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提案上限額は「３年間の総額」とあります
が、　年度ごとにも上限額があるでしょう
か？別表１にお示しの「給食実施回数」で
おおよそ按分する考え方でよろしいでしょう
か。

　年度毎にも上限額があるとお考えください。１
か月あたり費用を総額の36分の1として、年度毎
の上限額を計算してください。

施設内に立ち入り（消耗品の搬入含む）が
可能となる時期と、給食提供開始日をお示
しいただけますか。

　施設の竣工は６月末を見込んでいますが、施
設内への立入りは７月下旬を見込んでいます。
また給食提供開始日は８月２６日を予定してい
ます。

選考委員会の構成（どのような方々がいる
のか）をご教授ください。

　審査委員会の構成員は、
1 地元地区住民の代表、2 関係行政機関職員、
3 学識経験者です。

継続雇用を希望されている方の現状の雇
用状況について以下の５点をご教示願い
ます。
１．年間出勤日数（長期休暇中を含む）
２．勤務時間、休憩時間
３．賞与の有無、金額
４．調理師、栄養士免許保有者数
５．社会保険の加入有無

　継続雇用希望者8人の現状は、

１　年間240日程度
２　午前８時～午後４時３０分（休憩時間１時間）
３　賞与あり、６月:19万円、12月:19万円
４　調理師２名、栄養士１名
５　社会保険加入あり

施設管理のセンター敷地内の除雪とありま
すが、仮に業者手配する程の大雪となった
場合、その費用は貴町がご負担いただくこ
とでよろしいでしょうか？

　除雪機や重機での除雪が必要と考えられる場
合は、隣接する町道の除雪の際に町の負担に
よって、除雪を考えています。

７　防虫防鼠費用が受託者になっておりま
す。年間どの程度の実施を行うことになり
ますでしょうか？

　実際の必要回数は新設のためわかりません
が、防虫駆除は年3回、防鼠は年１回を想定して
います。

平均給与水準　約2,150千円とありますが、
賞与も含めた年収(源泉徴収額)との解釈
でよろしいでしょうか？またパート時給900
円の方の賞与はありますか？ある場合は
お幾らになってますでしょうか？

　平均給与水準は、お見込みのとおり源泉徴収
票上の支払金額欄の金額です。
　またパートの者に賞与はありません。

配送業務を担う他社との連携とあります
が、すでに配送業者は決まっておりますで
しょうか？それとも今後、入札等で決定予
定でしょうか？

　配送業務を担う他社は決まっておりません。今
後、決定する予定です。

継続雇用の者については、８月の給与日
に賃金の支払いを行うこととありますが、
業務開始が８月からで、通常８月分の給与
は当社ですと８月締めで９月２０日に支給と
なりますが、それでは無く８月中に先に支
払うとのことでしょうか？

　仕様書の表記は、末日締めの当月払いを意と
していますが、受託者の支払方法が異なる場合
は別途、協議といたします。

該当資料 該当項目 質問内容 質問回答

アレルギー対応調理員は有資格者で業務
責任者と兼務することができないとありま
すが、業務副責任者との兼務は可能でしょ
うか？

　業務に差し支えなければ、業務副責任者との
兼務は可能です。

貴町及び第三者の実施する、研修会や会
議等は年間どの程度ありますか？
実施時期や日数等をご教示下さい。

　従来、県等の研修会に年2～3回参加を募って
いました（6,12,1月開催）。会議への協力は令和2
年度計画が整っていないため、未定です。

調理管理の配膳・下膳が受託者になって
おり、仕様書本文には特に明記がありませ
んが、この場合の配膳・下膳は給食セン
ター内の配膳・下膳との解釈でよろしいで
しょうか？
よって、学校内の配膳・下膳とは関係無く、
学校内は学校側において行うとの解釈で
よろしいでしょうか？

