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東京工業大学フードトラック業務委託業者の公募について 

 

 

東京工業大学（以下「本学」）では、キャンパス構内にて、「構内既存食堂施設における昼

食時の混雑緩和・食堂施設不足の解消」を目的として、現在 1 日２台のフードトラックが

曜日替わりに食事の提供を行っています。令和元年度においては、学勢調査を受けて当該体

制で運用を行っていましたが、今後田町地区再開発に伴い食堂施設を一時的に閉鎖するこ

とが予定されており、今まで以上にフードトラックの需要が高まることが想定されていま

す。フードトラックの出店を希望する方は、以下の内容をご確認いただき提案書を添付の上

お申し込みください。 

 

 

１．募集内容 

（１）目的 

   構内既存食堂施設における昼食時の混雑緩和・食堂施設不足の解消 

（２）フードトラックの出店場所 

   東京工業大学キャンパス構内（別紙４建物図面参照） 

出店台数 大岡山キャンパス最低２台以上からとし、さらにすずかけ台キャンパ

スへの出店もできるとなお良し。 

なお契約更新を行う場合、出店場所及び台数の決定には双方協議の上、決定する

こととする。 

（３）出店期間 

   令和２年４月１日～令和３年３月３１日（予定） 

（４）契約期間等 

   契約は 12 か月とする。ただし、期間満了の日から６か月前までに双方いずれか

らも何ら意思表示がないときは、１年間更新できることとする。 

（５）出店日程 

土、日、祝日、夏季一斉休業（8 月に２日間程度）、年末年始休業（12 月 29 日

～１月３日）及びその他本学の行事に基づく期間（入学式、学位記授与式、入試、

大学祭等）を除き、出店日とする。また、学生の休業期間の出店日については、双

方協議の上、決定することとする。 

（６）出店形態・方法 

フードトラックによる販売とする。なお、出店形態については、日替わりもし

くは曜日替わりなど、複数のフードトラックの営業となることが望ましい。 
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２．応募資格及び要件 

 フードトラック事業に実績があり、長期間にわたり安定した移動販売の運営が可能

な出店事業者であり、当該事業に必要な資格（営業許可）を有すること。 

（１）契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 

   （２）「国立大学法人東京工業大学における物品購入契約に係る取引停止の取扱要項」

により契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

   （３）「調達に関する国立大学法人東京工業大学の基本方針」に基づいた公募である

ことを理解し、応募すること。 

   （４）月末を締め日として、翌月１５日までに各フードトラックの売り上げ食数・売

上金額等を電子データ等で報告すること。 

 

 

３．経費負担 

（１）出店に係る経費 

フードトラックの出店に係る経費及び光熱水実費は事業者が負担する。 

   （２）施設使用料・販売手数料 

施設使用料・販売手数料についての提案内容及び、出店事業者による販売メニ

ュー・提供価格の提案の双方に基づき、その提案内容の多角的妥当性を勘案・

協議し決定する。施設使用料・販売手数料を設定する場合には、契約書文中に

条文を記載する。 

（３）賠償責任 

フードトラック出店等に起因する事故に関し、本学および第三者への賠償に速

やかに対応することとする。 

 

 

４．衛生管理・環境維持等 

（１）衛生管理 

    フードトラック業務を運営するにあたり、食品衛生法及び関係法令を遵守すると

ともに、食品衛生法に係る諸手続きは、出店者の責任において実施すること。また、

食中毒の防止を徹底するため、フードトラック内の衛生管理及び食材の品質管理等

についても出店者の責任において実施すること。 

 （２）環境維持 

    営業により発生するゴミの回収・処分等を適切に行い、衛生管理に努めること。 

     

 

５．出店までのスケジュール（予定） 

  令和２年１月２７日（月） 応募書類提出締切  

令和２年１月２８日（火）～１月３１日（金） 第 1 次審査実施（書類審査）  
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令和２年２月３日（月）～２月７日（金） 第 2 次審査実施（コンペティション）  

令和２年２月中旬    交渉権者決定 

令和２年２月下旬～令和２年３月  契約締結 

 

 

