
 

 

 

 

京丹後市食品加工支援センター運営事業に係る 

食品加工製造業務仕様書 
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令和４年５月 

公益財団法人丹後地域地場産業振興センター 
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公募型プロポーザル方式により下記の業務を実施する委託事業者を決定する

にあたり、事業者の企画提案方法については「京丹後市食品加工支援センター

運営に係る食品加工製造業務公募型プロポーザル実施要領」によるが、内容の

詳細については、この仕様書に定める。 

 

１. 業務名称 

京丹後市食品加工支援センター運営事業に係る食品加工製造業務 

 

２. 契約期間 

令和４年９月契約後～令和９年３月３１日 

 

３. 実施場所 

旧京丹後市網野栄養支援センター 

京丹後市網野町網野３８５番地の１ 

 

４. 業務契約後のスケジュール 

令和４年９月契約後・・・事業受託事業者による研修の実施、食品製造許

可の申請 

令和４年１２月・・・導入機材取り扱い研修、試験製造 

令和５年１月～・・・京丹後市食品加工支援センター（以下、「食品加工

支援センター」という。）運用開始。加工料収入によ

り業務受託料の支払い。 

 

５. 稼働日及び時間 

原則として、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始（１２月２９日～１月

３日）を除く午前９時００分から午後５時００分 ※月平均２２日を想定 

 

６. 導入予定機材及び施設図面 

別紙３導入予定機材のとおり 

別紙４施設図面のとおり 

 

７. 業務内容 

（１） 食品加工に関する業務  

※別紙５食品製造業務の流れ参照 

ア 食品製造事業者の依頼により缶詰、瓶詰、レトルト食品、炭酸

飲料等を食品加工支援センターの製造設備に合わせた商品レ
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シピ作成と改良の提案 

※缶詰、レトルトパウチ製造については丹後地域地場産業振興

センター（以下、「地場産センター」という。）でフードコー

ディネーターを配置。（令和４年度は週半日～１日。以降は必

要に応じて手配） 

イ 上記の試作品及び商品の製造（※別紙２製造工程例） 

ウ 製造に使用する平３号缶、平６号缶、レトルトパウチ袋、瓶等

資材を受託事業者で仕入れ、管理 

エ 食品製造事業者から持込みラベルシールの貼付依頼があれば、

自動ラベリングマシーンで貼付 

オ 完成品の箱詰め 

カ 食品加工支援センターの清掃、設備及び備品等の日常点検等の

維持管理業務 

キ 業務日報の作成 

ク 事業効果を高めるための上記以外の取り組みの実施 

（２） 食品加工に関する業務水準 

ア 施設稼働前に厨房機器取扱いの研修を行うこと。厨房機器メー

カーによる説明会は地場産センターで手配する。 

イ 食品製造の実務経験者、食品衛生責任者を適正に配置させるこ

と。 

ウ 受託事業者の従業員に対し、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の研

修を実施すること。 

エ ＨＡＣＣＰチームを編成しＨＡＣＣＰに基づく衛生管理を実

施すること。 

※pH4.6 を超え、且つ水分活性 0.94を超える缶詰、瓶詰、レト

ルト食品を製造するため、ボツリヌス菌、その他微生物に対す

る専門的な知識を有する責任者のもとで衛生管理を行うこと。 

オ テスト製造後に検査機関へ送付し細菌検査を行うこと。 

（３） 食品加工に関する責務 

ア 密封包装食品製造業の許可をはじめとする食品加工支援セン

ターでの食品製造に必要となる各種許認可、届け出を行い、食

品衛生関係法令を順守する。 

イ 製造物責任法（ＰＬ法）の責務を負うこと。 

ウ 生産物賠償責任保険（ＰＬ保険）に加入すること。 

エ 労働基準法等関係法令を順守すること。 

オ 事故・災害等緊急時の連絡体制を整備すること。 
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カ 防犯セキュリティ対策を行うこと。 

閉所時は機械警備を行うが、開所時は適時巡回し、不審者・

不審物の把握、異常箇所の把握に務めること。 

 