　お見込みのとおりです。
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16 仕様書 2
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18 　実施要項 6 　企画提案書
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20 仕様書 2 4
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「配缶前にコンテナの消毒を実施するこ
と。」と記載がありますが、具体的にどのよ
うな方法で消毒を実施する必要があるかご
教示下さい。

　原稿に誤りがありました。訂正をお願いしま
す。

　【訂正の項目をご覧ください】

「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。」と記載がありますが、上記のようなも
のは、納品時に学校、学級ごとにある程度
分かれて納品されるかご教示下さい。

　パン、デザート等は原則、各学校にある保管庫
等に納入されますが、増穂南小学校だけは給食
センターから配送になる想定をしています。
　その他の学校への配送は、納入業者との協議
が整っていないため、お示しできません。

「（１０）学校行事等への協力」として記載が
ある内容について、土日祝日、夏季休暇等
の長期休暇中に調理員の出勤が必要とな
ることを想定されているかご教示下さい。

　現状、学校行事等が土日祝日、長期休暇中に
行われた場合、教職員と同様の業務を行ってい
るため「出来る限りの協力」と示したものである。

提案書についてはフラットファイルに綴じ、
表紙に「業者名」、「会社名」の記載は必要
でしょうか。

　フラットファイルには「業者名」や「会社名」は不
要ですが、中表紙には「会社名」を記載してくだ
さい。

想定献立の「献立予定表」等があれば開
示いただけますでしょうか。

　給食センターとしての献立表は作成に至ってお
りませんのでお示しできません。

「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。」と記載があります
が、清掃、準備及び設備整備の点検、学
校行事を具体的に何日想定されているか
ご教示下さい。また、上記の業務以外にど
のような業務が想定されているかご教示下
さい。

　現状の単独校では、清掃、準備及び設備点
検、学校行事で10～15日程度ですが、給食セン
ターでの実績はないので、具体的な日数はお示
しできません。
　また、上記以外の業務としては、施設の視察
研修や地元地区行事やお祭り等が想定されま
す。

「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等の午前７時３０
分から午後５時までとする。」と記載があり
ますが、食材業者からの引き受けを行う最
も早い検収時刻が午前７時３０分との理解
で宜しいでしょうか。
それよりも前時刻となることが想定される
かご教示下さい。

　検収時刻は午前７時３０分からと見込んでいま
す。

「『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。」と記
載がありますが、どのような内容の作業を
想定されているかご教示下さい。

　事故や災害等によって食材が納入できないと
きや、納入者変更及び食材変更、停電時等を想
定しています。

男子更衣室及び女子更衣室に設置されて
いるロッカーの詳細（3人用3台など）をお示
しください。

　備品類は今後、購入を予定しておりますので、
詳細はお示しできませんが、4人用を想定してお
ります。

洗濯室の洗濯機や乾燥機の容量、設置台
数をお示しください。

　洗濯機３台（8㎏程度）の購入を予定していま
す。乾燥機はありません。

従業員用の駐車場代は発生しますでしょう
か。

　駐車料金は今のところ考えておりません。

提案内容、見積書、履行実績の配点をお
示し頂けますでしょうか。

新センターに配置予定の市職員の構成
（所長、栄養教諭、事務職員等）及び人数
を教えてください。

　職員の人員配置構成は、4月以降となるため
お示しできません。
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「喫食するときの実費を町の指示する方法
で支払うこと。」と記載がありますが、１食
分の給食費をご教示下さい。また、町の支
持する方法とはどのような方法かご教示下
さい。

　学校給食センターに勤務する者の１食分の給
食費は315円です。
　町の指示する方法は、口座振替です。

「地元地区からの要望、地区行事に当たっ
ては、誠意をもって対応し、協力すること」
と記載がありますが、どのような要望、地
区行事が想定されるのかご教示下さい。ま
た、別表（業務分担区分表）の中では、ど
の区分に当たるのかご教示下さい。

　地元地区からの要望は、想定できません。
　地元地区からの要望や協力は通常業務でな
いと考えるため、業務分担区分表には示してお
りません。企画提案の中で地元貢献として、ご検
討ください。

