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第１  募集要項等の定義 

 

北海道伊達市（以下「市」という。）は、（仮称）伊達市学校給食センター整備運営事業

（以下「本事業」という。）について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に

関する法律（平成 11 年法律第 117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づく事業（以下「Ｐ

ＦＩ事業」という。）として実施するため、平成 26 年 3 月 25 日に（仮称）伊達市学校給食セ

ンター整備運営事業に関する実施方針及び要求水準書（案）を公表した。 

これらに対する意見等を踏まえ、本事業をＰＦＩ事業として実施することが適切であると

認め、ＰＦＩ法第 7 条の規定により、本事業を特定事業として選定し、平成 26 年 6 月 24 日

に公表した。 

この募集要項は、市が本事業を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）を公募型プ

ロポーザル方式により募集及び選定するに当たり、応募しようとする者に配付するものであ

る。応募者は、募集要項の内容を踏まえ、応募に必要な提出書類を提出すること。 

なお、本募集要項に併せて配付する次に掲げる資料について本募集要項と一体の資料とし、

これら全ての資料を含めて「募集要項等」と定義する。 

１ 要求水準書      市が事業者に要求する具体的なサービス水準を示すもの 

２ 優先交渉権者選定基準 応募者から提出された提案書を審査する基準を示すもの 

３ 様式集        提案書の作成に使用する様式を示すもの 

４ 基本協定書（案）   市と選定事業者が締結する基本協定書の案を示すもの 

５ 事業契約書（案）   市と特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）が締結する事業

契約書の案を示すもの 
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第２  対象事業の概要 

 

１  事業名 

（仮称）伊達市学校給食センター整備運営事業 

 

２  公共施設の管理者の名称 

伊達市長  菊谷 秀吉 

 

３  事業内容 

(1)  事業目的 

伊達市と壮瞥町の学校給食は、元町調理場と大滝区調理場の 2 ヵ所で、伊達市内 15 校と壮

瞥町内 4 校を合わせて 19 の小・中学校の給食の調理や配送、食器などの洗浄業務を民間委託

で実施している。 

元町調理場は昭和 43 年に建設され、伊達市内 13 校と壮瞥町の 4 校に、1 日当たり約 3,000

食を提供しているが、施設整備から 40 年以上が経過し、老朽化が著しいことに加え、学校給

食衛生管理基準を満たしておらず、安心・安全な学校給食を提供する観点から早急な建て替

えが必要である。 

一方、大滝区調理場は、平成 5 年に建設され、現在、大滝小学校と大滝中学校の 2 校に 1

日当たり約 100 食を提供しているが、アレルギー対応食の調理ができないことや、小規模施

設であるがゆえにスケールメリットを生じさせることができず、効率的な運営が求められて

いる。 

そのため、市では、これら 2 ヵ所の調理場の統合を含む新たな学校給食センターを整備し、

学校給食衛生管理基準等を満たす安心・安全な学校給食の提供を確保し、効率的な学校給食

事業の実現を目指すものである。 
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(2)  本事業の基本方針 

本事業は、新たに 1 日当たり 3,300 食の供給能力のある学校給食センターを整備し、その

事業期間内において、施設の維持管理及び運営を行うものである。 

事業実施にあたっての基本方針は、以下のとおりである。 

基本方針 

項目 内容 

①衛生管理の徹底 安全な給食を提供するため、ＨＡＣＣＰ（ Hazard 

Analysis and Critical Control Point）の概念を取り入

れ、関係法令等に基づき、衛生管理の徹底を図る。 

②安全でおいしい給食の

実現 

より豊かでおいしい給食を安定的に供給するため、多様な

献立に対応できる厨房機器、適切な温度管理ができる保温

食缶等の導入など、調理機能の充実に努める。 

③アレルギー対応食の提

供 

近年増加傾向にある食物アレルギーを持つ児童・生徒に対

する給食（除去食を基本）の提供に対応しうる機能設備を

兼ね備えた施設とし、これに応じた業務システムの構築に

取り組む。 

④食育の推進 児童・生徒の食に関する正しい理解を図るため、地産地消

や米飯給食の充実、調理施設の見学を行うほか、市民の食

に関する研修・交流、栄養指導等の充実に努め、施設の有

効利用を図る。 

⑤防災機能の導入 有珠山噴火等に備え、非常時の炊き出しなど、周辺施設と

の連携を図りつつ、災害への対応を図る。 

⑥環境への配慮 クリーンエネルギーの利用等、省エネルギー設備の導入や

生ごみの減量化・再資源化への対応など、環境負荷の低減

に取り組む。 

⑦コスト縮減の追求 施設の建設から維持管理・修繕、調理・運営等全般にわた

るライフサイクルコストの縮減を可能な限り追求する。 

 

(3)  事業の手法 

本事業は、ＰＦＩ法に基づき、次に掲げる市有地に事業者が学校給食センターの整備等を

行い、その事業期間内において施設等の維持管理及び運営を行うものである。 

 

(4)  事業の内容 

ア  施設概要 

(ｱ)  事業用地  伊達市梅本町 71番 8外 

(ｲ)  敷地面積  4,000㎡ 

(ｳ)  提供食数  1日当たり最大 3,300食 

(ｴ)  対象学校  19校（伊達市 15校、壮瞥町 4校） 
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イ  事業方式 

ＰＦＩ法に基づき、市と事業契約を締結し、事業者自らが当該施設を設計・建設し、施

設の所有権を市に移転した後、その施設の維持管理及び運営等を行うＢＴＯ（Build 

Transfer Operate）方式とする。 

 

ウ  事業期間 

事業期間は、次のとおりとする。 

(ｱ)  設計・建設・開業準備期間 事業契約締結日～平成 30 年 1 月（施設の引渡し日まで） 

(ｲ)  施設の引渡し       平成 30年 1月 9日 

(ｳ)  供用開始日        平成 30年 1月 10日 

(ｴ)  維持管理期間       施設引渡し日の翌日～平成 44年 12月末日（約 15年間） 

(ｵ)  運営期間         供用開始日～平成 44年 12月末日（約 15年間） 

なお、事業期間終了日以降の施設の維持管理及び運営に関しては、必要に応じて事業者

の意見も参考にしながら、市が事業期間内に決定する。 

 

