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富士川町学校給食センター調理等業務委託仕様書 

 

富士川町学校給食センター調理等業務の委託にあたり、その仕様書は以下のとおりと

する。 

 

１． 業務名 

富士川町学校給食センター調理等業務委託 

 

２． 業務委託期間 

令和 2年 8月 1日から令和 5年 7月 31 日までの３年間 

契約締結日から業務委託期間の始期の前日までは本業務の履行にかかる準備期間

とする。 

この期間内における本業務に準備に関しては町と協議のうえ、受託者の負担におい

て委託業務開始までに万全な態勢を整えるものとする。 

 

３． 調理履行場所及び施設概要 

  調理履行場所  富士川町学校給食センター  富士川町小林地内 

  敷地面積    ３，９８６．７９㎡ 

  施設構造    鉄骨２階建て 

  延床面積    １，４２５㎡ 

  予定調理食数  １，３００食／日 

 

４． 履行日数及び対象食数 

富士川町学校給食センターで調理する給食は、富士川町内の小学校３校、中学校２

校へ配送し、児童生徒及び教職員のほか、富士川町学校給食センター職員、調理従事

者等を対象とする。 

  なお給食実施の基本日数及び食数は次のとおり。 

  ・基本日数    通年、概ね２００日（給食実施計画に基づく日数とする） 

  ・予定調理食数  １，３００食／日 

    実際の食数及び献立については、町が受託者へ指示を行う。 

    予定調理食数は、児童生徒等の異動によって変更することがある。 

  ・配送校は次のとおり （１）増穂小学校  富士川町最勝寺 320 

（詳細は別表１参照） （２）増穂南小学校 富士川町小室 2618 

（３）鰍沢小学校  富士川町鰍沢 1172 

（４）増穂中学校  富士川町天神中條 991-1 

（５）鰍沢中学校  富士川町鰍沢 1187-2 
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また給食実施の基本日数のほか、学期毎の給食開始前と終了後及び長期休業中の清

掃、準備及び設備整備の点検、学校行事（試食会や食育推進事業等を含む）や、町が

必要と認めた日に、指示した業務を加えて行うものとする。 

  なお、運動会や遠足等の学校行事により給食実施が変更になる場合、またインフル

エンザ等、感染症の流行や台風等の自然災害により、休校、学級閉鎖又は時間変更に

なる場合は、町及び配送校から指示を受けて対応すること。 

 

５． 基本遵守事項 

（１）受託者は委託業務を行うにあたり、従業員を指揮監督し、各種関係法令及び町条

例等を遵守し、当該関係法令に関するすべての責任を負うこと。 

（２）受託者は、委託業務が教育の一環として行われる学校給食であることを認識し、

食中毒の発生防止等保健衛生には万全の注意を払い、誠意をもって業務の遂行に努

め、厚生労働省制定「大量調理施設衛生管理マニュアル」及びその他、食品衛生及

び公衆衛生に関する法令等を遵守するとともに文部科学省制定「学校給食衛生管理

基準」（平成 21 年 4 月施行）に沿った運営を図ること。 

（３）業務中は、言動に注意し、町関係者、教職員、児童生徒、保護者及び来訪者等と

の良好な関係に努め、誠実に対応すること。 

（４）業務を受託することによって生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡、もしく

は継承させてはならない。 

 

６． 委託業務内容 

  本委託業務の業務内容は、次のとおりとする。 

（１）給食食材納品時の検収、格納業務 

  受託者は検収責任者を決め、町が行った発注書に基づき、食材の引渡を受けて検収

を行い、異物混入等が生じないよう冷蔵庫又は専用容器等の適切な方法で保管するこ

と。 

  ・食材の納品の際には品質及び規格の確認を行うこと。 

  ・検収後は、物資及び食材の検収記録簿に記録し、町の確認検査を受けること。 

  ・調味料の出庫は毎日、報告書に記載して在庫については記録表によって毎週及び

月末に報告すること。 

  ・保存食用の冷凍保存を行うこと。 

  ・納品食材のアレルゲンの確認を行うこと。 

  ・給食食材の梱包及び梱包材を所定の場所へ搬出すること。 

（２）給食の調理業務等 

  検収された食材を所定の専用台車及び専用容器に入れ替え、町が提示する「献立予

定表」に基づき、町が提供する食材を使用して調理すること。 
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  ・町からの「献立予定表」等に基づき、「調理作業工程表」及び「調理作業動線図」

