
身延町学校給食センター調理等業務委託　公募型プロポーザルに係る質問事項と回答

町負担になります。10 仕様書 別紙９ 経費負担区分表
調理器具で使用する「電池」の
経費は、発注者、受注者どちら
でしょうか。

令和4年12月5日
質問回答

1 選定要項 5 ８（３）④b)

資格要件⑧の内容がわかるも
のと記載されているが、業務開
始までに設置する場合はどのよ
うに対応すればよいか。

業務開始までに営業所等を設
置する旨の誓約書を添付してく
ださい。（任意様式としますが、
A4版で作成すること）

№ 該当資料 ページ 該当項目 質問内容

別添資料をご参照ください。

3 仕様書 1 委託内容（２）
予定の献立表、調理業務指示
書をご教示ください。

新センターでの想定献立、調理
指示書は作成に至っておりませ
んのでお示しできません。現在
使用している別添資料をご参照
ください。

2 仕様書 3 献立概要
参考として数か月分の献立表を
ご教示いただけると幸いです。

「乳、卵、そば、落花生（ピーナッ
ツ）えび、かに」で、12名が想定
されています。

5 仕様書 2 業務日数
履行期間における令和5年度の
給食開始日をご教示ください。

小学校：8月25日予定
中学校：8月24日予定

4 仕様書 1 委託内容（３）

食物アレルギー調理の対象とな
る除去対象アレルギー物質をご
教示ください。また、対象予定数
がわかりましたらご教示くださ
い。

お見込のとおりです。

7 仕様書 6 設備器具

図面に記されている洗濯コー
ナーに設置する洗濯機は事業
者の費用負担で設置でしょう
か。

町で用意します。

6 仕様書 3 献立概要（２）

センターに配送されるパン、麺
はセンター内においてクラス別
の食缶に移す配缶作業が発生
する認識でよろしいか。

お見込のとおりです。

9 選定要項 5 （４）⑤
提案書のポイント指定がありま
したらご教示ください。

特に指定はありませんが、一般
的な文書で用いる文字の大きさ
でお願いします。

8 仕様書 8 委託料の支払い
委託料の支払い回数は履行期
間において36回という認識でよ
ろしいでしょうか。



５月から立ち入り可能、調理ト
レーニングは７月下旬から可能
と想定しています。
給食開始日
小学校：8月25日予定
中学校：8月24日予定

20 仕様書 9 32（１）

継続雇用を希望されている方の
現状の雇用状況について、いか
の３点をご教示ください。
１．年間勤務日数
２．調理師、栄養士免許保有者
数
３．継続勤務年数

１．230日程度
２．調理師３人、栄養士１人
３．令和4年4月1日現在　17年、
13年、7年、6年、3年、2年、1年
7ヵ月、6ヵ月

19 仕様書 8 29（１）

「調理設備等の試運転～」とあ
るが、施設内に立ち入り（消耗
品搬入含む）可能となる時期と、
給食提供開始日をご教示くださ
い。

お見込のとおりです。

18 仕様書 7 27（１）

「給食試食会が実施される場
合、必要な協力～」とあるが、食
材費は自治体負担という認識で
よいか、ご教示ください。

お見込のとおりです。

17 仕様書 1
食物アレルギー
対応

１品に２つのアレルゲンが入っ
ている場合（八宝菜→えび、うず
らの卵）、どちらも除去をして提
供する認識でよいか、ご教示く
ださい。

敷地内に１１台分あります。駐車
料金はありません。

16 選定要項 1 3　対象の施設

調理品目が概ね３品とあるが、
手作り品が２品（ハンバーグと手
作りゼリー等）となる場合はある
か、ご教示ください。

そのようになる場合があります。
実施が可能か献立会議にて打
ち合わせます。

15 仕様書 その他
調理員の駐車場は確保できま
すか。確保できる場合の駐車料
金をお教えください。

調理師免許３人、栄養士免許１
人で、フルドライシステムでの調
理経験者はいません。

14 仕様書 9 ３２（１）
継続雇用希望者８名の保有資
格、経験年数をお教えください。

令和４年４月１日現在
調理師３人、栄養士１人
経験年数は17年、13年、7年、6
年、3年、2年、1年7ヵ月、6ヵ月

13 仕様書 9 ３２（１）

継続雇用希望者の資格につい
て仕様書3P１４従事者の配置の
資格要件を満たす方は何名い
るのかお教えください。

町負担になります。12 仕様書 7
受託者が負担す
る主な費用

児童、生徒が使用する手袋等の
費用はどちらの負担となります
か。

11 仕様書 9 ３２（１）

継続雇用希望者８人の方の通
勤手段はどのようになります
か。また車通勤の方で本施設か
ら自宅までの距離が一番遠い
方の距離をご教示ください。

全員車です。一番遠い方は約11
㎞です。

№ 該当資料 ページ 該当項目 質問内容 質問回答



お見込のとおりです。一般的な
文書に用いるものでお願いしま
す。

28 選定要項 6

副本には社名や社名のわかる
ロゴ等を記載しないことと記載が
ございますが、様式の都合上、
社名を記載する見積書（様式14
号）の正本に対する副本作成に
ついては、どのような対応を想
定されているかご教示ください。