エ  業務範囲 

事業者が行う業務の範囲は次のとおりとする。 

① 設計業務 

・事前調査業務 

・建築本体（建築物、建築付帯設備等）に係る設計業務 

・厨房設備に係る設計業務 

・工事開始までに必要な関連諸手続き 

② 工事監理業務 

③ 建設業務 

・建設業務 

・厨房設備の調達・設置業務 

④ 各種備品調達等業務 

・各種備品の調達・設置業務 

・各種備品の台帳作成業務 

⑤ 開業準備及び引渡業務 

・開業準備業務 

・引渡業務 

⑥ 維持管理業務 

・建築物保守管理業務 

・建築設備保守管理業務 

・厨房設備保守管理業務 



 (仮称)伊達市学校給食センター整備運営事業 募集要項

5 

・各種備品保守管理等業務 

・外構等保守管理業務 

・環境衛生管理・清掃業務 

・警備業務 

・エネルギー管理支援業務 

・長期修繕計画業務（注 1） 

⑦ 運営業務 

・献立作成支援業務 

・検収補助業務 

・調理等業務 

・洗浄・残菜等処理業務 

・配送・回収業務 

・衛生管理業務 

・食育支援業務 

・厨房備品更新等業務 

・事業者提案による自主事業 

 

注 1：市は、事業期間を超えた長期の維持管理計画の見通しの中、大規模修繕を行わ

ないで済むような予防保全・計画修繕に基づく長期修繕計画を期待している。従っ

て、市は事業期間中において大規模修繕は発生しないものと想定するが、大規模修

繕を行った方が良いとして長期修繕計画を提案する場合は、その費用を見込んだ提

案とすること。 

ここでいう大規模修繕とは、建物の一側面、連続する一面全体又は全面に対して行

う修繕をいい、設備に関しては、機器、配管、配線の全面的な更新を行う修繕をい

う（「建築物修繕措置判定手法（（旧）建設大臣官房官庁営繕部監修）」（平成 5 年版）

の記述に準ずる。）。 

 

（参考）運営に関して市が実施する主な業務は次のとおり。 

・提供食数の決定 

・献立作成 

・食材調達業務及び検収 

・検食 

・配送校内での配膳 

・給食費の徴収管理 

・児童・生徒への食育業務 

・見学等への対応 
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第３  応募に関する条件 

 

１  応募者の備えるべき参加資格要件 

(1)  応募者の構成等 

応募者の構成等は次のとおりとする。 

ア  応募者は、次に掲げる企業グループにより構成されるものとし、応募者グループの代表

企業を定めること。 

(ｱ)  本施設を設計する企業（以下「設計企業」という。） 

(ｲ)  本施設を建設する企業（以下「建設企業」という。） 

(ｳ)  本施設の厨房設備等を設計・製作・設置する企業（以下「厨房設備企業」という。） 

(ｴ)  本施設を工事監理する企業（以下「工事監理企業」という。） 

(ｵ)  本施設を維持管理する企業（以下「維持管理企業」という。） 

(ｶ)  本施設を運営する企業（以下「運営企業」という。） 

イ  応募者は、上記(ｱ)から(ｶ)の構成員及び協力企業により構成されるものとし、各企業と

も尐なくとも 1 社は構成員とすること。また、参加表明書提出時には構成員及び協力企業

の企業名、並びにそれらが携わる業務について明らかにすること。なお、構成員及び協力

企業の定義については、以下のとおりとする。 

(ｱ)  構成員とは、ＳＰＣに対して出資する者であり、ＳＰＣが直接業務を委託し、又は請

け負わせることを予定する者をいう。 

(ｲ)  協力企業とは、ＳＰＣに対して出資は行わない者であり、ＳＰＣが直接業務を委託し、

又は請け負わせることを予定する者をいう。 

ウ  参加表明書提出以降、代表企業の変更は認めない。代表企業以外の構成員又は協力企業

の変更については、やむを得ない事情が生じた場合は、市と協議を行う。 

エ  応募者の構成員又は協力企業は、他の応募者の構成員又は協力企業になることはできな

い。 

オ  優先交渉権者は、仮契約締結までに本事業を実施するＳＰＣを設立し、代表企業及び構

成員はＳＰＣに対して出資を行うこと。また、代表企業及び構成員での出資比率は、ＳＰ

Ｃの全株式の 50％を超えるものとし、代表企業は、出資者の中で最大出資比率とすること。

さらに、全ての出資者は、事業契約が終了するまでＳＰＣの株式を保有し、市の事前の書

面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならな

い。 

カ  構成員又は協力企業は、ＳＰＣから受託又は請け負った業務の一部について、第三者に

委託、又は下請人を使用することができるが、その際は、当該委託又は請負にかかる契約

を締結する前に市に通知すること。 
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(2)  応募者の参加資格要件 

ア  共通の参加資格要件 

応募者の構成員及び協力企業は、次の参加資格要件をすべて満たすこととする。 

(ｱ)  本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財務能力を有していること。 

(ｲ)  本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること。 

(ｳ)  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。 

(ｴ)  市の競争入札参加資格者名簿（平成 25・26年度）に、原則、登録してあること。 

(ｵ)  市の指名停止措置を受けていない者であること。 

(ｶ)  会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は旧会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）