を作成し栄養教諭等へ提出し、確認検査を受けた内容で調理すること。 

  ・「調理作業工程表」等に従い、炊飯及び主菜、副菜、汁物の調理を行い、「調理作

業工程報告書」等の報告書類を作成すること。 

  ・調理物の完了検査は、配缶前に受託者の立会いの下、栄養教諭等が行うほか、必

要がある場合は、町が随時に検査を行うことができるものとする。 

  ・調理過程で異物混入や不適当な食材を発見した場合は、速やかに町に報告して指

示を受けること。異物混入等の原因が受託者側にあると考えられる場合は、別途文

書による報告書を提出すること。 

  ・調理ミス、数量誤り等が生じた場合は、速やかに町に報告して、町の指示事項に

従い受託者が責任をもって処理すること。 

  ・献立の打合せは毎週行い、受託者側の業務責任者が出席すること。 

  ・打合せは給食提供日の前日（土・日・祝祭日をはさむ場合は直近の業務前日）に

行い、各調理作業別にその内容の確認を行うこと。 

  ・検食のための配膳を行うこと。 

  ・「献立予定表」等に記載のない事項の作業について、作業実施する必要が生じた

場合は双方協議の上、行うものとする。 

（３）配缶等業務 

  調理済食品を町からの「献立予定表」等に従い、学校及び学級ごとに計量・配缶後、

コンテナに格納し配送車両まで運搬しトラックに搬入すること。 

  ・配食前にコンテナの消毒を実施すること。 

  ・食器、食缶、バット、蓄冷剤等は、指定時間までにコンテナに積み込むこと。 

  ・調理したもの以外に調理場から配送するパン、デザート等がある場合は、学校及

び学級ごとに配分してコンテナに収納すること。 

（４）食器・食缶類、調理機器類、調理器具類等の洗浄、消毒、保管業務及び日常点検 

  ・調理前には調理器具類等の消毒を行うこと。なお調理機器類は使用前・使用時・

使用後に異常動作の確認を行うこと。 

・学校から回収されたコンテナ、食器類及び食缶類、調理機器類、調理器具類等は、

洗浄・消毒・保管を行ったうえ、必要な日常点検を行うこと。 

・洗浄したコンテナ・食器類及び食缶類・調理器具類等は、翌日の使用数量とクラ

スごとの数を確認し、仕分けの後に消毒保管庫にて消毒・保管を行うこと。 

  ・食器や各種調理設備機器・容器等の洗浄に使用する洗剤等は、人的・環境面で安

全な規定濃度で使用し、適切に保管すること。 

（５）給食材料の管理業務 

  ・給食用食材の検収を行い、数量確認及び記録を行った上で、町の確認検査を受け

て、食品庫等の決められた保管場所で保管すること。 
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  ・食材保管の際には、品質及び規格の確認を行うこと。 

