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江南市立北部学校給食センター給食調理業務委託公募型プロポーザルにかかる質問及

び回答 

令和３年 10月 20日 

Ｎｏ． 質  問 回  答 

１ 実施要綱 4.提出書類当 

提出書類のア～オの書類は、提案書の

正本と一緒に綴じ提出でよいでしょう

か 

特に指定はありません。 

２ 提案書について① 

別紙 2 第一次審査基準は様式 2～様式

5のことでしょうか。ご教示下さい。 

お見込みのとおりです。 

３ 提案書について② 

別紙 2 第二次審査基準は、実施要綱 

4.提出書類等(1)提出書類 カ 提案書 

に該当するでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

４ また上記の場合、提案書の枚数制限は

あるでしょうか。 

実施要綱 別紙１ 提案書 １ 作成

上の留意点のとおりです。 

５ 仕様書（別表 2） 費用負担区分表 

12 マスク・作業衣・調理用靴等の従事

者が調理時に着用する衣類の購入、ク

リーニングが受託者負担ですが、直近

2～3年の実績値をご教示下さい。 

令和元年度実績 ３９７，５１５円 

令和２年度実績 ４０６，６５３円 

です。 

６ 仕様書（別表 2） 費用負担区分表 

場内の駐車場に駐車する場合は有料と

なるでしょうか。有料の場合、 

1 台あたりの月額料金と、駐車可能な

台数をご教示下さい。 

有料となります。 

現状、月額１，５００円、駐車可能な

台数は２２台です。 

７ 作業工程表・作業動線図を 2 週間ご提

示ください。 

（パン・麺・丼の日を含む各種資料） 

参考として、１日分の作業工程表（別

紙１）と作業動線図（別紙２）を提供

します。 

なお、ご飯・パン・麺は業者から各学

校へ直接配送となります。 

８ ①当日納品される食材をご教示下さい 

②また納品時間をご教示下さい 

① 生鮮食品等です。 

② 現状、午前中です。 

９ 現在の人員配置を教えていただけます

でしょうか。（正社員何名、パート何名、

洗浄員何名等） 

１０月１日現在、正規職員３名、再任

用職員１名、派遣職員３名、パート職

員１９名です。 
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１０ 従事者配置について各従事者の兼務の

可否をお示しください。 

業務責任者と業務副責任者の兼務は

否とします。 

１１ 業務代行保証の方法について仕様書

14.に業務の委託期間開始までに受託

者の責任として、契約後速やかに文書

にて届け出ることとなっております

が、届け出は契約後でよろしいでしょ

うか。記入方法についてご教示くださ

い。 

契約後でかまいません。 

記入方法については、任意でかまいま

せん。 

１２ 会社概要説明書東海 3 県の支店・営業

所数は事務所・電話・常勤者が在籍 

していればすべて数に入れれば宜しい

でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

１３ クリーニングに関し洗濯機、乾燥機の

設置台数をお示しください。 

洗濯機３台、乾燥機はありません。 

１４ 提案書(1)様式等イ表紙を除き 15 ペー

ジ以内(付属資料等の一切を含む)で 

作成することとなっておりますが 2 審

査基準 経営状況(1)に貸借対照表、 

損益計算書を添付となっておりますが

提案書 15頁内に収めるのか別途かの 

可否をご教示下さい。 

１５頁内に収めてください。 

１５ 実施要綱 納税証明書（直前１ヵ年分）

国税は「その３の３」で宜しいでしょ

うか。 

お見込みのとおりです。 

１６ 実施要綱 審査基準につきまして、第

一次審査は「様式第２から様式第５」

を、第二次審査は「提案書(15 ページ

以内)」と「プレゼンテーション及びヒ

アリング」を審査して採点する事で宜

しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

１７ 仕様書 現状の社員・契約社員の人数、

作業シフト（始業時間、終業時間など）

を教えて頂けないでしょうか。 

Ｎｏ．９のとおりです。 

現状の勤務時間は正規職員(８：００

～１６：４５)派遣職員(７：４５～１

６：４５)会計年度任用職員(８：３０

～１５：３０)です。 

１８ 仕様書 継続雇用などを考える上で、

現在勤務されている方の給与等の契約

時間給１，０２０円、期末手当あり、

午前８時３０分～午後３時３０分（休
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条件を教えて頂けないでしょうか。 憩１時間）、週４日勤務です。 