に基づく更生手続きの開始がされていないこと。 

(ｷ)  民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

ないこと。 

(ｸ)  会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）第 64 条

による改正前の商法（明治 32 年法律第 48 号）第 381 条の規定に基づく整理開始の申

立て若しくは通告の事実がないこと。 

(ｹ)  手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止などの事実があり、経

営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

(ｺ)  直近営業年度の法人税、消費税及び地方消費税、市税を滞納している者でないこと。 

(ｻ)  次に示す者と資本面及び人事面において関連がある者でないこと。 

a  審査委員会の委員、または委員が属する企業 

b  本業務に係るアドバイザー 

・パシフィックコンサルタンツ株式会社 

・日比谷パーク法律事務所 

注：「資本面において関連がある」とは、当該企業の発行済株式総数の 100 分の 20 

を超える株式を有する、又は、その資金の総額の 100 分の 20 を出資しているもの

をいい、「人事面において関連がある」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼

ねているものをいう。 

(ｼ)  「伊達市暴力団の排除の推進に関する条例」（平成 26 年条例第 2 号）第 2 条第 1 号に

規定する暴力団でない者。役員又は使用人が同条第 2号に規定する暴力団員でない者。 

(ｽ)  破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続開始

の申立てがなされている者又は同法附則第 2 条の規定による廃止前の破産法（大正 11

年法律第 71 号）第 132 条若しくは第 133 条の規定による破産の申立てがなされている

者でないこと。 
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イ  設計企業及び工事監理企業のうち、構成員は次の全ての要件を満たしていること。また、

協力企業は、(ｲ)(ｵ)を除いた全ての要件を満たしていること。 

(ｱ)  建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条第 1 項の規定により、一級建築士事務所

の登録を受けた者であること。 

(ｲ)  ＨＡＣＣＰ対応施設に対する相当の実績等を有していること。 

なお、「ＨＡＣＣＰ対応施設に対する相当の実績等を有していること。」とは、ＨＡＣ

ＣＰ認証取得施設、ＩＳＯ22000 認証取得施設又は地方公共団体が行う自主衛生管理

評価事業等により、ＨＡＣＣＰと同等の自主衛生管理を行っていると認められた施設

の設計実績、ドライシステムの学校給食の設計実績、ＨＡＣＣＰに関する書籍の出版

等の実績、若しくは、ＨＡＣＣＰに関する審査員資格等を有しているものを配置する

こと等をいう。 

(ｳ)  工事監理業務と建設業務は、同一の企業又は資本面もしくは人事面において関連があ

る企業同士が実施してはならない。 

(ｴ)  国（公社、公団及び独立行政法人を含む）又は地方公共団体が発注した延床面積

2,000 ㎡以上で、平成 11 年度以降に着手した公共施設の設計実績（基本設計又は実施

設計）を有していること。 

(ｵ)  平成 11 年度以降に着手した学校給食センター又は集団調理施設（民間施設も含む）

の設計実績（基本設計又は実施設計）を有していること。 

 

ウ  建設企業のうち、構成員は次の全ての要件を満たしていること。また、協力企業は、

(ｱ)の要件を満たしていること。 

(ｱ)  建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条第 1 項の規定により、建築一式工事につ

き特定建設業の許可を受けた者であること。 

(ｲ)  市の建築一式工事での格付けがＡ級、又は建築業法第 27 条の 23 第 1 項に定める経営

事項審査において建築工事一式の総合評定値が 1,000点以上であること。 

(ｳ)  平成 11年度以降に公共施設の施工完了実績を有していること。 

 

エ  維持管理企業及び厨房設備企業は、次の要件を満たしていること。 

(ｱ)  業務を実施するために必要となる有資格者等を本事業に配置することが可能なこと。 

(ｲ)  複数の場合は、全ての企業が上の(ｱ)を満たすこと。 

 

オ  運営企業は、次の要件を満たしていること。 

(ｱ)  学校給食施設又は集団調理施設等における調理業務の実績及び運営能力を有している

こと。 

(ｲ)  ＨＡＣＣＰ対応に対する相当の知識を有していること。 

(ｳ)  複数の場合は、主に調理業務全般を行う企業が上の(ｱ)、(ｲ)を満たすこと。 
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(3)  参加資格の確認及び失格要件 

参加資格の確認は、参加表明書提出締め切り日の最終日とする。ただし、参加資格確認

後、契約締結までの期間に、応募者または応募者を構成する企業が上記応募者の備えるべ

き参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には、失格とする。ただし、前記(1)ウの規

定により協議し、市が認めた場合に限り、代表企業以外の構成員については、変更する場

合がある。 

 

２  応募に関する留意事項 

(1)  募集要項等の承諾 

応募者は、提案書の提出をもって、募集要項等及び追加資料の記載内容を承諾したものと

みなす。 

 

(2)  費用負担 

応募に係る費用は、すべて応募者の負担とする。 

 

(3)  使用する言語、計量単位、通貨単位及び時刻 

応募に関して使用する言語は日本語、計量単位は計量法（平成 4 年法律第 51 号）に定める

もの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

 

(4)  提出書類の取扱い 

ア  著作権 

提案書類の著作権は、応募者に帰属する。ただし、市は、本事業の公表及びその他、市

が必要と認める場合、選定事業者の提案書の一部又は全部を無償で使用できるものとする。

また、選定事業者以外の提案については、本事業の公表以外には使用しない。 

なお、提出を受けた書類は返却しない。 

イ  特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づい

て保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理

方法、運営方法等を使用した結果生じた責任は、原則として応募者が負うものとする。 

 

(5)  応募無効に関する事項 

次のいずれかに該当する応募は、無効とする。 

ア  参加資格要件を満たさない者が行った応募 

イ  委任状を提出しない代理人による応募 

ウ  記名押印を欠く応募又は提案書中要領を知得できない応募 
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エ  金額を訂正した応募 

オ  誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である応募 

カ  明らかに連合によると認められる応募 

キ  その他応募に関する条件に違反した応募 

 

(6)  市からの提示資料の取扱い 

応募者（応募を辞退した者を含む。）は、市が提示する資料を、本事業の応募に係る検討以

外の目的で使用することはできない。 

 

(7)  予定価格 

本事業において想定する事業期間を通じた事業契約金額の予定価格は、4,767,240 千円

（消費税及び地方消費税含む）である。 

 

(8) 募集要項等に定めるもののほか、応募に当たって必要な事項が生じた場合には、応募者

に通知する。 
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第４  応募の手続き等 

 

１  事業者募集等のスケジュール 

本事業における事業者の募集・選定スケジュールは、次のとおり予定している。 

 