副本の見積書は、社名を抜いて
添付してください。

27 選定要項 5
企画提案書について、フォント及
びフォントサイズに指定はないと
の理解でよろしいでしょうか。

５月から立ち入り可能、調理ト
レーニングは７月下旬から可能
と想定しています。

26 選定要項 5 （３）④ｄ）

④提出書類 ｄ）納税証明書に
ついて、①法人税については
「その３の３」の提出でよろしいで
しょうか。②消費税及び法人市
町村民税については、本社が東
京都の場合、法人都民税での
提出でもよろしいでしょうか。

①、②ともお問い合わせの書類
で問題ありません。

25 選定要項 1

建築年月が令和5年4月完成予
定と記載がございますが、委託
期間開始の令和5年8月1日より
も前に、業務開始に向けた施設
内入室等の実施を想定されてい
るかご教示ください。

町が調理指示するアルミカップ
や、児童生徒用手袋は、町が負
担します。

24 別紙９ 経費負担区分表

受託者負担に「町などが開催す
る研修参加費用」とあるが、年
間一人当たりどの程度の費用に
なるか、ご教示ください。

研修会場までの交通費を想定し
ています。

23 別紙９ 経費負担区分表

受託者負担に調理業務に必要
な消耗品とあるが、給食時に児
童生徒に提供されるアルミカッ
プ、エンボス手袋等は含まれて
いない認識でよいか、ご教示く
ださい。

洗濯機：８㎏　２台
乾燥機：６㎏、５㎏各１台
洗濯機、６㎏の乾燥機は購入予
定です。

22 別紙２

職員駐車場11台のうち、受託者
従業員用の駐車場は何台分使
用可能か、ご教示ください。ま
た、駐車場使用費についてご教
示ください。

11台以内を想定しています。使
用料はありません。

21 別紙１ ５（６）

「洗濯する際は、下処理用と調
理室用を分けて洗濯～」とある
が、洗濯機や乾燥機の容量、設
置台数をご教示ください。

№ 該当資料 ページ 該当項目 質問内容 質問回答



№ 該当資料 ページ 該当項目 質問内容 質問回答

36 仕様書 2 （６）ア

残菜及び廃棄物の処理につい
て、アにて発注者から指示した
期間について、残菜等の計量を
行うと記載がございますが、毎
日の計量ではないとの理解でよ
ろしいでしょうか。またその理解
でよろしければ、具体的にどの
ような期間の計量を想定されて
いるかご教示ください。

学校ごと、全体の残菜計量を毎
日行い、週報作成に必要がある
時は、メニュー毎の計量を行う
予定です。

①６品目
②除去食対応です。炊飯スペー
ス横のシステム調理台で行う予
定です。専用の食缶等に入れ、
他の食缶と同じコンテナで引き
渡します。
③一度の給食では、多くて２～３
名を想定しています。

35 仕様書 1

アレルギー対応について、①対
応品目数、②配送方法（調理方
法及びスペース、配送員への引
き渡し方法、除去するもののみ
の引き渡しか等）、③調理食数
等詳細についてご教示ください。

肉、野菜類：8時前後想定
魚、加工品類：前日の10時前後
想定　　食材により、13時頃や、
15時～16時の間に納品されるも
のもあります。

34 仕様書 1
人員配置を検討するため、新設
センターでの想定献立及び、調
理指示書をご教示ください、

新センターでの想定献立、調理
指示書は作成に至っておりませ
んのでお示しできません。現在
使用している別添資料をご参照
ください。

33 仕様書 1
人員配置を検討するため、各食
材の納品時間（午後の納品も含
む）をご教示ください。

お見込のとおりです。

32 選定要項 8
配送業務を行う他社について、
①企業名、②現在の勤務時間・
勤務人数をご教示ください。

現在の状況です。
①（株）身延タクシー
②中富給食センターは11時20分
～14時30分頃まで。身延給食セ
ンターは11時30分～14時20分
頃までで、各１名です。