「給食センター敷地内の清掃・除雪等」と記
載がありますが、従事者が実施可能な範
囲との理解で良いかご教示下さい。特に除
雪については、除雪や重機での除雪実施
が必要な降雪があった場合の対応はどの
ような想定されているかご教示下さい。

　敷地内の清掃・除雪等は、お見込みのとおりで
す。
　なお除雪機や重機での除雪が必要と考えられ
る場合は、隣接する町道の除雪時に町の負担
によって実施を考えております。

「給食時に児童生徒に提供される消耗品」
と記載がありますが、児童生徒が盛り付け
時に使用が想定されるエンボス手袋が含
まれているかご教示下さい。

　含まれません。

「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」と記載があります
が、感染症疾患の症状が疑われる従事者
が現れるまでは、ノロウイルス検査検便に
ついては、定期的な実施の必要はないと
の理解で良いかご教示下さい。定期的な
実施が必要な場合は、実施時期と実施回
数をご教示下さい。

　ノロウイルス検査に対して定期的な実施は必
要ない、との認識ではありません。
　従事者の衛生管理体制に関する提案の中で
必要なことと存じますので、実施時期や実施回
数について、ご検討ください。

「（２）研修への参加、会議への協力」として
記載がある内容について、現時点での年
間予定計画をご教示下さい。

　　従来、県等の研修会に年2～3回参加を募っ
ていました（6,12,1月開催）。会議への協力は令
和2年度計画が整っていないため、未定です。

「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。」と記載があります
が、「個人情報取り扱い特記事項」はどちら
に記載があるかご教示下さい。

　現在、記載はありません。
　内容は一般的な委託契約における個人情報
の扱いについて記していますが、今回の委託契
約の「個人情報取り扱い特記事項」となりますの
で、本契約時に契約約款と併せて提示する予定
です。

継続雇用希望者の

・学校給食施設経験年数
・ドライ方式学校給食センターでの業務経
験の有無（有の場合は経験年数と、そのセ
ンターの食数）
・有している資格

をご教示下さい。

・町での学校給食経験年数　１年…１人、３年…
２人、５年以上…５人
・継続雇用希望者は全員、ドライ方式学校給食
センターの経験は全くありません
・調理師…２人、栄養士…１人

継続雇用希望者については、
「富士川町学校給食センター調理業務等
委託仕様書」6ページ　7.業務責任者　に記
載ある、(3)業務責任者、(4)業務副責任
者、(5)食品衛生責任者、（7）施設備品等
点検責任者として配置条件を満たす場合
には、配置可能かご教示ください。

　継続雇用希望者にドライ方式学校給食セン
ターでの勤務実績を持つ者はおりませんので、
(7)施設備品等点検責任者のみ、配置可能で
す。

「簡易的な修繕等を行うこと。」と記載があ
りますが、具体的にどの程度の修繕を想
定されているかご教示下さい。

　一般的に家庭で想定される作業程度です。ネ
ジの緩み、潤滑油の注油、市販薬剤等を用いて
パイプ詰りの解消などが考えられます。

「軽微な機械機器等の故障対応」と記載が
ありますが、具体的にどの程度の故障対
応の程度によって、必要な技能・資格等が
あればご教示下さい。

　資格等は必要ありません。機械器具類の故障
時の町への報告、修繕業者への説明や立会
い、予防策の調理員への伝達などの対応を責
任もって行ってもらう役割の者です。



37 　施設平面図

38 　実施要項 7 4.（2）
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39 　実施要項 7 4.（3） 　　・技術力評価　　 　　　　　　２次70％
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40 　実施要項 7 4.（4）

41 様式集 19 　様式5-1

　提案価格内訳表

42 仕様書 3 6.(2)