平成 26年 7月 22 日（火） 募集要項等の公表 

平成 26年 7月 28 日（月） 募集要項等に関する説明会 

平成 26年 7月 22 日（火） 

～8月 19日（火） 

学校見学期間 

（※ただし、各学校の夏季休業期間中とする。） 

平成 26年 8月 22 日（金） 募集要項等に関する第 1回質問等の受付締切 

平成 26年 9月 30 日（火） 募集要項等に関する第 1回質問等に対する回答 

平成 26年 10月 8 日（水） 参加表明書，参加資格審査申請書類の受付締切 

平成 26年 10月 20日（月） 参加資格審査結果の通知 

平成 26年 10月 22日（水） 参加資格がないと認めた理由の説明要求 

平成 26年 10月 29日（水） 参加資格がないと認めた理由の説明要求に係る回答 

平成 26年 11月中旪 民間事業者との対話（競争的対話） 

平成 26年 11月 25日（火） 募集要項等に関する第 2回質問等の受付締切 

平成 26年 12月 25日（木） 募集要項等に関する第 2回質問等に対する回答 

平成 27年 2月 16 日（月） 提案書の受付 

平成 27年 5月～6月初旪 優先交渉権者の選定及び公表 

平成 27年 8月 仮契約締結 

平成 27年 9月 契約議案の議会への提案及び議決 

平成 27年 9月 事業契約締結 

 

２  応募に関する手続 

(1)  募集要項等の公表 

特定事業の選定を踏まえ、平成 26 年 7 月 22 日（火）に募集要項等について、市ホームペ

ージに公表することにより行い、紙媒体での個別の配付は行わない。 

なお、様式集の EXCEL 版については、別途電子メールにて配付するので、希望する者は第

9に示す問合せ先に連絡すること。 

 

(2)  募集要項等に関する説明会及び学校見学等 

募集要項等に関する説明会及び学校見学期間、配付資料の配付を次のとおり行う。 

ア  募集要項等に関する説明会 

(ｱ)  日 時  平成 26年 7月 28日（月）14:00～ 

(ｲ)  場 所  だて歴史の杜カルチャーセンター 
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（北海道伊達市松ヶ枝町 34-1 電話：0142-22-1515） 

(ｳ)  申込み方法 「様式集」様式 1-1 に記載の上、電子メールにより、平成 26 年 7 月 25

日（金）正午までに、第 9に示す問い合わせ先へ提出すること。 

＊ 説明会で募集要項等の配付は行なわないので各自持参すること。 

イ  学校見学期間 

(ｱ)  期 間  平成 26年 7月 22日（火）～8月 19日（火）の平日 

※ただし、各学校の夏季休業期間中とする。 

(ｲ)  申込み方法 応募者にて、各対象校へ申し込むこと。 

ウ  配付資料の配付 

(ｱ)  日 時  平成 26年 7月 22日（水）～7月 28日（月） 8:45～17:30 

(ｲ)  場 所  伊達市教育委員会 教育部学校教育課学校教育係 

(ｳ)  内 容 

・ 配付資料 1：測量図（ＣＡＤデータ） 

・ 配付資料 2：各配送校の平面図 

 

(3)  募集要項等に関する第 1回質問の受付 

募集要項等の内容等に関する第 1回質問を次のとおり受け付ける。 

ア  日 時  平成 26年 8月 22日（金）17 時まで 

イ  提出方法 「様式集」様式 1-2 に記載の上、電子メールにより、第 9 に示す問い合わせ

先へ提出すること。 

 

(4)  募集要項等に関する第 1回質問の回答 

募集要項等の内容等に関する第 1 回質問の回答を、平成 26 年 9 月 30 日（火）に市ホーム

ページにおいて公表する。 

 

(5)  参加表明書、参加資格審査申請書類の受付 

応募者は、構成員名を記載した参加表明書及び参加資格審査申請書類を提出し、構成員及

び協力企業の参加資格の審査を受けることとする。 

ア  提出日時  平成 26年 10月 8日（水）9:00～15:00  

＊ 簡易書留郵便、もしくは配達証明郵便（以下「郵送」という。）の場合は、前日 17

時まで必着のこと。 

イ  提出場所  伊達市教育委員会 教育部学校教育課学校教育係 

ウ  提出方法  直接持参または郵送により提出すること。 

エ  提出書類  「様式集」を参照のうえ、次を提出すること。 

(ｱ)  参加表明書 

(ｲ)  構成表 
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(ｳ)  委任状（代表企業） 

(ｴ)  委任状（受任者) 

(ｵ)  参加資格審査申請書及び添付書類 

(ｶ)  構成員の制限等に係る誓約書 

 

(6)  参加資格審査結果の通知 

参加資格審査結果を平成 26年 10月 20日（月）に代表企業に通知する。 

 

(7)  参加資格がないと認めた理由の説明要求及び説明要求に係る回答 

参加資格がないとされたものは、参加資格がないと認めた理由について、平成 26 年 10 月

22 日（水）までに書面により説明を求めることができる。説明要求に対する回答を、平成 26

年 10月 29日（水）に行う。 

 

(8)  民間事業者との対話 

ア  対話の目的 

本事業では、応募者からよりよい提案を受けるために、対面方式により、応募者が市に

対して募集要項等に関する疑義を確認すること、また優れた提案につながる応募条件の変

更要望等の確認等を行うことで、市及び応募者の意志疎通を図ることを目的として、対話

を実施する。 

イ  対話参加者 

参加資格審査通過者で、対話を希望する参加グループ 

ウ  申込み方法及び対話の実施に対する質問書の受付 

対話を希望する者は、対話の実施に先立ち、対話における議題・質問等を提出すること。

対話の進め方、質問書の提出方法等については、参加資格確認後、代表企業に通知する。 

エ  質問書の受付期間 

平成 26年 11月中旪頃 

 

(9)  募集要項等に関する第 2回質問の受付 

募集要項等の内容等に関する第 2回質問を次のとおり受け付ける。 

ア  日 時  平成 26年 11月 25日（火）17時まで 

イ  提出方法 「様式集」様式 1-2 に記載の上、電子メールにより、第 9 に示す問い合わせ

先へ提出すること。 

 