  ・専用容器への保管が必要な食材については、移し替えを行うこと。 

（６）残菜、食材クズ及びごみ等の分別処理 

  ・給食実施日は、調理業務過程で出された食材のクズ及び各学校からの給食残菜（以

下まとめて「給食残菜」という。）は毎日、所定の場所へ搬出すること。 

  ・学校からの残菜は、学校ごとに計量して記録すること。 

  ・食材クズ及び各学校からの残菜の管理は、次のように行うこと。 

   ア）給食残菜の入ったビニール袋は、悪臭・汚れ液が漏れないようにするととも

に、搬出後は直ちに清掃するなど、周囲の環境に悪影響を及ぼさないように管

理すること。 

   イ）給食残菜は非汚染区域に持ち込まないこと。 

   ウ）給食残菜は水切りをしっかりと行い、ごみの減量化に努めること。 

（７）施設、設備及び厨房機器の清掃、消毒及び安全点検 

  ・「学校給食衛生管理基準」に基づき、調理前には調理器具等の消毒を行うこと。 

  ・調理後の調理器具等の洗浄は、原則として午前中に行うこと。 

  ・作業終了後の検収室、下処理室、調理室、洗浄室、コンテナ室等の清掃及び整理

整頓を行うこと。 

  ・各部屋の床面の洗浄は毎日、実施すること。 

  ・各部屋の排水溝の洗浄は作業終了後、毎日行うこと。 

  ・包丁まな板等の殺菌庫、消毒保管庫、冷蔵庫等は毎日ふき取り消毒を行うこと。 

  ・調理機器、調理器具等の点検は、次のとおりとする。 

   ア）刃物は、常に刃こぼれがないか確認のうえ使用し、調理後は記録すること。

また調理器具（スライサー等）は、常に異常がないか確認するとともに、調理

終了後は刃物同様、状態を記録するなど事故防止に努めること。 

   イ）その他の調理機器は、月別及び学期別で点検して異常がないことを確認する

こと。 

   ウ）貸与備品等の異常があった場所は、速やかに町へ報告すること。 

（８）施設設備及び備品等の管理 

  受託者は本業務の遂行にあたり、町から貸与される給食提供業務に使用する調理場

施設、設備機器及び調理器具（以下「施設備品等」という。）は、安全面及び衛生面

に十分配慮して取り扱うこと。なお使用については無償とする。 

  ・施設備品等の使用時間は、原則として給食実施日及び施設清掃日等の午前 7時 30

分から午後 5 時までとする。ただし作業状況によって変更が必要な場合は、町と協

議の上、対応すること。 

  ・受託者は施設設備点検責任者を定め、施設内の設備、機器の管理・点検を実施し、

業務遂行に支障をきたすと判断される場合及び破損した場合は、直ちに町へ報告す
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ること。なお受託者の責めに帰すべき理由による場合は、その損害を賠償するもの

とする。目的以外の使用は一切禁止する。 

  ・受託者が業務終了後に給食センターを退出する際、次の事項に確認すること。 

   ア）窓及び扉等の施錠の確認 

   イ）消灯の確認 

   ウ）水栓・ガス栓の閉止の確認 

   エ）調理場設備及び機器停止の確認 

（９）食物アレルギー対応 

  アレルギー対応食の調理はアレルギー対応食責任者を定め、町の調理業務指示書に

もとづいて、専用の調理室において、専任の調理従事者が調理すること。食物アレル

ギー対応食の提供は、「富士川町学校給食における食物アレルギーガイドライン」に

基づき実施すること。対応に関しては、除去食提供を基本とする。 

除去品目は６品目。人数は別表１のとおりで、成分表等詳細献立対応は３０食程度。 

（１０）学校行事等への協力 

  学校給食の意義や特色を踏まえ、学校が行う食育活動等について出来る限り協力す

ること。給食試食会をはじめ、給食センター施設見学、食育月間等の実施についても、

体制を整え必要な協力を行うこと。 

（１１）その他の業務 

  調理員が使用する休憩室、ロッカー室、洗濯室、廊下、トイレ等は毎日清掃し、清

潔に保つこと。長期休暇期間（夏季・冬季・春季）中には、施設・設備の清掃及び食

器・食缶・食器かご、調理作業用消耗品等の点検及び洗浄、消毒・簡易的な修繕等を

行うこと。 

  また配送車の安全運行の妨げ等にならないよう、給食センター敷地内管理は適切に

行うこと。 

 