１９ 仕様書 食品衛生責任者とボイラー取

扱者は、業務責任者などとの兼務は可

能でしょうか。 

Ｎｏ．１０のとおりです。 

例として、業務責任者と食品衛生責任

者の兼務は可能です。、 

２０ 仕様書 従業員が給食を喫食した際の

給食費（１食）を教えて頂けないでし

ょうか。 

２７０円です。 

２１ 仕様書 現在の検収時間（仕入時間）

を教えて頂けないでしょうか。 

Ｎｏ．８のとおりです。 

２２ 仕様書 検収時間が午前８時前の場合

は、時間前に業務を行っても宜しいで

しょうか。 

受託者委託者の双方で協議のうえ決

定します。 

２３ 仕様書 施設・設備は常に整理整頓、

必要に応じて清掃、消毒とありますが、

施設内のトイレ清掃業務は全て受託側

になりますでしょうか。 

委託者の方で他の業者に委託してお

りますが、必要に応じて行っていただ

きます。 

２４ 仕様書 駐車場は何台お借りすること

ができますでしょうか。 

Ｎｏ．６のとおりです。 

２５ 仕様書 食器用洗剤・アルコール類は、

全て委託側で用意頂けるとの理解で宜

しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

２６ 仕様書 受託者が使用する事務室等備

品（現有品以外）の現有品とはどのよ

うな物になりますでしょうか。 

ロッカーや洗濯機等です。 

２７ その他 エプロンの取扱いマニュアル

に沿った、エプロンの色の変更は可能

でしょうか。指定の色が納品不可の場

合がございます。 

受託者委託者の双方で協議のうえ決

定します。 

２８ その他 同じく衛生手袋（作業制限が

あるもの）の色の変更は可能でしょう

か。指定の色が納品不可の場合がござ

います。 

受託者委託者の双方で協議のうえ決

定します。 

２９ 様式集 参加意思表明書（誓約書）の

１．業務名、２．添付資料はどのよう

に記載すれば宜しいでしょうか。 

１.業務名 江南市立北部学校給食セ

ンター給食調理業務委託 

２.添付資料 内容は、要綱 ４.提出

資料等 （１）提出資料のイ～オとな

りますので、「別添のとおり」と記載
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で構いません。 

３０ 様式集 従事者の配置計画 学校給食

調理場業務の経験者数につきまして、

内定後に現職員様との採用面接、一般

募集による新規採用などを通常予定致

します為、現時点で経験者数を記載す

ることが難しいと考えておりますが、

いかがでしょうか。 

あくまで予定の配置計画を記載して

ください。 

３１ 様式集 学校給食調理業務の受託実績 

現在契約中の受託実績一覧につきまし

て、添付資料：契約書の写しは全施設

必要になりますでしょうか。 

全施設お願いします。 

３２ 様式集 学校給食調理業務の受託実績 

現在契約中の受託実績一覧につきまし

て、添付書類：契約書の写しは、契約

していることが分かる部分（業務名、

契約期間、委託先・受託先の押捺箇所）

のみで宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

３３ 様式集 見積書につきまして、第一次

審査の評価項目に含まれますが、金額

差等をどのような形で点数化されます

でしょうか。式などがございましたら、

教えて頂けないでしょうか。 

見積金額の式等の公表は控えさせて

いただきます。 

３４ 実施要綱 提案書につきまして、両面

印刷（長辺綴じ）、15ページ以内（付属

資料等の一切を含む）で作成とござい

ますが、こちらは 30ページ以内（15枚

以内）ということで宜しいでしょうか。 

１５ページ以内（８枚以内）です。 

３５ 実施要綱 提案書につきまして、（１）

経営状況内に貸借対照表、損益計算書

を添付し、とございますが、提案書内

（枚数制限あり）に入れ込む必要はご

ざいますでしょうか。 

Ｎｏ．１４のとおりです。 

３６ 仕様書 アレルギー食提供に関する記

載がございませんでしたが、アレルギ

ー対応は行わないという事で宜しいで

しょうか。 

お見込みのとおりです。 
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３７ 「副本は写しでも可とする」とありま

