評価点集計結果（点数） 

  評価点集計結果（順位） 

 

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

100 点中 64.88 点 

１位（評価者６名のうち、６名が１位とした。） 

６ 企画提案を求める具体

的内容 

（１）特別支援学校における給食の調理・提供についての基本的な考

え方及び重点内容 

（２）業務従事者の配置体制、業務実施のための組織図、欠員・代替

体制について 

（３）衛生管理や危機管理体制、事故や異物混入防止のための方策、

安全衛生管理マニュアルや基準 

（４）給食業務委託の円滑な移行のための方策、指示した献立の作業

工程表及び作業動線図 

（５）従事者への教育、研修計画、人材育成の実施方法 

（６）過去の受託実績 

（７）見積書と積算内訳 

７ 企画提案で評価された

点 

・特別支援学校における学校給食についての基本的な考え方につい

て、十分に理解されていると考えられる。 

・業務従事者の配置体制及び指揮命令系統が十分考えられている。 

８ 総合的判断 

プロポーザル審査で最も高い点数を獲得したシダックス大新東ヒュ

ーマンサービス株式会社を、最も優れた提案を行った者として見積業

者に決定した。 

 



様式第 13 号（第 24 第２項） 

 

見積業者選定経過書 

 

１ 業務名 長野県諏訪養護学校給食等調理業務委託 

２ 応募者数 ３名 

 

３ 評価会議の構成 

  委員長代理 

  副委員長代理 

  構成員 

 

計６名 

特別支援教育課企画幹兼課長補佐兼業務係長 

特別支援教育課主幹指導主事 

長野県特別支援学校長会学校給食担当 

特別支援学校栄養教諭・管理栄養士研究委員副会長 

諏訪養護学校事務長 

諏訪養護学校管理栄養士 

４ 選定基準 別紙のとおり 

５ 選定結果 

  選定された者 

  評価点集計結果（点数） 

  評価点集計結果（順位） 

 

株式会社魚国総本社名古屋本部 

100 点中 62.33 点 

１位（評価者６名のうち、６名が１位とした。） 

６ 企画提案を求める具体

的内容 

（１）特別支援学校における給食の調理・提供についての基本的な考

え方及び重点内容 

（２）業務従事者の配置体制、業務実施のための組織図、欠員・代替

体制について 

（３）衛生管理や危機管理体制、事故や異物混入防止のための方策、

安全衛生管理マニュアルや基準 

（４）給食業務委託の円滑な移行のための方策、指示した献立の作業

工程表及び作業動線図 

（５）従事者への教育、研修計画、人材育成の実施方法 

（６）過去の受託実績 

（７）見積書と積算内訳 

７ 企画提案で評価された

点 

・特別支援学校における学校給食についての基本的な考え方につい

て、十分に理解されていると考えられる。 

・業務従事者の配置体制及び指揮命令系統が十分考えられている。 

８ 総合的判断 
プロポーザル審査で最も高い点数を獲得した株式会社魚国総本社名

古屋本部を、最も優れた提案を行った者として見積業者に決定した。 

 

 



（別紙）  

 

特別支援学校給食等調理業務選定基準 

 

項  目 視  点 点数 

(1) 特別支援学校におけ

る学校給食についての基

本的な考え方 

・特別支援学校の給食等調理業務に対する理解は十分か。 ９ 

(2) 業務従事者及び配置

体制 

 

・業務体制は、業務に十分の人数を確保されているか。 

・業務責任者を中心とした指揮命令系統がとれるか。 
24 

(3) 衛生管理・危機管理 

 

・ 十分な衛生管理体制がとれているか。 

・ 事故が発生した場合スムーズな対応がとれるか。 
15 

(4) 円滑な運営及び円滑

な移行準備  
・円滑に業務が行われるための、工夫などがされているか。 17 

(5) 従事者への教育及び

研修 

・研修により、安全管理の徹底、従事者のスキルアップが

図れる内容となっているか。 
17 

(6) 業務実績・事業者の経

営状況 

・契約の相手方として適切か。 

・受託実績のある施設は、特別支援学校の給食調理と類似

のものか。 

8 

(7) 見積金額 

・ 見積額は提案内容に沿った妥当なものか。 

・ 経済性を重視したものか。 

・ 費用は安いか。 

10 

点数合計 100 

 

 


