
入札公告 

令和元年５月７日 

セントラルキッチン方式による物品販売会社 各位 

                                 社会福祉法人 錦江舎 

                                 理事長 山本 玲子 

 

 社会福祉法人錦江舎が運営する可児市２施設および加茂郡八百津町２施設の岐阜県内施設セント

ラルキッチン方式による物品販売業務委託について、下記のとおり一般競争入札を行うので、公告す

る。 

 

１． 入札に付する事項 

（１） 業務委託名 岐阜県内施設セントラルキッチン方式による物品販売業務委託 

（２） 対象施設名 ①特別養護老人ホーム 夢眠かに（定員 29 名） 

      ②グループホーム夢眠かに(定員 18 名) 

      ③地域密着型特別養護老人ホーム 夢眠（定員 29 名） 

      ④小規模多機能型居宅介護 夢眠（通い定員 29 名、泊り定員 9 名） 

（３） 契約期間 令和元年７月１日から令和２年６月３０日まで 

     （最長で１年延長あり） 

（４） 業務委託内容 仕様書のとおり 

 

２． 入札方法  

（１） 一般競争入札 

（２） 入札保証金 なし 

（３） 予定価格有り（非公表） 

（４） 最低制限価格有り（非公表） 

 

３． 入札参加資格 

  （１）財団法人医療関連サービス振興会のサービスマークを取得していること。 

  （２）岐阜県内の２９床以上の特養業務委託の受託実績が３年以上あること。 

  （３）災害危機の際であっても、業務委託を遂行できる保障があること。 

  （４）直近２年以内に全国及び県内において食中毒等の事故を出していないこと。 

  （５）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もの

であること。 

  （６）会社更生法（平成１４年法律第２２５号）に基づき、更生手続き開始の申し立てがなさ

れている者でないこと。 

 

４． 入札参加申請について 

（１）受付期間公告日から令和元年５月１５日（水）正午１２：００時まで 

（２）申請方法 



     申請方法入札参加希望者は、入札参加申請書（別添）、暴力団等の関与のない旨の誓約書 

     兼承諾書（別添）及び入札参加資格の確認できる資料（会社案内等）を郵送または持参 

にて申請すること。 

 

５． 入札参加の連絡先 

    住所   〒509-0207 岐阜県可児市今渡１６１９－１３７ 

社会福祉法人錦江舎夢眠かに 担当 加藤 

電話番号  ０５７４－６６－２３０１ 

メール   katou@kinkousya.jp 

  

６．入札参加受付の通知 

令和元年５月１６日１８：００までに電子メールにて応募事業者に決定通知を行う。 

 

７．本公告および仕様書に関する質疑 

   本公告および仕様書で解釈が難しい内容、その他質問事項は下記の担当者まで E-mail に 

  て質問内容を送付すること。 

・質問送付先：   katou＠kinkousya.jp 

担当 加藤まで 

・質問送付期間：  令和元年５月８日から同月１３日１７：００まで 

・質問回答期間：  令和元年５月９日から同月１４日１７：００まで 

  ・質問の回答方法：  送信を希望するメールアドレスに電子メールで回答する。 

但し、質問の内容によっては入札による事業者選定に公平性を保てない場合あるいは必要性のな

いと判断される場合には回答しないことがある。 

 

８．入札に関する注意事項 

入札金額は、1食あたりの単価（税抜き）とする。（別途添付様式にて） 

 

９．入札執行の場所及び日時 

（１）日時  令和元年５月３１日(金)１３時００分～ 

（２）場所  岐阜県可児市今渡１６１９－１３７ 

特別養護老人ホーム夢眠かに 会議室 

１０．入札方法 

（１）郵送､電信による入札は不可とする。 

（２）入札書記載金額は､消費税を除いた金額を記載すること。 

 

１１．開札を行う時点 

入札後直ちにその場所で立会のうえ開札する。 

 