すが、副本は提案書のみの理解でよろ

しいでしょうか。公的文書を添付する

会社概要説明書も副本が必要でしょう

か。 

提案書のみです。 

３８ 提出書類提出時のファイリングに指定

はありますでしょうか？  

例）書類ア～エ、オ、カは分けて綴じ

る、等。 

Ｎｏ．１のとおりです。 

３９ 審査委員の構成メンバーもしくは委員

構成（学校関係者〇名、保護者代表〇

名、行政機関職員〇名、等）をご教示

ください。 

学識経験者 1名、学校関係者４名、保

護者代表１名、教育委員会委員 1名、

行政機関職員１名です。 

４０ 15ページ以内（付属資料等の一切を含

む）とは様式 2～5の書類は含まず、第

二次審査基準を提案書として、記載資

料枚数が 15 ページという理解でよろ

しいでしょうか。 

また様式 2～5 の提出方法は提案書と

は別に提出という理解でよろしいでし

ょうか。 

お見込みのとおりです。 

提出方法はＮｏ．１のとおりです。 

４１ 給食センター平面図(1 階、2 階、設備

記載有)と、厨房、洗浄、消毒乾燥、ボ

イラー設備の仕様(台数、能力)、貸与

備品のリストをご提示ください。 

参考として、平面図（別紙３）を提供

します。 

４２ 現状、市で行われている食育行事の内

容と時期、頻度をご教示ください。 

栄養教諭が学校を訪問し、食に関する

指導を年２０回ほど行っております。 

４３ 「本業務開始以前の水準を下回らない

よう」とありますが、現在従事してい

る職員の内、継続雇用が想定される会

計年度任用職員の下記項目別に人数お

よび勤務状況をご教示ください。 

①時給日給月給とそれぞれの在籍人

数、②期末手当、③社会保険加入状況、

④年間勤務日数、⑤勤務時間、⑥栄養

士または調理師資格者の人数 

①時給１，０２０円が１９人②あり③

なし④概ね１５６日⑤午前８時３０

分～午後３時３０分（休憩１時間）⑥

７人 

４４ 受託者が継続雇用をする可能性がある

業務従事者の人数と雇用条件をご教示

Ｎｏ．４３のとおりです。 

年齢の分布の公表は控えさせていた
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ください。また可能な範囲で年齢の分

布もご教示ください。 

だきます。 

４５ 栄養士と食品衛生責任者は兼任可能か

ご教示ください。 

可能です。 

４６ ボイラー取扱者は（1）から（4）ある

いは（6）調理業務従事者のいずれかと

兼務可能かご教示ください。 

可能です。 

４７ 現在のシフト表をご提示ください。 シフト表はございませんが、１９人で

週４日勤務です。 

４８ 従事者１食あたりの給食費の負担金額

をご教示ください。 

Ｎｏ．２０のとおりです。 

４９ 事務従事者は必要に応じて１名以上配

置とありますが、業務責任者や調理従

事者等との兼任が可能でしょうか。 

可能です。 

５０ 「給食中止校及び早出し対応校につい

て指示が出た場合」とありますが、本

指示は給食提供の何日前までかご教示

ください。 

受託者委託者の双方で協議のうえ決

定します。 

５１ 現在の配送・回収計画、釜割表をご提

示ください。 

参考として令和３年度配送回収表（別

紙４）、釜割表として運用している配

食変更表（別紙５）を提供します。 

５２ 食材の検収は委託者受託者が協議のう

え取り決めた時間に行うとあります

が、食材の荷受けの時間を指定できる

ということでしょうか？ 

また、検収時、自治体側の方はその場

に立ち会われますでしょうか？ 

受託者委託者の双方で協議のうえ決

定します。 

基本的に、検収時自治体側は立ち会い

ません。 

５３ 検収責任者は「7.業務実施体制」に配

置が決められている栄養士又は食品衛

生責任者との兼任が可能でしょうか。 

可能です。 

５４ 現状の献立表(1ヵ月分)、作業工程表、

手順表、動線図をご教示ください。 

参考として、献立表（別紙６）、作業

工程表（別紙１）、作業動線図（別紙

２）を提供します。 

５５ 洗浄開始及び終了時間、午後洗浄消毒

に配置している人数をご教示くださ

い。 

おおよそ１３時～１６時で、２０人ほ

どです。 

５６ 「施錠及び開錠を行う」とありますが、 受託者委託者の双方で協議のうえ決
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受託者が全日施錠・開錠を行うとの認