８. 業務委託料 

（１） 令和４年度は加工料収入のうち６５％を業務委託料とし、以降

の年度は協議により決定する。 

※加工単価は収支の状況を見て京丹後市との協議により決定す

る。食品製造事業者の育成及び支援を目的とした事業であり、

できる限り加工単価の引き下げを検討する。 

（２） 各年度の業務委託料（予定額）は下記稼働試算表のとおり。 

※製造個数は推定値であり、地場産センターと共に食品製造事業

者等へ施設活用の積極的な働きかけ、提案を行うこと。 

（３） 試作は最大３回までとし、原則として、味付けを微調整した３種

類を各１０個製造する。試作のみで終了した場合は委託料

40,000円（消費税別）とする。  
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稼働試算表 

（金額：消費税別） 

年度 業務委託料 積算内訳 

令和４年度 

１～３月 

※１２月試

験稼働。 

１月～本格

稼働 

3,042 千円 中ロット加工料収入合計 2,630 千円 

×65％＝1,709 千円 

＜内訳＞ 

缶詰平 3 号＠180 円×780個×4回＝561 千円 

缶詰平 6 号＠280 円×380個×4 回＝425 千円 

レトルトパウチ＠200 円×570 個×4回＝456 千円 

瓶詰め＠220 円×600 個×4 回＝528 千円 

炭酸飲料＠110 円×1,500個×4回＝660 千円 

小ロット加工料収入合計 1,063 千円 

×65％＝690 千円 

＜内訳＞ 

缶詰平 3 号＠250 円×500個×2回＝250 千円 

缶詰平 6 号＠380 円×250個×2 回＝190 千円 

レトルトパウチ＠390 円×250 個×2回＝195 千円 

瓶詰め＠380 円×300 個×2回＝228 千円 

炭酸飲料＠200 円×500 個×2 回＝200 千円 

テスト注文加工料収入合計 990 千円 

×65％＝643 千円 

＜内訳＞ 

缶詰平 3 号＠460 円×150個×3 回＝207 千円 

缶詰平 6 号＠470 円×150個×3 回＝211 千円 

レトルトパウチ＠450 円×150 個×3 回＝202 千円 

瓶詰め＠490 円×150 個×3 回＝220 千円 

炭酸飲料＠250 円×200 個×3 回＝150 千円 

令和５年度

以降は協議

により委託

料を決定す

る。記載は

参考金額。 

20,876 千円 中ロット加工料収入合計 16,670 千円 

×65％＝10,835 千円 

＜内訳＞ 

缶詰平 3 号＠180 円×780 個×50 回＝7,020 千円 

缶詰平 6 号＠280 円×380 個×23 回＝2,660 千円 

レトルトパウチ＠200 円×570 個×13 回＝1,710 千

円 

瓶詰め＠220 円×600 個×13 回＝1,980 千円 

炭酸飲料＠110 円×1,500 個×20 回＝3,300 千円 
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小ロット加工料収入合計 13,797 千円 

×65％＝8,968 千円 

＜内訳＞ 

缶詰平 3 号＠250 円×500 個×50 回＝6,250 千円 

缶詰平 6 号＠380 円×250 個×23 回＝2,375 千円 

レトルトパウチ＠390 円×250 個×13 回＝1,462 千

円 

瓶詰め＠380 円×300 個×13 回＝1,710 千円 

炭酸飲料＠200 円×500 個×20 回＝2,000 千円 

テスト注文加工料収入合計 1,651 千円 

×65％＝1,073 千円 

＜内訳＞ 

缶詰平 3 号＠460 円×150 個×5 回＝345 千円 

缶詰平 6 号＠470 円×150 個×5 回＝352 千円 

レトルトパウチ＠450 円×150 個×5 回＝337 千円 

瓶詰め＠490 円×150 個×5 回＝367 千円 

炭酸飲料＠250 円×200 個×5 回＝250 千円 

令和 6 年度以降 28,528 千

円 

 

 

中ロット加工料収入合計 43,890 千円 

×65％＝28,528 千円 

＜内訳＞ 

缶詰平 3 号＠180 円×780 個×140 回＝19,656 千円 

缶詰平 6 号＠280 円×380 個×60 回＝6,384 千円 

レトルトパウチ＠200 円×570 個×35 回＝3,990 千

円 

瓶詰め＠220 円×600 個×30 回＝3,960 千円 

炭酸飲料＠110 円×1,500 個×60 回＝9,900 千円 

 

（４） 業務受託者の負担 

上記の業務委託料を財源に下記の負担をすること。 

⚫ 人件費 

⚫ 食品製造許可申請に係る費用 

⚫ 食品細菌検査料 

⚫ 資材費（製造に係る缶、瓶、梱包材等） 

⚫ 諸経費（使い捨てマスク、ユニフォーム、手袋、帽子、長靴、

消毒液等） 
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※参考：地場産センターの負担及び業務 

⚫ 電話代等通信費、光熱水費、物件保守管理費（厨房機器保守、

防鼠殺菌処理、機械警備等）、ごみ処理費 

⚫ 地場産品製造者からの受注受付、加工賃の受領 

⚫ 缶詰、レトルトパウチ製造フードコーディネーターの配置（令

和４年度は週半日～１日。以降は必要に応じて手配） 

（５） 資材の指定 

各製品の資材は導入予定機材を参考に下記を使用すること。 

・缶詰・・・東洋製罐製の巻締機を導入予定のため、東洋製罐製の

缶を使用すること。（他社製の缶では密封ができない場

合があるため。） 

・レトルト袋・・・摂氏１２０度で３０分の加熱に耐える袋を使用

すること。 

・瓶・・・自動ラベリングマシーンは、丸瓶のみ使用可能。 

（６） 業務委託料の支払い 

完成品の納品及び業務日報により月末締め切り、翌月１０日に指

定の口座へ振込みとする。（当日が土曜日及び日曜日・祝祭日にあ

たるときはその翌日とする。） 

 

 

９. 留意事項 

（１） 新たに従業員を採用する場合は京丹後市内に住所を有する人を

優先すること。 

（２） 従業員の研修費用は受託事業者の負担とすること。 

（３） 受託事業者のコスト削減及び加工単価の低減を図るため、缶、瓶、

レトルトパウチの資材購入にあたっては、仕入れロット数など

に配慮し計画的に行うこと。 

（４） 食品加工支援センターで受託事業者の製品を製造する場合は、

食品製造事業者の商品製造に支障がないよう配慮するとともに、

食品製造事業者と同様に地場産センターに申し込みの上、定め

られた食品加工料を納めること。 

（５） 食品加工支援センターで行ったレシピ、加工ノウハウ等の知り

得た情報は第三者に漏洩し、または開示してはならない。これら

のことは、本事業終了後においても同様とする。 

（６） 他者の知的財産権等を侵害しないよう十分注意すること。 

（７） 本仕様書に記載されていない事項については、地場産センター
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の指示に従うこと。また、事業の実施につき疑義が生じた場合

は、その都度地場産センターと協議を行う。 