(10)  募集要項等に関する第 2回質問の回答 

募集要項等の内容等に関する第 2 回質問の回答を、平成 26 年 12 月 25 日（木）に市ホーム

ページにおいて公表する。 
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(11)  応募の辞退 

参加資格の確認を受けた応募者が、応募を辞退する場合は、提案書提出期限までに、「様式

集」に示す応募辞退届（様式 3）を市へ持参により提出すること。 

なお、応募を辞退した場合、今後、市の行う業務について不利益な取扱いをされることは

ない。 

 

(12)  提案書類の受付 

参加資格の確認を受けた応募者は、「様式集」に従い作成し、提案書類を提出すること。 

ア  提出日時   平成 27年 2月 16日（月）9:00～15:00 

＊ 郵送の場合は、前日 17時まで必着のこと。 

イ  提出場所  伊達市教育委員会 教育部学校教育課学校教育係 

ウ  提出方法  直接持参、もしくは郵送により提出すること。 

エ  提出書類  「様式集」を参照のうえ、次を提出すること。 

(ｱ)  提案書提出届（正本 1部） 

(ｲ)  提案価格書（正本各 1部） 

・提案価格書 

・提案価格内訳書 

(ｳ)  提案書 

・設計図書（正本 1部、副本 20部） 

・業務提案書（正本 1部、副本 20部） 

a 設計・建設業務提案書 

b 維持管理業務提案書 

c 運営業務提案書 

d 事業計画提案書 

(ｴ)  電子データ（正本 1部） 

 

(13)  提案に関するヒアリング 

提案書の内容の確認のために、応募者に対するヒアリングを、平成 27 年 5 月～6 月初旪に

実施する。詳細については、代表企業に通知する。 

 

(14)  その他 

ア  市が提示する資料及び回答書は、募集要項等と一体のものであるため、その内容も踏ま

えて、提案書等を作成すること。 

イ  次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

(ｱ)  提出期限（平成 27年 2月 16日（月）15時）を過ぎて提案書が提出された場合 
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(ｲ)  提案書に虚偽の記載があった場合 

(ｳ)  募集要項等に違反すると認められた場合 
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第５  審査及び選定方法等 

 

１  選定方法 

事業者の募集及び選定に当たっては、競争性・透明性の確保に配慮した上で、公募型プロ

ポーザル方式により行う。 

 

２  審査委員会の設置 

事業者提案の評価及び審査は、事業者の選定を公平かつ適正に実施するため、学識経験者

及び市職員等で構成する(仮称)伊達市学校給食センター整備運営事業ＰＦＩ事業者選定審査

委員会」（以下「審査委員会」という。）が行い、順位を決定する。市は、審査委員会による

審査結果に基づき、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。 

審査委員会は次の 9 名で構成される。なお、本事業の優先交渉権者選定までの間に、事業

者選定に関して、応募者やそれと同一と判断される団体等が、自己を有利に又は他の応募者

の不利にするように、各委員に働きかけを行った場合は失格とする。また本事業に関する質

問等を行うことは控えること。審査委員会は、非公開とする。 

 

氏名（敬称略） 役 職 

委員長 石井 吉春 北海道大学 公共政策大学院 教授 

委員 荒川 義人 天使大学 看護栄養学部栄養学科 教授 

委員 舛田 仲永 伊達市校長会 

職務代理者 若山 憲治 伊達市ＰＴＡ連合会 

委員 鎌田 衛 伊達市企画財政部長 

委員 篠原 弘明 伊達市総務部長 

委員 斉藤 嘉朗 伊達市市民部長 

委員 大山 孝 伊達市建設部長 

委員 松下 清昭 伊達市教育委員会教育部長 

 

３  審査の方法 

(1)  資格審査 

市は、参加表明時に提出する参加資格審査申請書類について、募集要項に記載の応募者の

備えるべき参加資格要件を満たしていることを確認する。資格不備の場合は、失格とする。 

 

(2)  提案審査 

ア  提案内容の基礎審査 

市は、提案書に記載された内容が、「優先交渉権者決定基準」に示す基礎審査項目を満た

していることを確認する。この基礎審査項目について 1 項目でも満たさないことが確認さ
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れた場合は失格とする。 

イ  提案内容の定量化審査 

審査委員会は、「優先交渉権者決定基準」に従って、提案書の内容について総合評価の方

法により評価を行い、順位を決定する。 

総合評価は、応募者の提出した提案内容について評価項目ごとに評価の理由を明らかに

した上で得点化し、得点の合計（総合評価値）が最も高い提案を行った応募者を 1 位とし、

以下総合評価値の高い順に順位を決定する。なお、評価項目や評価方法は、「優先交渉権者

決定基準」に示す。 

 

(3)  優先交渉権者の決定 

市は、審査委員会が選定した順位を基に、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。 
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第６  提案に関する条件 

 

本事業の提案に関する条件は次のとおりである。応募者は、これらの条件を踏まえて、提

案書を作成すること。なお、応募者の提案が「要求水準書」に示す要求要件を満たしていな

い場合は失格とする。 

 

１  建設予定地等 

(1) 建設予定地 伊達市梅本町 71番 8外 

(2) 用途地域  第二種住居地域 

(3) 建ぺい率  60％ 

(4) 容積率   200％ 

(5) 敷地面積  4,000㎡ 

(6) 所有関係  市有地 

(7) インフラとの接続 

下記インフラとの接続を行う場合は、各管理者の定める規則に従い事業者の負担で整

備する。詳細な内容については、事業者にて必要な調査・協議を行い、接続箇所・方法

等を決定すること。 

ア 上水道       伊達市建設部 

イ 下水道（汚水）   伊達市建設部 

ウ 電力        北海道電力株式会社 

エ ガス        各プロパンガス会社 

オ 電話        各電話会社 

 

２  施設の設計・建設、維持管理、運営等の提案に関する条件 

本事業の範囲である施設の設計業務、建設業務、維持管理業務、運営業務等については、

「要求水準書」を満たすものとし、「様式集」に従い、提案書を作成すること。 

 

３  市への施設の所有権移転に関する条件 

事業者は、供用開始日の前日までに、市に施設の所有権を移転すること。 

 