７．業務従事者 

（１）配置人数 

  受託者は、学校給食センターの運営・管理の実施にあたり、１日あたりの食数等に

基づき、契約書を忠実に履行するため、必要な人員を配置すること。 

  また、休暇等による欠員代替のための人材は、速やかに補充するものとし、業務に

支障が生じないようにすること。 

（２）調理従事者 

  調理従事者のうち、フルタイム勤務の調理員を必要人数配置すること。また、調理

従事者のうち半数以上は学校給食調理業務に１年以上従事した経験を有する者とし、

フルタイム勤務の調理員のうち複数は栄養士又は調理師の有資格者（以下「有資格者

等」という。）とすること。 
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  なお、調理従事者（食物アレルギー対応調理員含む）については、継続雇用を基本

とし、頻繁に交代することのないよう、安定して給食の供給ができる体制を確保する

こと。 

（３）業務責任者 

  提供食数 1500 食以上の学校給食センター・ドライ方式の施設で、経験年数２年以

上かつ有資格者等のフルタイム勤務の者を、業務遂行上の責任を負うべき責任者とし

て１名配置すること。責任者は町や配送校との連絡調整にあたるとともに、業務にお

ける他の業務従事者の指揮監督の任を担い、業務中の火災やケガ等の事故が発生しな

いように努めること。 

（４）業務副責任者 

  提供食数 1500 食以上の学校給食センター・ドライ方式の施設で、経験年数１年半

以上かつ有資格者等のフルタイム勤務の者を、業務副責任者として１名配置すること。

また業務責任者が不在の際には、その任を担うこと。 

（５）食品衛生責任者 

  提供食数 1500 食以上の学校給食センター・ドライ方式の施設で、経験年数１年以

上かつ有資格者等でフルタイム勤務の食品衛生責任者を１名配置すること。関係法令

に基づき食品の安全管理に留意するとともに、給食の調理・配缶・洗浄・消毒保管等

が衛生的に行われるよう従事者を指導する者とする。 

  なお、食品衛生責任者は業務責任者と兼務、もしくは業務副責任者と兼務すること

ができるものとする。 

（６）食物アレルギー対応調理員 

  食物アレルギー対応調理員は、調理業務を忠実に履行するため、必要な人員を配置

することとし、専任で調理すること。なお食物アレルギー対応調理員は、有資格者等

とするが、業務責任者と兼務することはできない。 

（７）施設備品等点検責任者 

  受託者は本業務の遂行のため、施設備品等の使用にあたり、安全な運用の管理監視

及び軽微な機械機器等の故障対応の任にあたる者を配置すること。なお施設備品等点

検責任者は、他の業務と兼務することができるものとする。 

（８）その他 

  ・選任した各種責任者等について、業務開始２週間前までにそれぞれ必要書類を 

添付の上、町に報告すること。変更の場合も同様とする。 

    ○ 業務責任者等専任者報告書（様式は任意） 

    ○ 添付書類 業務履歴書及び資格を証する書類の写し 

  ・調理従事者の報告 

  給食調理の開始までに、調理に従事する業務従事者について町に報告する。変更の

場合も同様とする。 
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     ○ 調理に従事する業務従事者報告書（様式は任意、住所氏名を記載する） 

     ○ 添付書類 資格を証する書類の写し（有資格者等の場合） 

  ・業務が円滑に行われるよう定期的に研修を行い、業務従事者の資質向上に努める

とともに、新採用の業務従事者には初任者研修を実施すること。 

  ・業務上、著しく社会的信用を損なう等の事態が生じた場合、町は事業者に対して

必要な措置を求めることができることとする。 

・配置人員について、次の事項に該当する場合は、事前報告により変更することが

できる。 

   ア）配送校等の長期休業により、給食が実施されないとき。 

   イ）学校行事等により、給食の変更があったとき。 

   ウ）献立の内容や配送時間の変更等により、通常の調理従事者より人員が必要と

なるとき。 

 

