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№ 質問内容 回答

1
プロポー
ザル実施
要領1P

2.事業の概要　(5)契約上限額
現契約の委託金額(税込み)をご教示ください。

現契約の委託金額（税込み）は3年間で160,454,800円です。

2
プロポー
ザル実施
要領1P

（５）契約上限額につきまして、御契約の際には、御契約金額を３等分
（３年契約）する形になりますでしょうか。それとも契約年度ごとに、御
契約金額を変更することは可能でしょうか。

提案された見積金額をもとに、協議の上、契約金額を決定します。

3
プロポー
ザル実施
要領5P

10.企画提案書の提出　(3)注意事項
⑤「押印する印鑑は、実印(法務局が証明する代表者の印鑑)とする」とあ
りますが、裾野市への入札参加資格は支店へ委任しており支店長印が登録
してありますが、実印ではありません。この場合の押印は、代表者印では
なく、裾野市への登録印(支店長印)で宜しいでしょうか。

提案書を提出する会社の代表者印（実印）を押印してください。なお、提案書作成提出を支社等
に委任する場合は委任状を提出してください。

4
プロポー
ザル実施
要領5P

参加表明書添付書類についてお尋ね致します。【添付書類No.5　国税及び
地方税の納税証明書】
国税の「証明書の種類」は何になりますか。地方税は静岡県の「未納が無
いことの証明」、裾野市の「納税証明書(市県民税・固定資産税・法人市民
税)」で宜しいでしょうか。

国税の納税証明書は「納税証明書その３の３」（法人税及び消費税及び地方消費税について未納
税額のない証明用）
地方税は事業所所在地の「県税の未納がないことの証明」（法人県民税）、「納税証明書」（法
人市町民税）をご提出ください。

5

プロポー
ザル実施
要領　様

式集
様式第1号

添付書類につきまして、国税の納税証明書はその３の３でよろしいでしょ
うか。

お見込みのとおり。

6

プロポー
ザル実施
要領　様

式集
様式第5号

業務実績につきまして、実績ごとに契約書の添付は必要になりますでしょ
うか。その場合は、委託業務名・施設名・契約年月日、契約期間、食数、
業務内容が分かる箇所のみで宜しいでしょうか。

参加表明書の添付資料として、静岡県内の給食調理業務受託実績書を提出していただくため、様
式第5号には契約書の添付は不要です。
参加表明書の添付資料に、受託実績を確認できる書類として契約書の写しを添付する場合は、委
託業務名、施設名、契約年月日、契約期間、食数、業務内容が分かる箇所の写しを添付してくだ
さい。

7

プロポー
ザル実施
要領　様

式集
様式第7号

２日分の献立が添付されておりましたが、作業工程表、作業動線図はどち
らの献立で作成するのが宜しいでしょうか。

2日分の献立について作成してください。

8

プロポー
ザル実施
要領　様

式集
様式第9号

現時点での、アレルギー対応の種類はどれくらいでしょうか。また対応範
囲としてコンタミネーションまで考慮した内容と考えてよろしいでしょう
か。

アレルギー対応の種類は№9の回答のとおり。
対応範囲は、文部科学省の対応指針に従い、コンタミネーションまで考慮する必要がある方には
除去等の対応はせず家庭から持参するようお願いしています。
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9
仕様書

1P
現在、対応しているアレルゲンと人数についてご教示ください。

現在対応しているアレルゲンと人数は下記のとおりです。（重複あり）
卵…3人、ごま…5人、さば…3人、鮭…1人、ししゃも…1人
えび…12人、かに…11人、いか…4人、アーモンド…4人、ピーナッツ…11人
カシューナッツ…3人、キウイフルーツ…6人、りんご…4人

10
仕様書

1P

給食開始前後の施設整備の清掃・点検日を委託者と協議により定めるとあ
りますが、現在の実績がございましたらご教示ください。
（春、夏、冬休み前後の清掃日数）

春、夏、冬休み前後にそれぞれ5～6日程度清掃日としています。

11
仕様書

2P

【実施体制】現在従事されている人数と人員内訳・勤務時間をご教示くだ
さい。
正社員　○人　　○時○○分～○時○○分
常勤　　○人　　○時○○分～○時○○分
午前　　○人　　○時○○分～○時○○分
午後　　○人　　○時○○分～○時○○分

