
給食調理業務委託業者一般競争入札公告

社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉　川口キングス・ガーデンの「給食調理業務委託業者

について、

下記のとおり一般競争入札を公告します。

平成 30年8月31日（金）

社会福祉法人　キングス・ガーデン埼玉

理事長　片　岡　正　雄

記

１．概要

（１）委託名　　川口キングス・ガーデン調理業務

（２）調理場所　埼玉県川口市赤芝新田 525-1

（３）委託内容　川口キングス・ガーデン入居者及び職員等の給食調理業務

（４）期　　間　平成 31年 4月１日から平成 32年 3月 31日

２．入札方法

（１）入札方法　一般競争入札

（２）最低制限価格　有（非公開）

（３）入札予定価格　有（非公開）

（４）入札保証金　　無

３．入札参加資格

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、ま

たは民事再生法（平成１１年法律２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者に

ついては、更生手続または再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受け

た後、埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。

（３）平成 30年 8月 1日現在、食事サービス業務委託を埼玉県下に於いて 10年以上継続して行ってい

ること。

（４）災害など不測の事態に代行保証の体制が整えてあること。

（５）公示日から落札決定までの期間に、埼玉県及び県内自治体の契約に係る暴力団排除措置要綱に基

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。

（６）当法人の理事が役員をしている企業でないこと。

４．申請書等の配布

（１）配布方法

①郵送を希望する業者は事前に電話でその旨申し出、住所氏名宛先等をFAXにて送付すること。

②現地受取　（訪問時刻を事前に電話にて申し出ること。）

　社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉



特別養護老人ホーム　川口キングス・ガーデン

担 当 ： 事 務 主 任 　 相 馬 ／ 管 理 栄 養 士 　 蓑 田

〒333-0824　埼玉県川口市赤芝新田 525-1

TEL:048-291-3300　　FAX：048-291-3311

（２）配布期間　平成 30年 8月 31日（金）～平成 30年 9月 13日（木）

　　　　　　　　　　土日祭日を除く午前 11時～午後 4時の間

（３）配布資料

①一般競争入札参加資格等確認申請書

　　　　　　②仕様書

　　　　　　③一般競争入札書

　　　　　　④委任状

５．申請書等の提出

（１）受付期間　平成 30年 9月 14日(金)～平成 30年 9月 21日(金)

（２）受付時間　午前 11時～午後 4時まで（土日祭日を除く）

（３）提出場所　社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉

特別養護老人ホーム　川口キングス・ガーデン

担 当 ： 事 務 主 任 　 相 馬 　 ／ 　 管 理 栄 養 士 　 蓑 田

〒333-0824　埼玉県川口市赤芝新田 525-1

TEL:048-291-3300　　FAX：048-291-3311

（４）提出方法

①郵送（当日消印可）

②直接持参（提出時刻を電話にて申し出ること）

（５）提出書類

①一般競争入札参加資格等確認申請書（様式有）

（６）入札参加資格確認の通知　平成 30年 10月 1日(月)午後３時

　　 （７）試食会及びプレゼンテーション

　　　　　①平成 30年 10月 10日(水)～平成 30年 10月 31日(水)の間で、日程及び会場を調整し

　　　　　　個別に試食会及びプレゼンテーションを実施。

６．仕様書に対する質疑応答

（１）受付日　　平成 30年 9月 14日(金)～平成 30年 9月 21日(金)

（２）受付時間　午前 11時～午後 4時まで（土日祭日を除く）

（３）通知先　社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉

特別養護老人ホーム　川口キングス・ガーデン

担 当 ： 事 務 主 任 　 相 馬 　 ／ 　 管 理 栄 養 士 　 蓑 田

E-mail：kawaguchi-kg＠mica.dti.ne.jp

（４）質疑方法　「質疑書」（様式有）をメールにより通知。

（５）回答方法　質疑及び回答は、すべての入札業者に同じ内容のメールもしくは FAXにより通知する。

（６）回答日時　平成 30年 9月 25日（火）午後 4時



７．入札日程等

（１）公告日 平成 30年 8月 31日（金）

（２）申請書等配布期間 平成 30年 8月 31日（金）～平成 30年 9月 13日（木）

　　　　　　　　　　　　　　（土日祭日を除く午前 11時～午後４時の間）

（３）申請書等提出期間 平成 30年 9月 14日（金）～平成 30年 9月 21日（金）

　　　　　　　　　　　　　　（土日祭日を除く午前 11時～午後４時の間）

（４）入札参加資格確認通知　 平成 30年 10月 1日（月）午後 3時

（５）質疑書提出日 平成 30年９月 14日（金）～平成 30年 9月 21日（金）

　　　　　　　　　　　　　　（土日祭日を除く午前１１時～午後４時の間）

（６）質疑書回答日 平成 30年 9月 25日（火）午後４時

（７）試食会及びプレゼンテーション

                                平成 30年 10月 10日(水)～平成 30年 10月 31日(水)

（８）入札日時 平成 30年 11月 7日（水）（即日開札）　午後 2時から

川口キングス・ガーデン集会室

８．審査及び決定

（１）提出された書類及びプレゼンテーションを公平に調査検討の上、入札予定価格を下回った会社の

中で最高の評価を受けた会社に委託する。

なお、最低価格で落札した事業者であっても見積書の内容が不備であった場合は、落札失格とす

ることができる。その場合、順次最安値の事業者の見積書を精査し適正と認められた事業者とす

る。

失格となった事業者へは、その理由を文書にて通知する。

（２）予定価格を下回る業者がなかった場合は、最低制限価格以上且つ最も近い価格で入札した者と交

渉により随意契約を行うものとする。

９．入札に当たっての注意事項

（１）代理人をして入札させる場合は、委任状を提出すること。

（２）入札書には消費税込みの見積額を記載すること。

（３）入札を辞退するときは、入札辞退届により申し出ること。

（４）入札参加にあたっては入札日当日に見積書を提出すること。

（５）下記の各項目に該当する入札は無効とする。

① 談合その他不正行為があったと認められる入札。

② 虚偽の一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者がした入札。

③ 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札。

④ 次に掲げる入札をした者がした入札。

ア 入札書の押印のないもの。

イ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの。

ウ 押印された印影が明らかでないもの。

エ 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの。

オ 代理人で委任状を提出しない者がしたもの。

カ 他人の代理を兼ねた者がしたもの。



キ ２以上の入札書を提出した者、又は２以上の者の代理をした者。

⑤ 前各項目に定めるもののほか、その他公告に示す事項に反した者がした入札。

以上
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