識でよろしいでしょうか。また現在の

開錠・施錠時間をご教示ください。 

定します。 

５７ 駐車場の線引き、草むしりに必要な道

具は委託者準備との理解でよろしいで

しょうか。 

お見込みのとおりです。 

５８ 第三者が実施する研修、会議及びその

他の行事について、頻度と会議や行事

などの具体例をご教示下さい。 

管理栄養士の臨地実習や、中学生の職

場体験等が年１回ほどあります。 

５９ 「公文書開示請求がなされた場合に

は、公開する場合がある」とあります

が、公開前に事前に受託者に確認およ

び連絡があるとの認識でよろしいでし

ょうか。 

連絡はしません。 

ただし、事業を営む上で利益を害する

情報は非開示となります。 

６０ 引継ぎのための習熟に関して、習熟者

は業務責任者を除いた社員の人数に指

定や上限はありますでしょうか。また

令和 4年 3月 1日（習熟期間）以前に

業務に精通しておくための準備のた

め、見学や立ち入りなどの入場は可能

でしょうか。 

受託者委託者の双方で協議のうえ決

定します。 

６１ 場内の駐車場の利用に関しては、費用

は発生しないとの理解でよろしいでし

ょうか？また、受託者側での使用可能

台数をご教示ください。 

Ｎｏ．６のとおりです。 

６２ 現在の会計年度任用職員の方（継続雇

用が想定される方）で自動車通勤をさ

れている方の人数をご教示ください。 

１５人です。 

６３ 現在敷地外の駐車場利用はありますで

しょうか。その場合の費用をご教示く

ださい。 

利用はありません。 

６４ 施設設備等管理区分の消耗品等の購

入・管理に関して、委託者、受託者両

方に〇が付いていますが、具体的な区

分をご教示ください。 

受託者委託者の双方で協議のうえ決

定します。 

６５ ボイラーの消耗品は委託者負担との理

解でよろしいでしょうか？ 

委託者負担です。 
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また受託者負担の場合、種類及び 1 年