１２．落札者の決定方法 

（１）入札書記載金額が予定価格の範囲内で最低額のものを落札者とする。 



（２）予定価格範囲内の入札金額が無い場合は､再度入札を行う。 

（３）再度入札を１回行っても落札業者が無いときは､予定価格との差が僅少である場合は随意契

約とする場合がある。 

（４）入札同額金額が複数ある場合は､抽選により決定する。 

 

１３．入札の無効に関する事項 

次の事項の１つに該当する場合は､その入札は無効とします。無効な入札を行ったものは､

再度の入札に参加することができない。 

（１）入札者が同一事項に対し､２つ以上の入札を行ったとき 

（２）入札に関し､談合があったとき 

（３）入札書に記名押印がないとき 

（４）入札書の記載事項の確認ができないとき 

（５）入札参加資格を有しないものが入札したとき 

（６）その他入札者が指定した事項に違反したとき 

 

１４．委任状 

入札の際、代理人による場合は必ず委任状を提出することとする。 

 

１５．入札又は開札を中止する事項 

天災､その他やむを得ない理由により入札又は開札できない場合は、入札を中止する。 

 

１６．契約の締結 

セントラルキッチン方式による物品販売業務委託契約の締結は、落札者決定後当法人が指定する

日時に行う。 

 

１７．保証 

セントラルキッチン方式による物品販売業務委託契約期間中は、正常な状況下において発生

した通常の業務に支障を来たす事案に対し、受託者は直ちに対応し代替措置を行うなど円

滑な業務遂行の義務を負うものとする。 

 

１８．その他 

（１）一度入札した入札書は､書換え・撤回することはできない。 

（２）その他前述に定めのない事項については適宜協議し判断することとする。 

 

１９．入札事務局 

〒509-0207 岐阜県可児市今渡１６１９－１３７ 

      社会福祉法人錦江舎夢眠かに（きんこうしゃむうみんかに） 担当 加藤 

              ＴＥＬ：０５７４－６６－２３０１ 

  



入札参加申請書 

平成  年  月  日 

社会福祉法人 錦江舎  

理事長   山本 玲子 様  

  

  

  

所在地商号または名称  

 

 

代表者           ㊞  

     連絡先    -   -      

     E-mail  

  

  

岐阜県内施設セントラルキッチン方式による物品販売業務委託にかかる一般入札への参加を希望し

ます。  

 

名刺を貼付して下さい 



 

平成  年  月  日 

 

暴力団等の関与のない旨の誓約書兼承諾書 
 

社会福祉法人 錦江舎  

理事長  山本 玲子 様 

                    所在地 

商号又は名称  

代表者              印  

 

社会福祉法人錦江舎岐阜県内施設セントラルキッチン方式による物品販売業務委託業者の選定に参

加申し込むにあたり、下記の項目について相違ないことを誓約します。また、誓約内容確認のため、

必要に応じて社会福祉法人錦江舎が本承諾書を以て関係官庁に調査、照会することを承諾します。  

記 

 

以上 

 １．自己または自社の役員等または使用人が、次のいずれにも該当致しません。  

暴力団（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。  

以下「暴力団対策法」という》第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）  

（1） 暴力団員（暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）  

（2） 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者。  

（3） 自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴

力団又は暴力団員を利用している者  

（4） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的もしくは積極

的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者。  

（5） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。  

（6） 暴力団又は暴力団員と知りながらこれを利用している者。  

（7） 役員等が、暴力団又は、暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であること

を知りながら、下請契約、業務の再委託契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等。  

２．1 の（1）から（7）に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個

人ではありません。 

 



セントラルキッチン方式による物品販売仕様書 

 

【施設概要】 

 経営母体   社会福祉法人 錦江舎 

         理事長  山本玲子 

 

施設名  （１）特別養護老人ホーム夢眠かに 

     （２）グループホーム夢眠かに 

（３）地域密着型特別養護老人ホーム夢眠 

（４）小規模多機能型居宅介護夢眠 

 

