
様式第１号

番号 業種 委　託　名 委　託　場　所 委　託　概　要 履　行　期　間

1 学校・寮給食 千葉市立蘇我小学校給食調理
業務委託

千葉市立蘇我小学校
（中央区今井３－１５－３２）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等
・予定給食日数：年間１８８日以内
・予定食数：１日６５０食

３年間
令和３年４月１日～
令和６年３月３１日

１

２

３

４

５

６

資本金１，０００万円以上の法人であること。（法人登記簿（履歴事項全部証
明書）の写し（複写可）を添付すること。なお、本入札申込日より３ヶ月以内
に取得したもの。）
平成２８年度から令和２年度までに公立小・中学校給食調理業務受託実績
を有していること。（契約書及び仕様書の写しを添付すること）
平成３０年度から令和２年度までに、千葉県内において受託した特定給食
施設において、食中毒等による行政処分を受けていないこと。
令和２・３年度千葉市委託入札参加資格者名簿（大分類：医療・医事・給食
中分類：学校・寮給食）に登録してあること。
「希望型指名競争入札の手引き（千葉市教育委員会事務局　平成２４年５
月）」の「２．入札参加資格（１）」の条件を満たす者であること。
令和３年度予算について議会の議決を得られないときは、契約手続きを中
止する。

2 学校・寮給食 千葉市立検見川小学校給食調
理業務委託

千葉市立検見川小学校
（花見川区検見川町３－３２２－２
３）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等
・予定給食日数：年間１８８日以内
・予定食数：１日８２４食

３年間
令和３年４月１日～
令和６年３月３１日

１

２

３

４

５

６

資本金１，０００万円以上の法人であること。（法人登記簿（履歴事項全部証
明書）の写し（複写可）を添付すること。なお、本入札申込日より３ヶ月以内
に取得したもの。）
平成２８年度から令和２年度までに公立小・中学校給食調理業務受託実績
を有していること。（契約書及び仕様書の写しを添付すること）
平成３０年度から令和２年度までに、千葉県内において受託した特定給食
施設において、食中毒等による行政処分を受けていないこと。
令和２・３年度千葉市委託入札参加資格者名簿（大分類：医療・医事・給食
中分類：学校・寮給食）に登録してあること。
「希望型指名競争入札の手引き（千葉市教育委員会事務局　平成２４年５
月）」の「２．入札参加資格（１）」の条件を満たす者であること。
令和３年度予算について議会の議決を得られないときは、契約手続きを中
止する。

3 学校・寮給食 千葉市立轟町小学校給食調理
業務委託

千葉市立轟町小学校
（稲毛区轟町３－４－３０） 給食調理及び洗浄業務等

・予定給食日数：年間１８８日以内
・予定食数：１日５０３食

1年間
令和３年４月１日～
令和4年３月３１日

１

２

３

４

５

６

資本金１，０００万円以上の法人であること。（法人登記簿（履歴事項全部証
明書）の写し（複写可）を添付すること。なお、本入札申込日より３ヶ月以内
に取得したもの。）
平成２８年度から令和２年度までに公立小・中学校給食調理業務受託実績
を有していること。（契約書及び仕様書の写しを添付すること）
平成３０年度から令和２年度までに、千葉県内において受託した特定給食
施設において、食中毒等による行政処分を受けていないこと。
令和２・３年度千葉市委託入札参加資格者名簿（大分類：医療・医事・給食
中分類：学校・寮給食）に登録してあること。
「希望型指名競争入札の手引き（千葉市教育委員会事務局　平成２４年５
月）」の「２．入札参加資格（１）」の条件を満たす者であること。
令和３年度予算について議会の議決を得られないときは、契約手続きを中
止する。

委託発注表（希望型指名競争入札）
資　格　要　件
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4 学校・寮給食 千葉市立誉田小学校給食調理
業務委託

千葉市立誉田小学校
（緑区誉田町１-２７）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等
・予定給食日数：年間１８８日以内
・予定食数：１日５６８食

３年間
令和３年４月１日～
令和６年３月３１日

１

２

３

４

５

６

資本金１，０００万円以上の法人であること。（法人登記簿（履歴事項全部証
明書）の写し（複写可）を添付すること。なお、本入札申込日より３ヶ月以内
に取得したもの。）
平成２８年度から令和２年度までに公立小・中学校給食調理業務受託実績
を有していること。（契約書及び仕様書の写しを添付すること）
平成３０年度から令和２年度までに、千葉県内において受託した特定給食
施設において、食中毒等による行政処分を受けていないこと。
令和２・３年度千葉市委託入札参加資格者名簿（大分類：医療・医事・給食
中分類：学校・寮給食）に登録してあること。
「希望型指名競争入札の手引き（千葉市教育委員会事務局　平成２４年５
月）」の「２．入札参加資格（１）」の条件を満たす者であること。
令和３年度予算について議会の議決を得られないときは、契約手続きを中
止する。