31 選定要項 7

プレゼンテーションの審査順に
ついて、書類の受付順と記載が
ございますが、企画提案書の受
付順という理解でよろしいでしょ
うか。

お見込のとおりです。

30 選定要項 6
審査委員会選定委員の人数及
び、役職をご教示ください。

関係行政機関職員、学校長、栄
養教諭、PTA会長で、８名です。

29 選定要項 6

副本には社名や社名のわかる
ロゴ等を記載しないことと記載が
ございますが、第2次審査のプレ
ゼンテーションや質疑応答の際
にも、社名や社名のわかるロゴ
等の使用、発言は不可能との理
解でよろしいでしょうか。



44 別紙１ １（３）エ

配送担当者と共に、配送事業者
に引き渡すことと記載がござい
ますが、配送担当者とはどのよ
うなものを指しているのかご教
示ください。

調理従事者の中で、その日に配
送車へ積み込む担当をされる方
を想定しています。

45 別紙１ ３（３）
指定のごみ袋について、購入単
価をご教示ください。

現在、1箱300枚入り、6千円で
す。
町で購入します。

42 仕様書 7 27　協力事項

給食試食会について、年度内の
実施日数、提供食数、受託者の
対応業務等の想定をご教示くだ
さい。

各小学校１回、平日実施を予定
しています。１年生の保護者（児
童1名につき保護者1名）、5名前
後の学校評議員が対象です。受
託者は、対象数の給食を通常の
食数に加えて調理していただき
ます。

43 仕様書 9 32　その他

継続雇用希望（見込）者８名に
ついて、①身延町での給食調理
業務の経験年数、②現在の年
間勤務日数、③１日の勤務時
間、④有する資格（調理師・栄養
士等）をご教示ください。

①令和4年4月1日現在　17年、
13年、7年、6年、3年、2年、1年
7ヵ月、6ヵ月
②230日程度
③7時間30分
④調理師３人、栄養士１人

40 仕様書 5

給食センターにおいて実施する
調理業務等の事前研修につい
て、具体的にいつごろからセン
ター内での研修が可能になるか
ご教示ください。

７月下旬を想定しています。

41 仕様書 7 27　協力事項

学校等の食育活動に積極的に
協力することと記載がございま
すが、現時点で給食センター見
学や学校訪問、給食試食会以
外に、具体的にどのような食育
活動を想定されているかご教示
ください。

町としては、質問にある事業以
外は、今のところ想定していま
せん。

38 仕様書 3

パン・麺の納品時の形態につい
てご教示ください。また、ジャム
やマーガリンなどの添物につい
ても給食センターに納品がある
という理解でよろしいでしょうか。

パン、麺は指定のグラムごとに
業者が分けて納品されます。添
物も給食センターに納品されま
す。

39 仕様書 5・8

調理業務等の事前研修につい
て、調理トレーニングの食材の
費用負担は受託者負担と理解し
ましたが、食材の調達・発注業
務等についてはどのような想定
でしょうか。

受託業者との打ち合わせの中で
決定しますが、町から、現在取り
扱いのある業者に発注する予定
です。

37 仕様書 2

発注者指定の各種帳簿と記載
がございますが、発注者指定と
なる各種帳簿の指定様式をご開
示ください。

温度記録などの帳簿になりま
す。受託業者との打合せの中で
決定していく予定です。

№ 該当資料 ページ 該当項目 質問内容 質問回答



№ 該当資料 ページ 該当項目 質問内容 質問回答

46 別紙１ ４（５）
グリストラップの清掃について、
どのような清掃を想定している
かご教示ください。

グリストラップ引抜・清掃は町で
実施しますので、可能な範囲の
清掃と点検を想定しています。

47 別紙１ ５（６）

調理衣の洗濯について、別紙２
の平面図からセンター内に洗濯
機等を配置した洗濯室のような
場所はないかと存じますが、調
理員の洗濯についてはどのよう
想定かご教示ください。すべて
受託者にてクリーニングとの想
定でしょうか。

前室２の手前に洗濯コーナーが
あります。洗濯機、乾燥機を２台
ずつ設置予定ですので、こちら
で洗濯をしていただきます。

48 別紙２

受託者従業員が事務や帳簿管
理等を行う室については、平面
図内のどちらを想定されている
かご教示ください。また、その質
は委託者と受託者の共用を想
定されているか、受託者負担に
て電話回線やネット回線の引き
込みは可能かご教示ください。

事務所２になります。受託者負
担にて電話回線やネット回線の
引き込みは可能です。

49 別紙２
職員駐車場（11台）については、
受託者に無償貸与との理解でよ
ろしいでしょうか。

お見込のとおりです。

50

現在貴町にて、代替調理員の登
録はあるかご教示ください。ま
た、ある場合は人数と受託者へ
の紹介は可能かご教示くださ
い。

1名お願いしている方がいます。
受託者に紹介することは可能で
す。

51
令和5年8月の給食開始日をご
教示ください。

小学校：8月25日予定
中学校：8月24日予定