分の使用量、金額をご教示ください。 

６６ 「営業のための関係官庁手続きに係る

費用」は営業許可取得の際の費用との

理解でおりますが、保健所の指導で施

設修繕が必要となった場合の手続きや

費用負担は、委託者対応との理解でよ

ろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

６７ 参加意思表明書の「2．添付書類」とは

何を示しているのかご教示ください。 

Ｎｏ．２９のとおりです。 

６８ 上段 2 行目の「上記のうち調理業務従

事者の人数」とありますが、各責任者

など調理に関する全体管理する者も含

むとの認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

６９ 現状の白衣等作業用衣類の洗濯方法を

ご教示ください。 

現状、洗濯機で洗浄し自然乾燥してお

ります。 

７０ 実施要綱 P1 2（5） 

提案時に示した見積り金額が契約金額

になるという認識で良いでしょうか。 

受託者委託者の双方で協議のうえ決

定します。 

７１ 実施要綱 P5（2）エ 

プレゼンテーション当日に、提案書内

で記載をしたマニュアルの原本冊子

や、一部抜粋資料の展示は良いでしょ

うか。 

追加資料に当たるので認めません。 

７２ 別紙 1 提案書 1（1）ア・イ 

「ア」にて、提案書の書式は両面印刷

と記載がありますが、「イ」の表紙を除

き 15 ページ以内とは、ページ番号が

15までか、両面印刷をした提案書が 15

枚（ページ番号は 30）かどちらかご教

示ください。 

Ｎｏ．３４のとおりです。 

７３ 別紙 1 提案書 1（1） 

提出ファイル等の指定はあるでしょう

か。 

Ｎｏ．１のとおりです。 

７４ 別紙 1 提案書 2 審査基準（1）経営

状況 

提案書内にて、「貸借対照表、損益計算

お見込みのとおりです。 

①１年分添付②Ｎｏ．１４のとおりで

す。 
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書を添付し」の記載と、要綱 P3 4（2）

（エ）、様式第 2に、貸借対照表と損益

計算書当の 2 か年分の添付とありま

す。 

様式第 2 と提案書に同様の資料を添付

でしょうか。 

また、提案書にも添付の場合、 

①何か年分の添付か  ②添付資料も

1 ページと含まれるか ご教示くださ

い。 

７５ 仕様書 P1 3 日調理能力 

センターとして、6,000 食の調理能力

はあるが、現状は給食数に記載がある

食数という認識で良いでしょうか。 

また、今後食数が増える予定はあるで

しょうか。 

お見込みのとおりです。 

現状、食数が増える予定はありませ

ん。 

７６ 仕様書 P1 3 履行場所及び施設概

要等 

業務予定日数の項目において、年間従

事日数が 243 日となっておりますが、

正社員の方だけではなく、会計年度任

用職員の方も 243日従事でしょうか。 

また、給食調理日以外の指定日数での

出勤人数の指定はあるでしょうか。 

業務内容をご教示ください。 

Ｎｏ．１８・４３のとおりです。 

給食調理日以外は、受託者委託者の双

方で協議のうえ決定します。 

７７ 仕様書 P2 5（5）市の行事等への協

力 

調理場見学とは、場内への見学はある

でしょうか。 

場内の見学の場合、見学時のタイミン

グ（長期休暇中 等）や、場外見学時

においても検温・体調報告等のご対応

をお願いすることは可能でしょうか。 

現状、学校における職場体験は、場内

見学も行っています。その際には、検

便等行っております。 

７８ 仕様書 P2 5（5）市の行事等への協

力 

「食育指導用媒体及び啓発資料等作成

（写真撮影等）の指示があれば協力す

ること」と記載がありますが、具体的

Ｎｏ．４２の際の資料作成などがあり

ます。 
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にどのような食育媒体や啓発資料を作

成するかご教示ください。 

また実施頻度もご教示ください。 

７９ 仕様書 P3 6 調理業務従事者の雇

用について 

現在従事されている方の①人数 ②雇

用区分 ③雇用区分別有資格者数 ④

勤務時間 ⑤雇用区分別給与（月給や

時給） ⑥ボーナスの有無および金額 

⑦シフト表 をご教示ください。 

Ｎｏ．４３・４７のとおりです。 

８０ 仕様書 P3 7 業務実施体制 

正社員の配置について、(1)～(5)の中

で兼務が可能な業務が（3）栄養士、(4)

