
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 千葉市立院内小学校・都小学
校給食調理業務委託

千葉市立院内小学校
（中央区祐光1-25-3）

千葉市立都小学校
（中央区都町1129）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立院内小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 640食

千葉市立都小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 704食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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 千葉市立都賀小学校・緑町小
学校給食調理業務委託

千葉市立都賀小学校
（稲毛区作草部町938）

千葉市立緑町小学校
（稲毛区緑町2-13-1）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立都賀小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 507食

千葉市立緑町小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 648食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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 千葉市立泉谷小学校・小谷小
学校給食調理業務委託

千葉市立泉谷小学校
（緑区おゆみ野中央4-3）

千葉市立小谷小学校
（緑区おゆみ野4-45）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立泉谷小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 428食

千葉市立小谷小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日738 食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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



様式第１号

番号 業種 委　託　名 委　託　場　所 委　託　概　要 履　行　期　間

委託発注表（希望型指名競争入札）
資　格　要　件

4 学校・寮給食 千葉市立真砂東小学校・真砂
西小学校給食調理業務委託

千葉市立真砂東小学校
（美浜区2-13-1）

千葉市立真砂西小学校
（美浜区真砂4-5-1）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立真砂東小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 480食

千葉市立真砂西小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 635食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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 千葉市立花園小学校・瑞穂小
学校給食調理業務委託

千葉市立花園小学校
（花見川区花園4-1-2）

千葉市立瑞穂小学校
（花見川区瑞穂1-2）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立花園小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 811食

千葉市立瑞穂小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 233食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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 千葉市立有吉小学校・扇田小
学校給食調理業務委託

千葉市立有吉小学校
（緑区おゆみ野1-53）

千葉市立扇田小学校
（緑区おゆみ野中央1-26）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立有吉小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 488食

千葉市立扇田小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 490食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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。



様式第１号

番号 業種 委　託　名 委　託　場　所 委　託　概　要 履　行　期　間

委託発注表（希望型指名競争入札）
資　格　要　件

7 学校・寮給食 千葉市立宮崎小学校給食調理
業務委託

千葉市立宮崎小学校
（中央区宮崎2-3-13）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立宮崎小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 888食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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 千葉市立宮野木小学校給食調
理業務委託

千葉市立宮野木小学校
（稲毛区宮野木町2100）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立宮野木小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 716食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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 千葉市立大森小学校給食調理
業務委託

千葉市立大森小学校
（中央区大森町268）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立大森小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 605食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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。



様式第１号

番号 業種 委　託　名 委　託　場　所 委　託　概　要 履　行　期　間

委託発注表（希望型指名競争入札）
資　格　要　件

10 学校・寮給食 千葉市立稲丘小学校給食調理
業務委託

千葉市立稲丘小学校
（稲毛区稲丘町19-30）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立稲丘小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 605食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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。

11 学校・寮給食 千葉市立草野小学校給食調理
業務委託

千葉市立草野小学校
（稲毛区園生町1385）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立草野小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 563食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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。

12 学校・寮給食 千葉市立みつわ台南小学校給
食調理業務委託

千葉市立みつわ台南小学校
（若葉区みつわ台1-17-1）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立みつわ台南小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 476食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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。



様式第１号

番号 業種 委　託　名 委　託　場　所 委　託　概　要 履　行　期　間

委託発注表（希望型指名競争入札）
資　格　要　件

13 学校・寮給食 千葉市立作新小学校給食調理
業務委託

千葉市立作新小学校
（花見川区作新台7-2-1）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立作新小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 481食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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。

14 学校・寮給食 千葉市立稲毛小学校給食調理
業務委託

千葉市立稲毛小学校
（稲毛区稲毛町5-525）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立稲毛小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 440食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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。

15 学校・寮給食 千葉市立高洲第三小学校給食
調理業務委託

千葉市立高洲第三小学校
（美浜区高洲3-3-11）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立高洲第三小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 390食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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。



様式第１号

番号 業種 委　託　名 委　託　場　所 委　託　概　要 履　行　期　間

委託発注表（希望型指名競争入札）
資　格　要　件

16 学校・寮給食 千葉市立こてはし台小学校給
食調理業務委託

千葉市立こてはし台小学校
（花見川区こてはし台2-28-1）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立こてはし台小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 370食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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。

17 学校・寮給食 千葉市立幕張小学校給食調理
業務委託

千葉市立幕張小学校
（花見川区幕張町4-781）

（長期継続契約）
給食調理及び洗浄業務等

千葉市立幕張小学校
・予定給食日数：年間１８7日以内
・予定食数：１日 495食

３年間
令和２年４月１日～
令和５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２７年度から平成３１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２９年度から平成３１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。
平成３０・３１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２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２年１月２１日（火）～令和２年１月２７日（月）

　　　　　　　　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　℡：０４３－２４５－５９４７）　受付場所に直接持参し提出する。

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①②ともに案件ごとに必要となります。

4 提出資料　　①申込書に記載した平成２７年度から平成３１年度までに請け負った公立小・中学校給食調理業務委託（契約期間満了した案件）の契約書及び仕様書の写し　

　　　　　　　　　　※複数の案件を申込む場合の仕様書については、１部でも可。また本市と契約締結した案件については、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）

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、３以上の業務を同時に落札することはできません。