６．企画提案に関する事項 

 （１）提出書類 

  ①申請書（別紙１） 

②会社概要（パンフレット等） 

 会社経歴書・出店実績などが掲載されているもの 

③フードトラック登録台数（取扱品目）一覧 

 ④提案書 

 ・学生及び教職員等へのサービス向上への配慮 

  メニューの構成・価格 ※写真付き、必要に応じて説明を記載 

  貸付料・施設使用費についての提案 

・環境等への配慮 

 販売に使用する車両情報 

ゴミ処理及び適切な清掃 

・安定的・継続的な販売 

 フードトラック出店スケジュール案（営業時間等） 

  ※出店スケジュール案に記載の各社との共同出店に係る契約書（写し）を添付 

 衛生管理 

 苦情・要望等に対する対応 

・各キャンパス（大岡山地区、すずかけ台地区）への出店計画 

・その他参考となる事項 

 公共機関・大学等における出店状況（大学名、出店数） 

 年間収支計画書（月ごとの売り上げ見込み数・金額等） 

※提出書類の製作及び提出にかかる経費は、提案者の負担とする 

※提出された書類の返却は行わない 

 （２）提出期限  

  令和２年１月２７日（月）１７時（必着） 

 （３）提出場所・問い合わせ先 

〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2−12−1 W8-1０２ 

東京工業大学 学務部学生支援課支援企画グループ   担当：田中、大森 

E-mail：gak.sei@jim.titech.ac.jp 

電 話：03-5734-3013 F A X ：03-5734-3675 

（４）提出方法 

上記６．（３）．の問い合わせ先まで、上記６．（１）の提出書類を各５部及び電子媒体

mailto:gak.sei@jim.titech.ac.jp
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で提出すること。郵送等の事故は、本学の責としない。 

 

 

７．審査に関する事項 

（１）第 1 次審査（書類審査） 

事前に送付された資料をもとに第１次審査を行い、第 2 次審査（コンペティション）

参加者を決定する。この場合、令和２年１月３１日（金）までに審査結果をメールにて

連絡する。 

（２）第 2 次審査（コンペティション） 

コンペティション課題について下記のとおりプレゼンテーションを行う。 

・開催日時：令和２年２月３日（月）～２月７日（金）のいずれか。 

・開催場所：東京工業大学大岡山キャンパス 

  ※ 具体的な時間、場所については、第 1 次審査通過者に別途連絡する 

・大学側出席人数：５名前後 

・プレゼンテーション時間：１社 2５分（課題に対する説明等 1５分、質疑応答 10 分） 

・参加人数：1 社あたり企画責任者を含め最大 3 名 

（３）審査結果 

令和２年２月２０日（金）までにメールにて合否について連絡する。 

 なお、順位及び得点についての詳細は公表しない。 

 （４）審査基準 

主に、基本コンセプト、計画概要、メニュー計画、出店実績について、審査委員会によ

る書面審査及びプレゼンテーション審査を経て、交渉権者を決定する。詳細は別添審査

基準のとおり（別紙２）。 

  

契約締結に関する事項 

・選定の結果、契約予定者第１位決定後、契約内容の打合せを行う。契約条件が合致し

ない場合には、契約締結を行わない場合がある。この場合契約予定者第２位以下の者と

契約条件の調整を行うものとする。 

・契約交渉の結果、契約の相手方として決定した場合、契約書を作成するものとする。

契約書の様式については別紙５とする。 

 

 

８．本学参考情報 

（１）学生数及び教職員数（令和元年５月１日現在） 

 学生数 10,336 名 

大岡山キャンパス約 8,000 名、すずかけ台キャンパス約 2,000 名 

  教職員数 3,533 名 

大岡山キャンパス約 2,300 名、すずかけ台キャンパス約 1,200 名 
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（２）大学休業日 

  年末年始、夏季一斉休業（８月中旬の２日間） 

  詳細は、令和２年度授業等スケジュール（別紙３）参照 

（３）大岡山キャンパスの学内飲食店 

第１生協食堂（令和３年２月閉鎖予定）、第２生協食堂、精養軒、エクセルシオール

コーヒー、セブンイレブン 

（４）すずかけ台キャンパスの学内飲食店 

   生協食堂（令和２年 7 月～９月建物改修工事のため営業縮小予定）、モトテカコーヒ

ー 

（５）キャンパス図面（別紙４） 

   現在のフードトラックカー出店場所：大岡山キャンパス本館横（東地区と西地区の間） 

                    平日１１時～１４時頃・２台/日 

   大岡山キャンパスの出店候補地：上記地区２台、石川台地区、緑が丘地区等 

   すずかけ台キャンパスの出店候補地：H 地区 大学会館前 

   ※フードトラックカー駐車予定位置を図面に示したものを応募時に提出すること 
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別紙１ 申請書 

 

 

 

東京工業大学フードトラック業務応募申請書 

 

令和  年  月  日 

 

 

国立大学法人 東京工業大学長 殿 

 

 

所在地               

 

名称               

代表者             印 

 

 

