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朝霞地区一部事務組合告示第９号  
 
業務の委託に関する一般競争入札を執行するので、朝霞地区一部事務組合契約規則（平

成１０年規則第３７号。以下「契約規則」という。）第３条の規定により、次のとおり公

告する。  
なお、本公告に記載のない事項については、朝霞地区一部事務組合事後審査型制限付一

般競争入札執行試行要綱（平成２８年告示第１号。以下「事後審査型入札要綱」とい

う。）及び朝霞地区一部事務組合事後審査型制限付一般競争入札参加者心得（平成２８年

告示第４号）の規定によるものとする。  
令和４年５月１７日 

朝霞地区一部事務組合     
管理者 富  岡 勝  則     

 
１ 入札対象事業 

(1) 事業名  
 朝霞地区一部事務組合立障害者支援施設すわ緑風園給食調理業務委託 

(2) 事業場所  
 朝霞地区一部事務組合立障害者支援施設すわ緑風園  

埼玉県和光市南２丁目３番２号 

(3) 事業期間 

令和４年１０月１日から令和７年９月３０日まで  
(4) 事業概要【令和４年度から令和７年度までの長期継続契約】 

   朝霞地区一部事務組合立障害者支援施設すわ緑風園の利用者に提供する給食を調理

する（給食調理業務委託仕様書のとおり）。 

 
２ 入札に参加する者に必要な資格 

本業務の入札に参加できる者の資格は、次のとおりとする。  
(1) 令和３・４年度朝霞地区一部事務組合競争入札参加資格者名簿に給食調理業務を受

注希望業種で登載されている者であること。 

(2) 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。 

(3) 契約規則第２条の規定により朝霞地区一部事務組合の一般競争入札に参加させない

こととされた者でないこと。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項若しくは第２項の規定に

より更生手続開始の申立てがなされている者（同法第４１条第１項の再生手続開始の

決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１

条第１項若しくは第２項の規定により再生手続開始の申立てがされている者（同法第

３３条第１項の再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

(5) 公告日から落札決定までの期間に、朝霞地区一部事務組合の契約に係る入札参加停
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止等の措置要綱（平成３１年告示第３号）に基づく入札参加停止の措置を受けていな

い者であること。 

(6) 公告日から落札決定までの期間に、朝霞地区一部事務組合の契約に係る暴力団排除

措置要綱（平成３１年告示第４号）に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者

であること。  
(7) 平成２９年４月１日以降に５０床以上の病院又は５０人以上の入所者のいる社会福

祉施設の給食調理業務を元請で３年以上受注した実績を有していること。 

(8) 公告日において、公益社団法人日本メディカル給食協会又は公益社団法人日本給食

サービス協会のいずれかの会員（賛助会員等を除く正会員とする。）であり、かつ、

事業期間中に退会をする予定がないこと。 

(9) 法人税、消費税又は地方消費税を滞納していない者であること。 

(10) 朝霞地区一部事務組合立障害者支援施設すわ緑風園が令和３年１１月２４日から

令和４年１月１２日まで開催した給食調理業務に係る厨房見学会に参加された者であ

ること（現契約者を除く。）。 

(11) 受託業者が、食中毒、災害、労働争議又は業務停止等の事情により受託業務の全

部又は一部の遂行が困難となった場合の保証のため、次の確実な支援体制が構築可能

な者であること。 

 ア 受託する業務を代行できる能力が確保されていること。 

 イ 代行に当たっての連絡体制が明確であること。 

 
３ 仕様書等の配布及び交付 

仕様書及び朝霞地区一部事務組合委託契約約款（以下「仕様書等」という。）の配布

は、必要に応じて朝霞地区一部事務組合のホームページからダウンロードすることによ

り行うものとする。ただし、ダウンロードすることができない場合は、以下のとおりＣ

Ｄ－Ｒを朝霞地区一部事務組合に持参することで、電子ファイルの交付を受けることが

できる。なお、この場合は事前に総務課へ連絡すること。 

(1) 電子ファイル交付場所 

朝霞地区一部事務組合 事務局総務課 

(2) 電子ファイル交付期間 

 公告日から令和４年５月２４日（火）まで（土、日曜日を除く。）  
(3) 受付時間  

 ８時３０分から１７時まで（ただし、１２時から１３時までを除く。）  
 

４ 現場説明会 

  開催しない。ただし、現場の見学を希望する場合は、事前に電話連絡の上、見学日時

等を調整すること。 

 