審査案件となっているため、提示することはできません。

12
仕様書

2P
実施体制につきまして、現在の従業員数（総従業員数、1日のシフト、勤務
人員）、勤務開始時間、勤務終了時間を教えて頂けないでしょうか。

審査案件となっているため、提示することはできません。

13
仕様書

2P
アレルギー対応食責任者は、業務責任者又は業務副責任者が兼務すること
は可能でしょうか。

アレルギー対応食の誤配等の事故を防ぐため、業務責任者又は業務副責任者との兼務でなく、専
任としてください。

14
仕様書

2P
施設設備点検責任者はボイラーの資格は必須でしょうか。 当施設に設置されているボイラーの操作に資格は必須ではありません。

15
仕様書

2P

【実施体制】前回公募時に(受託業者決定時)、裾野市会計年度職員から現
行業者様に転籍され現在も継続し勤務されている方は何名在籍されていま
すでしょうか。フルタイム○名、パートタイム○○名。また現在の待遇面
(基本給・賞与)をご教示ください。

裾野市会計年度任用職員から現在の受託者に転籍し現在も継続勤務している従事者は6名です。待
遇面については市では把握しておりません。

16
仕様書

2P
献立に関する栄養教諭との打ち合わせの頻度・参加者・時間についてご教
示ください。

献立の打合せは前月に4回程度、1回あたり60分程度行います。受託者の参加者は業務責任者、業
務副責任者、他1名です。

17
仕様書

2P
２．業務内容につきまして、現在手作り対応などはどのような献立がござ
いますでしょうか。

グラタン、ラザニア、コロッケ、とり天、鶏肉のから揚げ、混ぜごはんなどは毎回ではありませ
んが手作りしています。（食数や献立の組み合わせを考慮し作業工程に無理のない範囲で手作り
します。）

18
仕様書

3P
現行の配置人数について、職務区分、勤務時間（及び休憩時間）を開示し
ていただくことは可能でしょうか

審査案件となっているため、提示することはできません。
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19
仕様書

3P

献立内容により月３回程度午後納品があると記載がありますが、どのよう
な食材がありますでしょうか。
また、納品時間が遅いものですと何時ごろ納品されますでしょうか。

当日朝の納品では調理に間に合わないと思われる、冷凍加工食品、冷凍の魚切身などの食材を前
日午後納品としています。午後納品の時間は14時～15時ごろです。物資納品時間は№21の回答の
とおり。

20
仕様書

3P

2.業務内容　(1)給食調理業務　①食材等の検収と保管業務
食材の受入れ時は、裾野市職員様に立会いただけますでしょうか。また現
状の検収業務は、7時15分から2名体制にて実施の認識で宜しいでしょう
か。

食材の受入れ・検収作業は受託者にお願いします。検収業務は受託者が2名体制で実施してくださ
い。市職員は作業方法・物資の状況等を確認するため立ち会う場合があります。

21
仕様書

3P
食材の納品開始は、基本７時とあるが納品完了時間というのは定めていま
すでしょうか。

物資納入業者には基本的に下記の時間に納品するよう依頼しています。
　青果品…7時15分～7時45分
　精肉類…9時～9時30分（献立により8時10分まで）
　鮮魚類…8時～8時30分
　乾物、その他…前日7時30分～10時（当日使用品は8時30分までに納品）

22
仕様書

3P

２．業務内容（１）給食調理業務につきまして、7時15分から荷受が始まる
とのことですが、当日納品される品目、前日に納品される品目を教えて頂
けないでしょうか。また、当日の荷受は7時15分から何時ごろまで、前日の
荷受は何時から行っておりますでしょうか。

当日納品は青果品、精肉類、鮮魚類、豆腐類などで、その他は前日までに納品を依頼していま
す。納品時間は№21の回答のとおり。

23
仕様書

3P
過去の実施献立表を1か月分開示していただくことは可能でしょうか。 令和4年6月の献立表を掲載します。

24
仕様書

4P

2.業務内容　(1)給食調理業務　⑥アレルギーへの対応業務
アレルギー対応人数は約40人との事ですが、1日の最大対応人数と、対応食
材をご教示下さい。

1日の最大対応人数は10名程度。対応食材は№9の回答のとおり。

25
仕様書

4P
検食は栄養士の指示する時間とありますが、現状は何時頃でしょうか。 検食時間は11時30分ごろです。

26
仕様書

4P

２．業務内容　④配缶業務とコンテナへの積込業務につきまして、釜割表
や配缶表などの作成は業者側で行っておりますでしょうか。また、現在の
釜割表、配缶表を頂けないでしょうか。

釜割表や配缶表は受託者が作成しています。現在の釜割表、配缶表は受託者が作成しているため
提示できません。

27
仕様書

5P

ゴミの処理に関して、委託者の指定するゴミ袋に入れ、委託者の指定する
場所に集積するとありますが、指定するゴミ袋はどのようなものになりま
すでしょうか。
（容量・価格）
また指定する集積場所は、給食センターの敷地内にあるのでしょうか。