４  事業計画の提案に関する条件 

事業計画については、次の条件に従って提案書を作成すること。また、別添資料 4「事業

者の収入の構成と支払方法」も参照とすること。 

なお、返済期間においては、追加的な出資又は融資の必要が生じないようにすること。 

(1)  事業者の収入 

ア  建設一時支払金 
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市は、事業者が実施する施設の建設への対価（設計費、建設費（ただし、初期調達備品

費及び開業準備費を除く））を建設一時支払金として、事業者に支払う。 

イ  割賦料 

市は、事業者が実施する初期調達備品費及び開業準備費（開業準備に係る光熱水費と調

理リハーサルの食材調達費用も含む）の対価を割賦料として、維持管理・運営期間中、事

業者に支払う。 

(ｱ)  割賦料の算定方法 

市が維持管理・運営期間を通じて支払う割賦料は、応募者が提案する初期調達備品費

及び開業準備費を元本の金額として、係る元本を応募者が提案するスプレッドに基準金

利を加えた金利及び返済期間 15 年間の元利均等返済の方式によって算出される元利償還

金額を各期別の支払額とする。 

(ｲ)  割賦料の支払方法 

割賦料の支払期間は 15 年間とし、平成 29 年度第 4 四半期分（供用開始日～3 月末日）

を初回として支払うものとする。以後年 4 回、平成 44 年度第 3 四半期分（10 月 1 日～

12 月末日）までの 60 回の平準化した支払とする。ただし、第 1 回の支払における金利

算定対象期間は 81日間とし、他の支払回においては 3ヶ月間とする。 

(ｳ)  提案に使用する金利及び基準金利 

提案書の提出時には、元本及びスプレッドを提案するとともに、平成 27 年 1 月 16 日

の基準金利を用いて割賦料を提案すること。 

実際の支払いは、引渡し日の基準金利にて算定される額とする。基準金利は、TOKYO 

SWAP REFERENCE RATE としてテレレート 17143 ページに表示されている 6 か月 LIBOR ベ

ース 15年物（円－円）金利スワップレート（基準日午前 10時）とする。 

ウ  委託料 

市は、事業者が実施する施設の維持管理及び運営の対価を、委託料として維持管理・運

営期間にわたって事業者に支払う。 

(ｱ)  委託料の支払方法 

委託料の支払期間は 15 年間とし、平成 29 年度第 4 四半期分（供用開始日～3 月末日）

を初回として支払うものとする。以後年 4 回、平成 44 年度第 3 四半期分（10 月 1 日～

12月末日）までの 60回の平準化した支払とする。 

(ｲ)  委託料の改定 

委託料は、物価変動に基づき、年に 1 回改定する。改定方法については、別添資料 4

「事業者の収入の構成と支払方法」を参照とすること。 

(ｳ)  委託料の構成 

委託料は、①固定料金、②変動料金、及び③配送車の燃料費で構成されるものとする。 

① 固定料金には、施設の保守管理、清掃、警備及び車両調達並びに提供食数に関係な

く生じる人件費及びＳＰＣ経費等に係る費用が含まれることを想定している。固定料
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金は、各期の支払いにおいて、応募者が提案する一定の額を支払うものである。ただ

し、第 1回の支払は、他の支払回における金額の 81/90を乗じた金額とする。 

② 変動料金には、提供食数に応じて変動する人件費、食器、残滓処理費等に係る費用

が含まれることを想定している。変動料金は、各期における合計の提供食数（後述

（2）「提供給食数」を参照のこと。）に対し、応募者が提案する 1 食単価を乗じた額

を支払うものである。 

③ 配送車の燃料費は、配送車に使用する燃料費が含まれる。配送車の燃料費は、応募

者が提案する燃料単価に実際の使用量を乗じた額を支払うものである。なお、支払い

においては、市は実際の使用量に基づき支払うが、実使用量が応募者が提案する使用

量を超過する場合には超過分についての配送車燃料費は支払わない。 

(ｴ)  光熱水費について 

施設内で必要となる光熱水費は、市が負担するものとする。ただし、事業者が提案す

る光熱水の使用量を超える使用があった場合、これを超える部分の光熱水費については、

市が事業者に請求することがある。 

(ｵ)  提案に使用する年間合計提供食数 

提案書の提出時には、次の年間合計提供食数があるものとして、提案価格を提案する

こと。 

【提案額算定に用いる年間合計提供食数】 

年度 提供食数 

平成 29年度 159千食 

平成 30年度 625千食 

平成 31年度 614千食 

平成 32年度 603千食 

平成 33年度 589千食 

平成 34年度 575千食 

平成 35年度 561千食 

平成 36年度 547千食 

平成 37年度 534千食 

平成 38年度 520千食 

平成 39年度 507千食 

平成 40年度 494千食 

平成 41年度 481千食 

平成 42年度 467千食 

平成 43年度 459千食 

平成 44年度 338千食 

合  計 8,073 千食 

※｛将来の（児童・生徒数＋教職員数）｝×211日/年として算定 

 

エ  自主事業 

事業者は、自主事業から得られる収入を自らの収入とすることができる。ただし、自主

事業の運営は、事業者自らの費用負担により実施すること。 
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なお、事業者は、自主事業の実施に当たって本施設を利用することができる。また、自

主事業の実施に当たって必要な機能を付加して本施設を整備することを提案することもで

きる。 

 

(2)  提供給食数 

ア  提供対象者数の保証 

市は、運営期間中に提供する給食数について、各年度毎（5 月 1 日時点）の対象者数

（事業者が給食を提供すべき児童・生徒数と教職員数を合算した数）が 1,800 人以上とな

ることを前提に提案書を求めることとする。 

 

イ  提供給食数の決定方法 

市は、事業者に対し提供日の属する月の前月 20 日頃までに予定する給食数（以下「予定

給食数」という。）を指示する。 

予定給食数の指示後、見学者用給食及び学校行事等の日程変更等による変動要因が考え

られるため、市は、事業者に対し提供日の前週木曜日（ただし、該当日が祝日の場合は、

その前日）までに実施する給食数（以下「実施給食数」という。）を指示する。（詳細は要

求水準書の第 8 の 4（1）①を参照のこと。）その予定給食数と実施給食数の差（以下「変

更給食数」という。）は 200 食以内を基本とする。変更給食数が 200 食を超える場合は協議

を行うものとし、変更給食数が－200 食を下回る場合、事業者は予定給食数から 200 食を

減じた食数により、変動料金を算定する。 

なお、予定給食数においては、1,800 食／日未満の通知もあり得るが、市はこの部分に

ついて何ら保証するものではないことに留意すること。 

 