食品衛生責任者、(5)ボイラー取扱者の

3業務という認識で良いでしょうか。 

Ｎｏ．１０のとおりです。 

８１ 仕様書 P4 7 （6） ⑥ 

調理業務従事者が給食を喫食する場合

の金額をご教示ください。（1 食あた

り） 

Ｎｏ．２０のとおりです。 

８２ 仕様書 P4 8 業務時間 

食材の検収について、当日と前日の納

品時間をご教示ください。 

Ｎｏ．８のとおりです。 

８３ 仕様書 P4 8 業務時間 

検収には、職員様の立ち合いはあるで

しょうか。 

Ｎｏ．５２のとおりです。 

８４ 仕様書 P5 9（2）③ 

配送・回収業務は本業務に含まれてい

ないと認識をしており、配送計画の作

成は配送業者と推測をしますが、早出

し等の場合も配送に関するルート変更

時の計画の作成は配送業者で良いでし

ょうか。 

（仕様書に、早出し対応校について指

示が出た場合は、配送・回収計画を作

成しと記載があるため） 

受託者委託者の双方で協議のうえ決

定します。 

８５ 仕様書 P5 9（2）③ 

早出しの対応について、早出しの時間

をご教示ください。 

受託者委託者の双方で協議のうえ決

定します。 
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８６ 仕様書 P5 9（3）検収 

検収責任者として管理栄養士又は栄養

士の資格を有するものの配置とありま

すが、仕様書Ｐ3 7(1)～(5)の業務と

兼務可能と考えて良いでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

８７ 仕様書 P5 9（4）調理及び配缶 

フルーツについて、フルーツは洗浄し、

下処理で消毒でしょうか。 

また、専用シンクで実施でしょうか。 

フルーツは物資納入業者から学校へ

の直接配送です。 

８８ 仕様書 P6 9（6）② 

②にて、「調理残渣及び残食は・・・所

定の場所に搬出処理し」と記載があり

ますが、所定の場所とはセンター様敷

地内と認識をして良いでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

８９ 仕様書 P6 9（6）③ 

「可燃ゴミ、空き缶・・・の廃棄物を

所定の集積場まで搬出すること」と記

載がありますが、別表 1 P14業務負担

区分の廃棄物の処分は委託者に印があ

ります。 

集積場とは、センター様敷地内かクリ

ーンセンター等を示しているかご教示

ください。 

センター様敷地外の場合、①集積場ま

での場所 ②距離 ③集積場までの搬出

方法 

④廃棄物の処理に関わる業務 ⑤全て

の費用等の負担区分 をご教示くださ

い。 

また、集積場までの搬出業務が受託者

側の場合、搬出に必要な車両や車両に

関わる費用負担をご教示ください。 

センター敷地内です。 

なお、ごみ収集等は別業者に委託して

います。 

９０ 仕様書 P6 9（8）ボイラー設備等の

管理 

ボイラーに使用する塩・清缶剤等の管

理及び購入費用負担区分をお教えくだ

さい。 

また、投入業務負担についてもご教示

ボイラーに使用する塩・清缶剤等の管

理は受託者、購入費用負担区分は委託

者です。 
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ください。 

９１ 仕様書 P6 9（9）③ 

「保存食を採取し、ジッパー付ビニー

ル袋、蓋付カップ等清潔な・・・」と

ありますが、個々の食材をジッパー付

ビニール袋や蓋付カップに入れて保管

でしょうか。日ごとのまとめた保存食

をジッパー付ビニール袋に保存でしょ

うか。 

仕様書のとおりです。 

９２ 仕様書 P7 9（10）① 

「5.基本事項に明記したとおり」とは、

仕様書 P2 5.基本事項の（3）を指し

ているでしょうか。 

異なる場合、ご教示ください。 

お見込みのとおりです。 

９３ 仕様書 P7 9（10）⑥ 

ノロウイルス検査は高感度 PCR 検査で

しょうか。 

お見込みのとおりです。 

９４ 仕様書 P7 9（10）⑩ 

汚染が疑われる食缶・バット等の消毒

を学校にて実施とありますが、どのよ

うに消毒をされるかご教示ください。 

次亜塩素消毒です。 

９５ 仕様書 P7 9（11）② 

施設設備・器具等の、簡易にできる補

修とは具体的にどのような作業かご教

示ください。 

受託者委託者の双方で協議のうえ決

定します。 

９６ 仕様書 P8 9（11）② 

イ）、ウ）、オ）、カ）、キ）、ケ）、サ）、

シ）の各項目について点検ではなく、

整備と記載がありますが、具体的にど

のような作業を想定されているかご教

示ください。 

また、上記項目を実施するにあたって

の費用負担区分をご教示ください。 

受託者委託者の双方で協議のうえ決

定します。 

費用負担区分は委託者となります。 

９７ 仕様書 P8 9（11）⑤ 

キ）スライサーの研磨についての対応

をご教示ください。 

  専門業者へ依頼をする場合、費用

受託者委託者の双方で協議のうえ決

定します。 
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負担区分をお教えください。 

ケ）はしかご、食缶・バットの蓋、ス

プーン等の修繕とありますが、調理員

が対応可能な内容でしょうか。 

シ）駐車場の線引きとはどのような業

務かお教えください。 

ス）草むしりの実施頻度をお教えくだ

さい。 

９８ 仕様書 P8 9（13）③ 

配送企業と調理企業の業務接点はプラ

ットフォームのみでしょうか。 

場内で、コンテナへの積込み等も共同

で行っています。 

９９ 仕様書 P9 13 災害時等の対応 

台風等、警報発令時の給食対応方法を

お教えください。 

（食事提供判断時間、従業員の出勤時

間 等） 