ゴミ袋は半透明の袋とし、容量等のきまりはありません。
集積場所は、給食センター敷地内にあります。
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28
仕様書

5P

実施可能な範囲でエアコンとその周辺の清掃を行うとありますが、外部の
エアコン清掃業者に依頼する事を想定されていますでしょうか。
現在受託されている企業様はどのようにされていますでしょうか。

現在の受託者は、調理従事者が脚立を使用して安全に作業できる範囲において、エアコンフィル
ターの交換やエアコン上部と周辺の壁の清掃を実施しています。

29
仕様書

5P

現在受託されている企業様が一年間で敷地内の除草等の環境整備を実施し
た日数をご教示ください。
開示が難しい場合、直営の際の実績等より想定される日数をご教示くださ
い。

敷地内の除草等の環境整備は例年4～5日程度実施しています。

30
仕様書

6P

3．施設、設備、器具等の使用
(2)「～業務終了後は戸締りに協力すること」と ありますが、施設のカギ
の貸与は可能でしょうか。

カギの貸与は可能です。

31
仕様書

6P

3．施設、設備、器具等の使用
(3)「受託者は施設、設備、器具が破損した場合～」 とありますが、現在
の施設不備、未修繕箇所をご教示ください。また、熱風消毒保管庫が故障
した場合の業者や対応状況(当日対応可否)、又は、当日修繕が完了しな
かった場合の対応方法をご教示ください。

現在設備の不具合で作業に支障がでている箇所は、スチームコンベクションオーブン1台（蒸気発
生器不具合）、昇降式消毒保管庫1台（昇降棚変形による不具合）です。
スチームコンベクションオーブンはスチーム調理のときは他の2台で対応しています。昇降式消毒
保管庫が故障し当日修繕が完了しなかった場合は、修繕が完了するまでの間、別の保管庫の翌日
使用のないものと入れ替えて対応しています。

32
仕様書

6P
コロナウイルス感染症対策について、５類移行後の感染者及び濃厚接触者
など対応が決まっているようでしたら教えていただけますでしょうか。

従事者相互に感染が拡大することで調理作業に支障をきたすことのないよう、受託者として必要
な対応をとってください。

33
仕様書

6P
４．安全・衛生管理につきまして、定期的なノロウイルスの検査の実施は
必要になりますでしょうか。

定期的なノロウイルス検査は必須ではありません。ノロウイルス対策は「学校給食衛生管理基
準」「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従い、受託者が食中毒防止のために必要と考える方
法をご提案ください。

34
仕様書

8P

委託者が行う衛生管理研修に協力するとありますが、年間で何日程度、想
定されていますでしょうか。
過去の実績をご教示ください。

外部講師による衛生研修会を年2回程度（各2時間程度）、他市町の栄養士と合同で当施設の衛生
管理点検を行う研修会を4年に1回（1日の作業を点検）予定しています。

35
仕様書

8P
裾野市が行う研修、献立説明会、所要時間、その他行事開催頻度、
出席人数、時間をご教示ください。

№34の回答のとおり。出席人数は受託者の研修計画の中で必要と考える人数の出席をお願いしま
す。

36
仕様書
11P

三者契約先を加盟する給食協会等（日本給食サービス協会）の業務代行保
証での契約は可能でしょうか。

日本給食サービス協会ホームページによると業務代行保証の対象に「給食センターは除く」との
記載があるため認められません。
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37
仕様書
別表5

従業員の被服及び洗濯
作業用白衣・作業用ズボン・作業靴（汚染・非汚染により区分け）、エプ
ロン（作業内容により区分け）とありますが、現在のエプロンの種類
(数)・形・色などの使用用途区分けをご教示ください。

エプロンは、検収、汚染区域作業、調理、配缶、アレルギー調理、アレルギー配缶、洗浄につい
て使い分けをお願いします。形、色などの指定はありません。これ以外にも受託者が必要と認め
る場合は対応してください。

38
調理室手

配表
唐揚げ、ハンバーグ、コロッケ、春巻きは手作りでしょうか。
また、月間献立表をご教示ください。

唐揚げ、コロッケは毎回ではありませんが、手作りしています。（食数や献立の組み合わせを考
慮し作業工程に無理のない範囲で手作りします。）
令和4年6月の献立表を掲載します。

39 厨房図面
和え釜（配置図：蒸気釜１）で１回転では足りないと思いますが、現状２
回転することがございますでしょうか。

2回転で対応します。

40 厨房図面 液卵の解凍は厨房内のどちらで行っておりますでしょうか。 汚染作業区域内で行います。

41 厨房図面 豆腐は厨房内のどちらの冷蔵庫に保管しておりますでしょうか。 汚染作業区域内の冷蔵庫に保管しています。
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