所在地  （１）岐阜県可児市今渡１６１９―１３７（夢眠かに） 

      （２）岐阜県可児市岐阜県加茂郡八百津町田見４０４４―２（夢眠） 

【業者選定基準】 

ア． 東海地方に本店・支店・営業所を有していること 

イ． 現在岐阜県内の特別養護老人ホームに食事提供実績があること 

ウ． 現在全国での特別養護老人ホームの実績が 100 件を超えていること（セントラルキッチ

ン方式を利用しての直営方式に限る） 

エ． 以下の項目を含む企画見積書の内容（項目が入っていれば順不同） 

① 理念（企業理念及び、当該業務における方針） 

② 食材仕入れのポリシー 

③ 刺身・寿司等の有無（食材費内） 

④ 調味料ブランドの選定ポリシー 

⑤ その他食材グレード向上の為の具体的施策 

⑥ リスク管理の手法 

・災害発生時の対策 

⑦ 御見積及び内訳 

⑧ １日１人あたりのお食事費用(基本品数 朝食：1 汁 2 菜、昼夕：1 汁 3 菜での試算。人

件費、主食を除く。) 

⑨ その他行事食・介護食、御社独自の取り組み等 

⑩ 物販商品の仕様 

 

【委託期間】 

   令和元年７月１日から２年間 

   但し、契約期間満了の２カ月前までに双方から書面による契約終了または更改の意思表示が 

ない場合は、同一条件で最長１年間契約を更新するものとする。 

 

 

 



【予定食数】 

（１）可児 

・特養   定員２９名   グループホーム  定員１８名 

  ・職員食  朝食   １食 

        昼食   ５食 

        夕食   １食 

（２）八百津 

  ・特養   定員２９名   小規模多機能型居宅介護 通い２９名 泊り９名 

  ・職員食  朝食   １食 

        昼食   ５食 

 

【その他諸条件】 

（この仕様書の「甲」とは委託者をいい、「乙」とは受託者をいう） 

（１） 乙はセントラルキッチン方式による物品販売にあたり、甲の指示監督に従い、責務を果たす

と共に甲の運営方針を遵守すること。 

（２） 食数管理業務、給食栄養管理業務 

  ・乙は、甲が指示内容に基づき、販売数を把握する。 

  ・乙は、関係官庁に提出する給食関係の書類の基礎資料作成を協力する。 

  ・乙は、上記以外の関係伝票の整理、報告書を作成・管理する。 

 

【危機管理マニュアルの提出】 

   ・大規模地震や台風等の自然災害が発生した場合においても、入所者が高齢者であるため、

給食を完全に実施する必要がある。このことから、災害時における食材の搬送方法や確保

の方法等を明記した危機管理マニュアルを策定し、物品販売業務開始前までに施設長へ提

出する。 

 

【代行保証】 

   ・セントラルキッチン方式による物品販売業務を遂行することが困難となった場合は、社会福

祉施設での物品販売業務を現に受託している者で当該物品販売業務が遂行できる能力が担

保され、乙の業務を代行できる者を業務代行する保証人を立てること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入 札 書 

                

案  件  名 岐阜県内施設セントラルキッチン方式による物品販売業務委託 

納 入 場 所 各施設 

見 積 金 額 

朝食     

昼食     

夕食     

消費税を除いた単価金額を記載すること。 

 

  本書のとおり入札致します。 

 

 

  平成  年  月  日 

 

 

住 所           

 

商号又は名称         

 

氏 名           

 

代 理 人          

 

 

 

注 １．金額の前に「￥」の符号を付すること。 

  ２．１食当たり（各朝食、昼食、夕食）の単価（税抜き）を標記すること 

  ２．金額を訂正した入札は無効とする。 

  ３．代理人の場合は、代理欄に氏名を記載し、押印すること。 

 

 

 



委  任  状 
 年    月   日 

 

社会福祉法人 錦江舎 

理事長 山本 玲子 様 

 

住所 

 

商号又は名称 

 

代表者氏名印 

 

 

私は        を代理人と定め、下記の件に関する入札(見積り)の 

一切の権限を委任します。 

 

 

 

 

１ 案 件 名 岐阜県内施設セントラルキッチン方式による物品販売業務委託 

 

２ 入 札 日  令和元年５月３１日(金) 

 

 

 