８．業務従事者の健康管理、衛生及び労務管理 

  受託者は業務従事者の健康管理として、健診や検査等を実施し、衛生及び労務管理

を行うこと。 

（１）定期健康診断 

   業務従事者全員（事業の法定実施義務に係る業務従事者）を対象とし、年１回以

上実施すること。 

（２）腸内細菌検査 

   腸内細菌検査（赤痢、サルモネラ、Ｏ-157、Ｏ-26、Ｏ-111）は、業務従事者全員

を対象とし、月２回以上実施すること。なお、新規採用者を業務に従事させる場合

は、従事する日以前の２週間以内に実施すること。 

また腸内細菌検査結果は、従事開始前までに町に報告しなければならない。 

   ノロウイルスを原因とする感染症疾患の症状が疑われる従事者が現れた場合、高

感度の検便検査を実施し、ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの

間、調理に直接従事することを控えるなど適切な措置をとること。 

   また、ノロウイルスによる発症者が家族にいるなど、同一の感染機会があった可

能性がある従事者についても同様とする。 

（３）日常健康管理 

   定期的な健康診断等を行うほか、毎朝「衛生健康管理簿」により、業務従事者の

健康状態を確認し、異常を認めた場合は、その状況により適切な処置を行うこと。 

また業務従事者の衛生管理の状況は「個人管理チェックリスト」により衛生管理

状態を確認すること。 

（４）食品衛生責任者の配置と届出 

   受託者は食品衛生責任者を配置し、「業務責任者等専任報告書」による届出を行
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うこと。 

（５）業務従事者の労務管理 

   受託者は業務従事者の安全確保のため、労災事故防止対策マニュアルを策定する

こと。 

 

９．研修 

（１）研修会の実施 

  ・受託者は、学校給食の主旨を十分認識させるとともに、学校給食の水準向上のた

めに、業務従事者に対して衛生管理の内容を含めた研修を毎月実施し、その内容及

び結果について町に報告すること。 

  ・受託者は、新規に業務に従事する者については、必ず研修（食物アレルギー対応

含む）を実施した上で、業務に従事させること。 

（２）研修への参加、会議への協力 

  ・受託者は、町が必要と認めた場合、町又は第三者が実施する研修等に業務従事者

を参加させること。また町が実施する給食に関する研修会、給食試食会及び災害等

に関する会議に出席を求められた場合は、協力すること。 

 

１０．報告書等の様式 

   受託者は次に掲げる事項及びその他必要と認める事項について、報告書等を作成

し、町に提出すること。 

様式は任意とするが、記載内容は甲乙協議して決定する。 

 

報告書様式 提出時期 

業務従事者報告書（勤務表） 給食調理開始前 

業務従事者個人別健康管理簿 〃 

業務従事者変更報告書 変更時 

検便結果報告書 実施後すみやかに 

作業工程表（事前） ２日前 

作業動線図（事前） 〃 

作業工程報告書（事後） 毎日業務終了後 

作業動線報告書（事後） 〃 

業務実施状況報告書（業務日誌） 〃 

学校給食日常点検表 〃 

中心温度記録表 〃 

残菜記録簿 〃 
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保存食記録簿 〃 

清掃点検表 〃 

研修実施報告書 実施後すみやかに 

委託業務完了報告書 履行月の業務完了後すみやかに 

その他、必要な報告書類 その都度 

  ☆ 町は報告書様式や記載事項について、追加や変更がある場合、その都度、受託

者に指示を行う。 

 

１１．届出及び報告等 

（１）受託者は本業務の実施にあたり、関係法令が定める必要な許可、届出及び申請等

を行い、業務開始２週間までに完了して、当該許可証等の写しを町に提出すること。 

（２）事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、町に報告し、その

指示に従うこと。また今後の事故防止の対応策を確認し、報告書を町に提出するこ

と。 

（３）配置人員に変更があったときはその都度、町に報告すること。 

（４）委託開始年度のはじめに、緊急時の連絡網を町へ報告することとし、変更があっ

た場合はその都度報告すること。 

 

１２．損害賠償責任 

（１）受託者がその責に帰すべき理由により、町の所有する物品等を滅失し、または損

傷したときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。 

（２）受託者は、雇用する従事者が作業中に自ら損害を被った場合は、その損害につい

て一切の責任を負うものとする。 

（３）生産物に対する賠償保険は、受託者の負担により受託者が契約すること。 

（４）受託者の責に帰すべき理由による食材等の損失については、町の指示に従い弁済

すること。 

 