５ 仕様書等に関する質問及び回答 

(1) 仕様書等に関して質問がある場合は、質問書（指定様式）によりＦＡＸで提出する
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こと（この場合において、送信後に必ず電話により、ＦＡＸの到着を確認するこ

と。）。  
ア 提出期間  

 公告日から令和４年５月２４日（火）１５時まで（土、日曜日を除く。）  
イ 提出場所  
  朝霞地区一部事務組合 事務局総務課 

(2) 質問に対する回答は、令和４年５月３０日（月）１５時までに、朝霞地区一部事務

組合事務所の掲示場に掲示及びホームページに掲載する。  
 

６ 最低制限価格  
設定しない。  

 

７ 入札保証金  
免除とする（契約規則第７条第１項第３号の規定による。）。  

 
８ 入札書等の提出 

(1) 本公告に関する入札は、事後審査型入札要綱の規定による郵便入札とする（入札書

を郵送する封筒の作成方法は、ホームページに掲載する。持参による入札は認めな

い。）。 

 (2) 提出書類 

   入札書（指定様式） 

 (3) 郵送方法は、配達日指定郵便で、かつ、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれか

の方法とする。 

 (4) 提出日 

   入札書の提出日（配達指定日）は、令和４年６月２０日（月）とする。 

   （上記提出日に到達するよう郵便局にて郵便手続を行うこと。） 

 (5) 提出先 

朝霞地区一部事務組合 事務局総務課 

  

９ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。  
(1) 中封筒がない入札書による入札 

(2) 中封筒が封かんされていない入札書による入札 

(3) 中封筒に事後審査型入札要綱第１１条第１項第２号に規定する事項が記載されてい

ない入札書による入札 

(4) 入札者の押印のない入札書による入札 

(5) 入札金額を訂正した入札書による入札 

(6) 記載事項（入札金額を除く。）を訂正した場合においては、その箇所に押印のない

入札書による入札 
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(7) 押印された印影が明らかでない入札書の入札 

(8) 入札に参加する資格がない者がした入札 

(9) 記載すべき事項の記入のない入札書による入札又は記入した事項が明らかでない入 

札書による入札 

(10) ２通以上の入札書を提出した者がした入札 

(11) 明らかに連合によると認められる入札 

(12) その他この公告に示す条件に違反した入札 

 

10 開札の日時及び場所 

(1) 開札日時  
  令和４年６月２１日（火） ９時  
(2) 開札場所  

朝霞地区一部事務組合３階会議室  
 
11 落札候補者の決定 

入札金額が予定価格の制限の範囲内で最低の金額をもって入札した者を第１落札候補

者、２番目に低い入札をした者を第２落札候補者として決定し、入札金額及び業者名を

公表した上で落札決定を保留し、第１落札候補者から順次資格審査を行うものとする。 
 
12 入札参加資格審査 

  落札候補者は、朝霞地区一部事務組合から落札候補者として決定された日を含め２日

以内（令和４年６月２２日（水）まで）に以下の書類を提出しなければならない。  
(1) 提出先  

朝霞地区一部事務組合 事務局総務課 

(2) 提出書類  
ア 事後審査型制限付一般競争入札参加資格審査申請書（指定様式）  
イ 平成２９年４月１日以降に５０床以上の病院又は５０人以上の入所者のいる社