ウ  提供給食数と変動料金の算定方法 

提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係を次に整理する。 

【場合別の提供給食数と変動料金算定基礎】 

変更給食数 提供給食数 変動料金の算定基礎となる食数 

±200 食以内 実施給食数 同左 

＋200 食超 

予定給食数 

＋200 食 

＋事業者の応諾した食数 

同左 

－200 食超 実施給食数 予定給食数－200食 

 

(3)  リスク管理の方針 

ア  基本的考え方 

本事業における責任分担の基本的な考え方は、市と事業者が適正にリスクを分担するこ
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とにより、低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであるため、施設の整備及び維持

管理・運営の責任は、原則として事業者が負うものとする。ただし、市が責任を負うべき

合理的な理由がある事項については、市が責任を負うものとする。 

イ  リスク分担 

予想されるリスク及び市と事業者の責任分担は、事業契約書（案）に示すものとする。 

ウ  食中毒等が生じた場合の原因究明 

配送校において食中毒等が発生した場合で、その原因が給食にあると客観的に判断でき

る場合には、保健所が、要求水準書に示す保存食、健康診断結果等から原因究明に関する

調査を行うため、事業者は当該調査に協力するものとする。 

事業者は、原則として、債務不履行を免れるためには、自ら実施する原因究明調査で、

市や配送校の責めによることを証明する必要があるが、これらの調査を実施しても、責任

の所在が明確にならない場合は、事業者の債務不履行にはならない。ただし、いずれの場

合においても事業者の調査結果について市の承諾を得ることとする。 

 

(4)  保険 

工事の施工に伴い、第三者に損害を及ぼした場合に生じた損害を負担するため、事業者は

第三者賠償保険に加入すること。また、不測かつ突発的な事故による損害を負担するために、

建設工事保険に加入すること。 

維持管理・運営期間についても、施設内及び運搬等において第三者に損害を及ぼした場合

に生じた損害を負担するため、事業者は賠償責任保険に加入すること。さらに、普通火災保

険に加入すること（詳細については事業契約書（案）に記載する。）。 
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第７  事業実施に関する事項 

 

１  事業の継続が困難となった場合の措置 

本事業において、事業の継続が困難となった場合には、次の措置をとることとする。 

(1)  事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

ア  事業者の提供するサービスが、事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債

務不履行又はその懸念が生じた場合、市は、事業者に対して、是正勧告を行い、一定期間

内に是正策の提出・実施を求めることができる。事業者が是正期間内に是正をすることが

できなかったときは、市は、サービスの対価の減額又は支払停止措置を取ること、又は、

事業契約を解除することができる。 

イ  事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事業契約に基づく

事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、市は事業契約を解除することができ

る。 

ウ  前 2 項の規定により市が事業契約を解除した場合、事業者は、市に生じた損害を賠償し

なければならない。 

 

(2)  市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

ア  市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事

業者は事業契約を解除することができるものとする。 

イ  前号の規定により事業者が事業契約を解除した場合、市は、事業者に生じた損害を賠償

するものとする。 

 

(3)  当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合 

不可抗力その他市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難と

なった場合、市及び事業者双方は、事業継続の可否について協議する。一定の期間内に協議

が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、

市及び事業者は、事業契約を解除することができるものとする。 

 

(4)  その他 

その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、事業契約に定める。 

 

２  事業の実施状況の監視 

市は、事業者が実施する施設の整備及び維持管理・運営について、定期的に監視を行う。

具体的な監視の方法、内容等については、事業契約に定める。 

また、事業者の提供する施設の整備、維持管理及び運営に係るサービスが十分に達せられ

ない場合、市は事業者に対して是正勧告を行い、是正策の提出、実施を求めるとともに、必
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要に応じて、サービスに対する対価の支払いの減額等を行うことができることとする。 

なお、減額等の方法については、事業契約に示すとおりとする。 

 

３  事業期間中の事業者と市のかかわり 

ア  本事業は、事業者の責任において遂行される。また、市は、事業契約に定められた方法

により、事業実施状況について確認を行う。 

イ  原則として市は、事業者に対して連絡等を行うこととするが、災害や事故発生の緊急時

等、必要に応じて市と建設企業等の間で直接連絡調整を行うことができる。 
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第８  契約に関する事項 

 

１  基本協定の締結 

優先交渉権者は、優先交渉権者決定後速やかに、基本協定書（案）に基づき、市と基本協

定を締結しなければならない。 

 

２  ＳＰＣの設立 

本事業を実施することとして選定された優先交渉権者は、仮契約締結までに、第 3 の１(1)

オに示すＳＰＣを伊達市内に設立するものとする。 

 

３  事業契約書の作成 

市と優先交渉権者は、事業契約書（案）に基づき、事業契約書を作成するものとする。 

 

４  次点交渉権者との協議 

(1)  事業契約の内容に関する協議が成立しない場合 

市は、事業契約の内容に関する協議が成立しない場合、次点交渉権者を優先交渉権者とみ

なして協議を行う。 

(2)  事業契約締結までに優先交渉権者が参加資格要件を欠くに至った場合 

市は、事業契約締結までに優先交渉権者が第 3 の 1「応募者の備えるべき参加資格要件」

で定める要件を欠くに至った場合は、次点交渉権者を優先交渉権者とみなして協議を行う。 

 

５  事業契約の締結 

(1)  事業契約の締結 

市は、事業契約に関する議決に関する議案を、平成 27 年第 3 回市議会定例会に上程する予

定である。 

(2)  契約内容 

事業契約は、市の提示資料及び優先交渉権者の提案内容に基づき締結するものであり、事

業者が遂行すべき設計・建設、所有権移転、維持管理及び運営等に関する業務内容や金額、

支払方法等を定める。また、事業者は、業務開始に先立ち市と協議の上、維持管理業務及び

運営業務に関する計画書を作成する。 

 