１３．業務分担及び経費分担 

   町が受託者に委託する業務分担及び経費区分は、別表２「業務分担区分表」及び

別表３「経費負担区分表」のとおりとする。 

 

１４．委託業務完了報告書 

   毎月 10 日までに、前月末日までの実績報告を町に提出すること。 

 

１５．委託料の支払い 

   支払いは、毎月末日を締切りとした月払いとし、実績報告書の検収後、受託者の
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請求を受けてから、30 日以内に受託者が指定する口座へ支払うものとする。 

 

１６．秘密の保持 

   受託者及び業務従事者は、業務上知り得た秘密を厳守すること。 

   また、知り得た個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取り扱い特記事

項」を遵守しなくてはならない。なお、業務委託終了後も同様とする。 

 

１７．その他 

（１）受託者は現在、本町で給食調理業務に従事している調理員が、本調理業務従事者

として従事を希望している場合は原則、全員を採用すること。 

   また、賃金についても委託期間中は現行の給与水準（年収）を確保するよう努め

ること。ただし本人が受託者の雇用条件に沿えない者、従事者本人に著しい問題が

ある者等に該当する場合は、この限りではない。 

   なお、追加の雇用にあたっては、富士川町内に住所を有する者を優先的に雇用す

るよう努めること。 

   ○ 継続雇用希望（見込）者数及び平均給与水準 

 継続雇用希望者 雇用形態 給与水準（年額） 

調理員 ８人程度 会計年度職員 約 2,150,000 円 

※ 継続雇用の者については、８月の給与日に賃金の支払を行うこと 

   上記のほか、現在パートタイム雇用であるが、継続雇用希望者（１名）がいる 

ので、雇用形態は現在と同様に、給与水準（時給）の確保に努めること。 

   ○ 給与水準（時給）900 円、午前中４時間勤務 

（２）給食業務に関する業務は、町の指示に誠意をもって従うこと。 

（３）業務従事者は、調理した学校給食を喫食することとし、喫食するときの実費を町

の指示する方法で支払うこと。 

（４）委託業務開始までの、業務習熟、準備、清掃等に要する費用は、受託者が負担す

ること。 

   また上記期間中に、給食を提供する練習として模擬給食を実施する。実施日は後

日、町から指示するが、食材にかかる経費負担は町が行う。 

（５）各学校及び給食センターの敷地内は、禁煙とする。 

（６）保健所や町の指定する者の立入検査があった場合は、当該検査の立会い等に協力

すること。また、施設見学者への対応についても同様とすること。 

（７）災害時など、町が「炊き出し」等の要請を行った場合、受託者は指示に従い、速

やかに協力体制を整え、協力すること。また町等が実施する防災訓練等に参加を求

められた場合は参加協力して、町と連携して訓練を行うこと。 

（８）受託者は、契約期間が満了し、次期の受託者が変更になるときには、当該業務に
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支障をきたさぬよう、適切な引継ぎを行うこと。 

（９）受託者は、節電及び節水等の意識を持って業務にあたり、省エネルギー化に努め

ること。 

（10）本学校給食センターは、地元地区である米・小林両地区にまたがる場所に位置

するため、地元地区からの要望、地区行事にあたっては、誠意をもって対応し、協

力すること。 

（11）本仕様書の内容は、必要に応じて変更及び追加する場合がある。 

（12）その他業務の内容について、仕様書に定めのない事項及び疑義があるものについ

ては、必要に応じて町と受託者で協議のうえ決定する。 

 

１８．担当部署 

   〒400-0601 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢 1639-1 

   富士川町教育委員会 教育総務課 総務学校担当 

   電話番号：0556-22-5361 FAX：0556-22-5392 

   Mail：kyouiku@town.fujikawa.lg.jp 

 

 