会福祉施設の給食調理業務を元請で３年以上受注した証明書（契約書の写しな

ど） １部  
ウ 公益社団法人日本メディカル給食協会又は公益社団法人日本給食サービス協会

のいずれかの会員証明書 １部  
エ 受託業務の継続性を担保することが確認できる書類（代行保証に関する契約書

の写しなど） １部 
(3) 提出方法 持参提出（郵送での提出は認めない。） 

(4) 提出時間 ９時から１５時まで 

(5) 入札参加不適格通知等 

ア 落札候補者が、入札参加資格を満たさず不適格と認めたときは、入札参加資格

不適格通知書を送付する。入札参加資格不適格通知書を受けた者は、当該通知を

受けた日から起算して３日以内（土、日曜日を除く。）に、その事由について書
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面により問い合わせすることができる。この場合における書面の提出先は、朝霞

地区一部事務組合事務局総務課とする。 

 イ 落札候補者が提出期限までに入札参加資格審査のための書類を提出しないとき、

又は入札参加資格審査において朝霞地区一部事務組合の指示に応じないときは、当

該落札候補者のした入札は効力を失う。 

 

13 落札者の決定 

入札参加資格審査の結果、資格を満たしているときは、落札候補者を落札者として決

定する。 

 

14 入札結果の公表 

  朝霞地区一部事務組合競争入札結果の公表に関する要綱（平成２６年訓令第２号）に

基づき、入札の結果を公表する。 

 

15 契約保証金 

  契約規則第２８条から第３１条までの規定による。 

 

16 支払条件 

毎月末締めとし、請求のあった日から３０日以内に支払うものとする。  
 

17 契約の締結 

(1) 落札者は、落札決定の通知を受けた日から７日以内に記名押印の上、契約書を提出

しなければならない。 
(2) 落札者は、別途指示する方法により契約書を製本しなければならない。 

 

18 その他 

 (1) 入札書に記載する金額は、月額とする。 

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載する金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税業者であ

るか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。 

(3) 提出された申請書等は返却しない。 

 (4) 入札参加者は、入札後、この公告、契約規則、事後審査型入札要綱、仕様書等、現

場等について不明を理由として、又は郵便事情等により事故が発生したことを理由と

して異議を申し立てることはできない。 

(5) 契約締結後、この契約に関し、談合その他不正行為があったとして、公正取引委員 

会の審決確定又は課徴金納付命令の確定があったとき、又は使用人を含め、刑法によ 

る刑が確定したときは、この契約による委託金額の１０分の２に相当する額を請求す 
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ることができるものとする。ただし、朝霞地区一部事務組合に生じた損害額が委託金 

額の１０分の２に相当する額を超えるときは、朝霞地区一部事務組合がその超過分に 

ついて賠償を請求することを妨げるものではない。事業が完了した後も同様とする。 

(6) 入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年 

法律第５４号）等に違反する行為を行ってはならない。 

(7) 提出された入札書は書換え、引換え又は撤回をすることはできない。  
(8) 本件における契約については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条 

の３及び地方自治法施行令第１６７条の１７の規定に基づく長期継続契約とする。  
(9) 翌年度以降に朝霞地区一部事務組合の歳出予算において本件における契約の契約金 

額について減額又は削除された場合には、本件における契約を変更又は解除する場

合がある。 

(10)入札に参加する者の数が１人であっても入札は成立する。 

 
19 問合せ 

(1) 入札及び契約に関すること 

朝霞地区一部事務組合 事務局総務課 企画財政係 

〒351-0023 埼玉県朝霞市溝沼１丁目２番２７号  

電話 048-461-2415 FAX 048-463-0493 

(2) 事業内容に関すること 

〒351-0104 朝霞地区一部事務組合立障害者支援施設すわ緑風園 管理係 

埼玉県和光市南２丁目３番２号 

電話 048-461-3028 FAX 048-461-1996 