5 学校・寮給食 千葉市立新宿小学校給食調理
業務委託

千葉市立新宿小学校
（中央区新宿２－１５－１）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等
・予定給食日数：年間１８８日以内
・予定食数：１日８１５食

３年間
令和３年４月１日～
令和６年３月３１日

１

２

３

４

５

６

資本金１，０００万円以上の法人であること。（法人登記簿（履歴事項全部証
明書）の写し（複写可）を添付すること。なお、本入札申込日より３ヶ月以内
に取得したもの。）
平成２８年度から令和２年度までに公立小・中学校給食調理業務受託実績
を有していること。（契約書及び仕様書の写しを添付すること）
平成３０年度から令和２年度までに、千葉県内において受託した特定給食
施設において、食中毒等による行政処分を受けていないこと。
令和２・３年度千葉市委託入札参加資格者名簿（大分類：医療・医事・給食
中分類：学校・寮給食）に登録してあること。
「希望型指名競争入札の手引き（千葉市教育委員会事務局　平成２４年５
月）」の「２．入札参加資格（１）」の条件を満たす者であること。
令和３年度予算について議会の議決を得られないときは、契約手続きを中
止する。

6 学校・寮給食 千葉市立鶴沢小学校給食調理
業務委託

千葉市立鶴沢小学校
（中央区鶴沢町２１－１）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等
・予定給食日数：年間１８８日以内
・予定食数：１日４７２食

３年間
令和３年４月１日～
令和６年３月３１日

１

２

３

４

５

６

資本金１，０００万円以上の法人であること。（法人登記簿（履歴事項全部証
明書）の写し（複写可）を添付すること。なお、本入札申込日より３ヶ月以内
に取得したもの。）
平成２８年度から令和２年度までに公立小・中学校給食調理業務受託実績
を有していること。（契約書及び仕様書の写しを添付すること）
平成３０年度から令和２年度までに、千葉県内において受託した特定給食
施設において、食中毒等による行政処分を受けていないこと。
令和２・３年度千葉市委託入札参加資格者名簿（大分類：医療・医事・給食
中分類：学校・寮給食）に登録してあること。
「希望型指名競争入札の手引き（千葉市教育委員会事務局　平成２４年５
月）」の「２．入札参加資格（１）」の条件を満たす者であること。
令和３年度予算について議会の議決を得られないときは、契約手続きを中
止する。
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7 学校・寮給食 千葉市立柏台小学校給食調理
業務委託

千葉市立柏台小学校
（稲毛区園生町５８８）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等
・予定給食日数：年間１８８日以内
・予定食数：１日３４６食

３年間
令和３年４月１日～
令和６年３月３１日

１

２

３

４

５

６

資本金１，０００万円以上の法人であること。（法人登記簿（履歴事項全部証
明書）の写し（複写可）を添付すること。なお、本入札申込日より３ヶ月以内
に取得したもの。）
平成２８年度から令和２年度までに公立小・中学校給食調理業務受託実績
を有していること。（契約書及び仕様書の写しを添付すること）
平成３０年度から令和２年度までに、千葉県内において受託した特定給食
施設において、食中毒等による行政処分を受けていないこと。
令和２・３年度千葉市委託入札参加資格者名簿（大分類：医療・医事・給食
中分類：学校・寮給食）に登録してあること。
「希望型指名競争入札の手引き（千葉市教育委員会事務局　平成２４年５
月）」の「２．入札参加資格（１）」の条件を満たす者であること。
令和３年度予算について議会の議決を得られないときは、契約手続きを中
止する。

8 学校・寮給食 千葉市立千城台東小学校給食
調理業務委託

千葉市立千城台東小学校
（若葉区千城台東１－１５－１）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等
・予定給食日数：年間１８８日以内
・予定食数：１日３１９食