 東京工業大学フードトラック業務運営について、募集内容等に従い関係書類を添えて申

請します。 

 また、この申請書及び関係書類については、事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

名称 
 

所在地 
〒 

代表者氏名 
 

連絡先 
TEL/FAX E-mail 

連絡責任者 
所属 氏名 

創業及び資本金 
創業 

  年  月  日 

資本金 
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別紙２ 審査基準 

 

 

東京工業大学フードトラック業務選定審査基準 

 

 

１ 採択案件の決定方法 

提案された企画について審査を行い、各評価項目の得点合計が最も高い者と契約交渉を

行い、交渉の結果、契約条件に合意した場合に採択案件として決定する。 

 

２ 審査方法 

企画提案書等に基づき、東京工業大学内に設置する「東京工業大学フードトラック業務審

査委員会」（以下「審査委員会」という。）において第 1 次審査（書類審査）及び第 2 次審

査（プレゼンテーション審査）を実施する。また、必要に応じて審査期間中に提案の詳細に

関する追加資料の提出を求めることがある。 

出店者の選考にあたっては、全体の満点の 1/2 を超える点数を獲得した応募者のうち、

合計点数の最も高い事業者を選定する。ただし、最も点数の高い応募者が個別の項目に重大

な欠落があるときは、審査委員の協議により決定する。同点の場合は、点数配分の高い項目

で再審査する。 

 

３ 評価方法 

評価は、下記の評価項目毎に評価基準による審査を行い、審査委員会の各委員が各々評価

した採点結果の合計を当該提案者の得点とする。 

 

（１）「評価項目・配点表」（表１）における評価基準は以下のとおり。 

審査委員１人の点数は５０点満点とし、審査委員１人の満点数に委員数を乗じた点を全

体の満点とする。 

①～③の各項目における各評価内容は、５点満点で評価を行う。 

５点：非常に優れている。 

４点：優れている。 

３点：標準的。 

２点：期待される内容を下回っている。 

１点：期待される内容を著しく下回っている。 
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表１．評価項目・配点表 

 

評価項目 配点 評価内容 

①経営内容の総合評価 5 直近の年度の経営状態が分かる会社概要（パンフ

レット等）を持参すること。 

②フードトラック登録台数 5 登録台数及び取扱品目は十分なラインナップか。 

③提案書 学生及び教職員

等へのサービス

向上への配慮 

5 

５ 

計 10 

メニューの構成・価格は適正か。 

貸付料・施設使用料の提案内容は妥当か。 

 環境等への配慮  

5 

 

販売に使用する車両情報が提示されているか。 

ゴミ処理及び適切な清掃について提案されてい

るか。 

 安定的・継続的な

販売 

５ 
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５ 

計 1５ 

フードトラック出店スケジュール案（台数、営業

時間）等は妥当か。 

スケジュール案に記載の出店店舗との共同出店

に係る契約書は提示されているか。 

衛生管理はきちんとされているか。苦情・要望等

に対する対応は可能か。 

 各キャンパスへ

の出店 

5 大岡山キャンパスのみでなく、すずかけ台キャン

パスでの出店も可能か（別紙４図面） 

 その他参考とな

る事項 

５ 公共機関・大学等でも出店実績があるか。（大学

名・出店数） 

年間収支計画書が提示されているか。 

合計 ５０  
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別紙３ 

 

令和２年度授業等スケジュール（参考） 

 

 

4 月２日 入学式（春入学） 

４月４日 第１クォーター開始 

５月２８日～６月６日 期末試験・補講 

５月３１日 高校３年生・受験生向け入試説明会（仮） 

６月８日 第２クォーター開始 

７月２９日～８月５日 期末試験・補講 

８月６日 夏休み開始 

８月１１日～８月１２日 夏季一斉休業 

９月２５日 学位記授与式 

９月２９日 夏休み終了 

９月３０日 入学式（秋入学） 

９月３０日 第３クォーター開始 

１０月１０日～10 月 1１日 工大祭 

１１月８日 オープンキャンパス（仮） 

１１月２５日～１２月２日 期末試験・補講 

１２月３日 第４クォーター開始 

１２月２７日 冬休み開始 

１月５日 冬休み終了 

１月６日 授業開始 

１月１６日～１月１７日 大学入試センター試験 

２月３日～２月１０日 期末試験・補講 

２月１１日 春休み開始 

２月２５日～２月２６日 学士課程前期日程入試 

３月２６日 学位記授与式 

 

※グレー部分は、大学の行事のため、フードトラック営業を休止とする可能性あり 

※オープンキャンパス・入試説明会等は、通常より増台を希望する可能性あり 
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別紙４ 

大岡山キャンパス 
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すずかけ台キャンパス 

 

 