江南市教育委員会の判断に基づき、受

託者委託者の双方で協議のうえ決定

します。 

100 仕様書 P9 14 業務代行保証 

代行保証は関連業者で良いでしょう

か。 

かまいません。 

101 仕様書 P11 22（1） 

「委託料の支払いは、調理業務期間中

における該当年度毎に按分した契約金

額を 12で割った金額」と記載がありま

すが、契約金額を上回ることがなけれ

ば年度毎に金額を変動させることは可

能でしょうか。 

仕様書のとおりでお願いします。 

102 仕様書 P11 23（2） 

場内の駐車場は何台まで借用可能でし

ょうか。 

また、場内の駐車場をお借りした場合、

1 台あたりの月額費用をご教示くださ

い。 

Ｎｏ．６のとおりです。 

103 P16 別表 3 主な作成書類一覧表 

（2）随時提出 

6 項目目の第一種特定製品の簡易点検

とはどのような内容かご教示くださ

い。 

受託者委託者の双方で協議のうえ決

定します。 

104 P16 別表 3 主な作成書類一覧表 受託者委託者の双方で協議のうえ決
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（3）毎年提出 

製造所等定期点検・地下タンクの検査

とは専門業者ではなく、受託者にて対

応ができる点検内容でしょうか。受託

者にて実施の場合、具体的な検査内容

と記録内容をご教示ください。 

また、専門業者に依頼をして実施の場

合、費用負担と 1 回あたりの金額、実

施回数（年度あたり）をご教示くださ

い。 

定します。 

105 様式第 2 3 項目目 東海 3 県下の支

店・営業所数 

営業所数とは、会社としての事務所か、

受託をしている事業所数 どちらを示

しているかご教示ください。 

会社としての事務所です。 

106 様式第 2 裏面 1項目目 従業員数 

1 人の従業員が栄養士・調理師の両資

格を有している場合、主の業務を行っ

ている資格に 1 人として記載をする

か、重複して両資格に記載をするかご

教示ください。 

重複して両資格に記載して下さい。 

107 様式第 2 裏面 2 項目目 行政処分の

有無 

過去 5年間の行政処分の有無とは、「実

施要綱 P1 3.参加資格要件（4）」に該

当する場合の記載で良いでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

108 様式第 3 従事者の配置計画 業務実

績 

総括責任者・総括副責任者の業務実績

記載の項目について、「仕様書 P11 

23(4)」に提案書通りに人員配置するこ

ととありますが、あくまで配置計画（予

定）としての記載で良いでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

109 様式第 4 学校給食調理業務の受託実

績 2受託実績一覧 

受託実績一覧に記載をする事業所は、

「1」で受託実績として記載をした受託

センター様の記載でしょうか。 

「1」で受託実績として記載をした受

託センターの記載です。 
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受託センター様を記載の場合、東海 3

県での受託センター様全施設を記載で

しょうか。 

また、「1」で記載をしたセンター様の

受託実績一覧の記載でない場合、どの

ような事業所を優先的に記載をしたら

良いかご教示ください。 

110 様式第 4 学校給食調理業務の受託実

績 2受託実績一覧 

契約が確認できる添付書類として提出

をする契約書は、契約をしていること

が分かる双方の押印があるページのみ

の提出で良いでしょうか。 

（情報保護の観点より、契約書全文を

提出することは困難なため） 

Ｎｏ．３２のとおりです。 

111 学校給食衛生管理・作業マニュアル 

①エプロンの指定はあるでしょうか。 

 作業内容により、ビニールエプロン

は使用することは可能でしょうか。 

②青いバンドエイドはメーカー指定は

あるでしょうか。 

受託者委託者の双方で協議のうえ決

定します。 

112 その他 アレルギー対応について 

現状のアレルギー対応内容・方法・食

数・食数内訳をご教示ください。 

Ｎｏ．３６のとおりです。 

113 その他 施設備品について 

①現状ユニフォーム専用洗濯機はある

でしょうか。 

ある場合、台数もお教えください。 

②現状借用できるロッカーはあります

でしょうか。 

ある場合、何人分のロッカーかお教え

ください。 

①Ｎｏ．１３のとおりです。②２４人

分です。 

114 その他 

以下の資料をご提示いただくことは可

能でしょうか。 

・記載がされている作業工程表 及び 

作業動線図 

 （主食が、ごはん・パン・麺 の日 

参考として、作業工程表（別紙１）、

作業動線図（別紙２）、献立表（別紙

６）、令和３年度配送回収表（別紙４）、

を提供します。 

なお、ご飯・パン・麺は業者から各学

校へ直接配送となります。 
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計 3日間） 

・月間献立表 

・厨房図面 及び 機器リスト 

・現在の配送回収時間や順序が分か

る、配送・回収計画 

115 その他 

現在の給食開始時間をお教えくださ

い。 

学校によって異なりますが、１２時～

１２時３０分頃です 

116 その他 

天災や新型コロナウイルス等で学校が

長期休校になり、給食実施日数が減少

した場合は、契約金額が変動すること

があるでしょうか。 

受託者委託者の双方で協議のうえ決

定します。 

117 その他 

新型コロナウイルス感染者対応につい

てのルールはあるでしょうか。 

江南市新型コロナウイルス感染症対

策本部の判断に基づき対応していき

ます。 

 