13 別表2

調理管理

43 仕様書 13 別表2

食材管理

44 仕様書 14 別表2

衛生管理

45 仕様書 14 別表2

伝票

46 仕様書 15 別表3

No.15

②に「プレゼンテーションの順番は、書類
の受付順とする。」と記載がありますが、こ
の書類とは、実施要項４ページ（９）提出書
類等における「①参加表明に関するもの」
か「②企画提案に関するもの」のどちらを
想定されているかご教示下さい。

　「2　企画提案に関するもの」の受付順としま
す。

６ページでの第１次審査及び第２次審査の
記載において、「採点」という記載がありま
すが、具体的な各評価項目の選定審査基
準における配点をご教示下さい。

「価格等を協議のうえ」と記載があります
が、プロポーザル時に提出した提案価格に
て優先交渉権者決定後、提案価格につい
て、増額もしくは減額等の協議の可能性が
あるとの理解で良いかご教示下さい。

　原則、増額は行いません。

社会保険料や管理費の精算から、提案価
格に１の位等まで金額が生じることが想定
されます。その場合は、端数処理について
の項目を増やし、価格提案をすることは可
能かご教示下さい。

　項目を増やすことは問題ありませんが、提示し
た様式のA4 1枚に納めてください。

記載のある駐車場の内、受託者従業員用
の駐車場としては何台分使用可能かご教
示下さい。また、駐車場使用費についてご
教示下さい。

　事務所に配置される人員体制が不明なため、
詳細な台数はお示しできませんが、20台前後と
考えています。なお駐車料金は今のところ考え
ておりません。

上記項目に「給食関係の伝票等の整理、
報告書の作成」の記載されており、受託者
区分となっていますが、どのような業務内
容を想定なさっているかご教示下さい。

　保存食や調味料等の記録簿、報告書の基礎
資料となる入庫伝票整理及び受託者が提出す
る仕様書10.の各種報告書を想定しています。

上記項目に「調理等に要する消耗品（手
袋、ラップ、洗剤等、配膳や清掃に要する
ものを含む）」の記載があり、受託者区分と
なっていますが、各学校における「配膳」に
要する消耗品も含まれますか。ご教示下さ
い。

　各学校における「配膳」に要する消耗品費は含
まれません。

上記項目に「検食のための配膳を行うこ
と。」と記載があり、別表２にも「検食（盛り
付け展示用）の配膳」が受託者区分となっ
ておりますが、各学校での検食、及び盛り
付け展示の配膳も業務に含まれるのかご
教示下さい。

　各学校での検食及び盛り付け展示の配膳は
業務に含まれません。検食のための配膳は、給
食センターで行ってください。

上記項目に「給食材料の保管、在庫管理、
伝票整理」と記載されており受託者区分と
なっていますが、「伝票整理」とは、どのよ
うな業務内容を想定なさっているかご教示
下さい。

　想定している業務内容は、食材と一緒に受領
する納品書の受取や記載されている数量等の
内容確認、納入者毎の保管を想定しています。

上記項目に「配膳室の衛生管理」の記載
があり受託者区分となっていますが、学校
給食センター平面図には「配膳室」の記載
がありません。鰍沢小学校・鰍沢中学校の
「校舎内配膳室」の衛生管理も業務に含ま
れるとの解釈でよろしいですか。含まれな
い場合、どの場所を指すのかご教示下さ
い。

　鰍沢小学校・鰍沢中学校の「校舎内配膳室」の
衛生管理は、業務に含まれません。ここで指す
配膳室は、給食センター内の調理室です。



○業務委託仕様書に誤りがありましたので、訂正をお願いいたします。

No. ページ

1 仕様書 14 別表2

勤務管理 3つ目

2 仕様書 3 6.（３）

該当資料 該当項目 訂正内容

原稿に誤りがありました。訂正をお願いします。

（誤）業務分担、職員配置表の確認、指示
（正）業務分担、職員配置表の確認

原稿に誤りがありました。訂正をお願いします。

（誤）・配食前にコンテナの消毒を実施すること。
（正）・配食前にコンテナの消毒を必要に応じて、
実施すること。

消毒はアルコールスプレーを用いて行ってくださ
い。