(3)  事業契約に関する契約書作成費用 

事業契約の検討に係る優先交渉権者側の弁護士費用及び印紙代等、契約書の作成に関する

費用は、優先交渉権者の負担とする。 
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６  契約保証金 

契約保証金は、事業者が自己の責任及び費用負担において、市又は事業者を被保険者とし、

施設整備費相当の 10 分の 1 以上に相当する金額を保証金額とする履行保証保険契約を自ら締

結し、若しくは工事請負人等をして履行保証保険契約を締結させることにより、これを免除

する。なお、事業者は、自らを被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合には、保険

金請求権の上に、市を第一順位とする質権を設定する。 

 

７  金融機関と市の協議（直接協定） 

市は、プロジェクトファイナンスを想定していることから、本事業の安定性、継続性の確

保のために必要がある場合には、ＳＰＣに資金提供を行う金融機関と協議を行い、直接協定

を結ぶことがある。 

 

 



 (仮称)伊達市学校給食センター整備運営事業 募集要項

27 

第９  募集要項等に関する問合せ 

 

募集要項等に関する問合せ先は、次のとおりとする。 

 

(1) 担当部署    伊達市教育委員会 教育部学校教育課学校教育係 

三浦、高瀬 

(2) 住  所    〒052-0024 北海道伊達市鹿島町 20番地 1 

(3) 電  話    (0142)23-3331（内線 592） 

(4) Ｆ Ａ Ｘ    (0142)23-1084 

(5) 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  kyoiku@city.date.hokkaido.jp 

(6) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.city.date.hokkaido.jp/ 
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別添資料 1：位置図 

 

 

事業用地 

伊達市役所 

JR 伊達紋別駅 

事業用地 
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別添資料 2：計画地現況図 
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別添資料 3：事業スキーム 

 ＢＴＯ方式  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接協定 

事
業
契
約 

保険契約 

融資 

返済 

出資 

配当 

金融機関 

伊達市 

保険会社 

出資者 

建
設
終
了
後
の
施
設
の
譲
渡 

（
Ｂ
Ｔ
Ｏ
） 

サ
ー
ビ
ス
購
入
料 

給食提供 

 

 

ＳＰＣ 

（特別目的会社） 

 

給
食
費 

給食提供先 

伊達市 15 校 

壮瞥町 4 校 

契
約 

設計企業 維持管理企業 

建設企業 運営企業 

工事監理企業 厨房設備企業 
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別添資料 4：事業者の収入の構成と支払方法 

 

１．事業者の収入 

事業者の収入は（１）サービス購入料及び（２）自主事業収入で構成される。 

 （１）サービス購入料 

費用項目 支払の業務対象 支払方法 

サ
ー
ビ
ス
購
入
料 

施
設
の
建
設
へ
の
対
価 

建
設
一
時
支
払
金 

①設計業務に係る費用 

・事前調査費 

・建築本体に係る設計費 

・厨房設計に係る設計費 

・関連諸手続き費 

②工事監理業務に係る費用 

③建設業務に係る費用 

・建設費 

・厨房設備の調達・設置費 

・（自主事業に係る建設費） 

事業者が提案する額に

ついて、市への施設の

所有権移転後、一括で

支払う。 

割
賦
料 

①各種備品調達等業務に係る費用 

・各種備品の調達・設置費 

・（自主事業に係る備品調達・設置費） 

②開業準備及び引渡業務に係る費用 

・開業準備費（開業準備に係る光熱水

費、調理リハーサルの食材調達費用を

含む） 

・引渡に係る費用 

③割賦金利 

④その他の費用（工事中金利，融資手数

料，設計・建設期間中の保険料・諸経

費、等） 

事業者が提案する額に

ついて、維持管理・運

営期間にわたり、60 回

支払う。 

維
持
管
理
及
び
運
営
の
対
価 

委
託
料 

①固定料金 

 

以下の費用について、事業

者が固定料金又は変動料金

にとして算定し提案する。 

・施設の保守管理 

・清掃 

・警備 

・車両調達 

・人件費 

・ＳＰＣ経費 

・備品更新費 

・残滓処理費 等 

事業者が提案する額に

ついて、維持管理・運

営期間にわたり、60 回

支払う。 

②変動料金 

 

各期における合計の提

供食数に事業者が提案

する 1 食単価を乗じた

額について、維持管

理・運営期間にわた

り、60 回支払う。 

③配送車の燃料費 事業者が提案する燃料

単価に実際の使用量を

乗じた額について、維

持管理・運営期間にわ

たり、60回支払う。 
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（２）自主事業収入 

事業者は、自主事業から得られる収入を自らの収入とすることができる。 

 

 

２．委託料の改定 

委託料の改定は、次の算式に基づくものとする。 

 

① 固定料金 

（t年度の委託料（改定後）の固定料金） 

＝（事業者の提案における委託料の固定料金）×（Pt／Po） 

 

② 変動料金 

（ｔ年度の給食 1 食当たりの単価（改訂後）） 

＝（事業者の提案における給食 1食当たりの単価）×（Pt／Po） 

 

※上記 Pt／Po の値につき、小数点第 4位以下の端数は、切り捨てるものとする。 

※この場合において、Pt とは（t-1）年度の物価指数の年度平均値、Po とは平成 26 年度

平均の物価指数とする。 

※物価指数とは、消費者物価指数（財・サービス分類指数（全国）の「サービス」）とす

る。 

   

③ 配送車の燃料費 

（t年度の配送車の燃料単価（改定後）） 

＝（事業者の提案による燃料単価）×（P’t／P’o） 

 

※上記単価に、実際の燃料使用量を乗じた金額を配送車の燃料費とする。 

※上記 P’t／P’o の値につき、小数点第 4位以下の端数は、切り捨てるものとする。 

※この場合において、P’t とは（t-1）年度の物価指数の年度平均値、P’o とは平成 26

年度平均の物価指数とする。 

※物価指数とは、使用燃料の物価指数であり、事業者との協議にて決定する。 

 

 