３年間
令和３年４月１日～
令和６年３月３１日

１

２

３

４

５

６

資本金１，０００万円以上の法人であること。（法人登記簿（履歴事項全部証
明書）の写し（複写可）を添付すること。なお、本入札申込日より３ヶ月以内
に取得したもの。）
平成２８年度から令和２年度までに公立小・中学校給食調理業務受託実績
を有していること。（契約書及び仕様書の写しを添付すること）
平成３０年度から令和２年度までに、千葉県内において受託した特定給食
施設において、食中毒等による行政処分を受けていないこと。
令和２・３年度千葉市委託入札参加資格者名簿（大分類：医療・医事・給食
中分類：学校・寮給食）に登録してあること。
「希望型指名競争入札の手引き（千葉市教育委員会事務局　平成２４年５
月）」の「２．入札参加資格（１）」の条件を満たす者であること。
令和３年度予算について議会の議決を得られないときは、契約手続きを中
止する。

9 学校・寮給食 千葉市立小倉小学校給食調理
業務委託

千葉市立小倉小学校
（若葉区小倉台５－１－１）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等
・予定給食日数：年間１８８日以内
・予定食数：１日７８５食

３年間
令和３年４月１日～
令和６年３月３１日

１

２

３

４

５

６

資本金１，０００万円以上の法人であること。（法人登記簿（履歴事項全部証
明書）の写し（複写可）を添付すること。なお、本入札申込日より３ヶ月以内
に取得したもの。）
平成２８年度から令和２年度までに公立小・中学校給食調理業務受託実績
を有していること。（契約書及び仕様書の写しを添付すること）
平成３０年度から令和２年度までに、千葉県内において受託した特定給食
施設において、食中毒等による行政処分を受けていないこと。
令和２・３年度千葉市委託入札参加資格者名簿（大分類：医療・医事・給食
中分類：学校・寮給食）に登録してあること。
「希望型指名競争入札の手引き（千葉市教育委員会事務局　平成２４年５
月）」の「２．入札参加資格（１）」の条件を満たす者であること。
令和３年度予算について議会の議決を得られないときは、契約手続きを中
止する。
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10 学校・寮給食 千葉市立桜木小学校給食調理
業務委託

千葉市立桜木小学校
（若葉区桜木３－２６－１）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等
・予定給食日数：年間１８８日以内
・予定食数：１日７４８食

３年間
令和３年４月１日～
令和６年３月３１日

１

２

３

４

５

６

資本金１，０００万円以上の法人であること。（法人登記簿（履歴事項全部証
明書）の写し（複写可）を添付すること。なお、本入札申込日より３ヶ月以内
に取得したもの。）
平成２８年度から令和２年度までに公立小・中学校給食調理業務受託実績
を有していること。（契約書及び仕様書の写しを添付すること）
平成３０年度から令和２年度までに、千葉県内において受託した特定給食
施設において、食中毒等による行政処分を受けていないこと。
令和２・３年度千葉市委託入札参加資格者名簿（大分類：医療・医事・給食
中分類：学校・寮給食）に登録してあること。
「希望型指名競争入札の手引き（千葉市教育委員会事務局　平成２４年５
月）」の「２．入札参加資格（１）」の条件を満たす者であること。
令和３年度予算について議会の議決を得られないときは、契約手続きを中
止する。

1 申込期間　　 令和３年１月２５日（月）～令和３年１月２９日（金）

　　　　　　　　午前９時～午後５時

2 受付場所　　千葉市教育委員会学校教育部保健体育課（千葉市中央区問屋町１－３５　千葉ポートサイドタワー11階　℡：０４３－２４５－５９４２）

3 申請用紙　　希望型指名競争入札参加申込書（様式第２号）を使用すること。　※申込書、提出資料①②③ともに案件ごとに必要となります。

4 提出資料　　①平成２８年度から令和２年度までに請け負った公立小・中学校給食調理業務委託の契約書及び仕様書の写し　※仕様書については、１部でも可。また本市と契約締結している案件は契約書及び仕様書の省略可。

　　　　　　　　②法人登記簿（履歴事項全部証明書）の写し　※複写可（入札申込日より３ヶ月以内に取得したもの）

　　　　　　　　③入札参加資格誓約書

5 その他　　　　「希望型指名競争入札制度の手引き」を事前に確認すること。

　　　　　　　　審査のうえ、資格要件等に適合しなければ指名されないこともあります。また、指名後に資格要件等に適合しなくなった場合には、指名を取り消すことがあります。

　　　　　　　　入札参加申込は複数の業務に行うことができますが、受注機会の拡大等の観点から、同時に落札できる案件数は２案件までとなります。


