
質 問 回 答 書 

番号 事  項 質  問 回  答 

1-1 仕様書 

履行日数 

昨年度の給食実施日以外の調理従事者の方の勤

務日をご開示願います。 

令和 2 年度は 56 日間。（新型コロナウイルス感染症に伴う休止

期間も含みます。） 

1-2 仕様書 

業務内容 

食物アレルギー除去食の対象人数と、除去品目

をご教示願います。 

現在、計 6 名に対応しています。 

たまご、パン、牛乳、乳製品、ラーメンの麺、いか、たこ、え

び、貝、ごま、ナッツ類。 

1-3 仕様書 

業務内容 

配送については配送補助員を受託業者が用意す

るという認識で良いでしょうか。又、配送車の台

数及び配送補助員人数をご教示願います。 

お見込みのとおり。 

配送車 1 台。 

現在、運転手及び配送補助員の各 1 名をシルバー人材センター

へ委託しており、令和 4 年度以降も引き続き委託する予定です。 

この 2 名に加え、受託者側にて配送補助員 1 名の同乗をお願い

します。 

1-4 仕様書 

業務責任者等の配置 

現在勤務されている方の人数（午前・午後）をご

開示願います。 

フルタイム会計年度任用職員（以下「フルタイム職員という。」）

5 名、パートタイム会計年度任用職員（以下「パート職員」とい

う。」）７名を採用しています。 

勤務体制は、午前の調理では 10 名、午後の洗浄・消毒・清掃作

業等では 8 名体制にて業務を行っています。 

フルタイム職員 5 名 
8：00〜16：45（うち休憩 1 時間） 

5 名体制 

パート職員 7 名 
8：00〜12：30 

5 名体制 

13：30〜16：00 

3 名体制 

   

1-5 仕様書 

業務責任者等の配置 

現在勤務されている方の雇用形態及び勤務時間

をご開示願います。 

番号 1-4 と同じ。 



1-6 仕様書 

業務責任者等の配置 

現在勤務されている方の給与及び有資格者数に

ついてご開示願います。 

以下のとおり一例を掲載します。 

フルタイム職員 

給料  ：170,900 円（賃金表にもとづき支給） 

期末手当：6 月、12 月（正規職員に準ずる。） 

その他 ：地域手当、通勤費、市町村職員共済組合加入 

パート職員 

時間給 ：1,076 円（賃金表にもとづき支給） 

期末手当：6 月、12 月（期末手当基礎額(※1)×1.3 月） 

(※1)基準前 6 か月の間における報酬の 1 月あたりの平均額 

その他 ：通勤費、社保加入 

 なお、フルタイム職員 5 名についてはすべて調理師資格を有し

ています。 

1-7 仕様書、別表１ 

経費の負担区分 

衛生害虫駆除費が受託者負担となっています

が、貴町が指定する衛生害虫駆除に関する項目

及び指定回数がありましたらご教示願います。 

 学校給食衛生管理基準等の趣旨に従って実施してください。 

現在当センターでは、次のとおり害虫防除業務を専門業者へ委

託しています。 

①種別：ネズミ・ゴキブリ・チョウバエ防除及び殺菌消毒 

②定期巡回：毎月 1 回点検及び発生時随時施工 

③殺菌消毒：年 1 回 

   

1-8 募集要領 

参加申込方法 

提出書類に「食品衛生法による行政処分がない

ことの証明」とありますが「保健所にて発行され

る無事故証明書」等の書類が必要という事でし

ょうか。又、他府県の受託実績のある自治体様の

物でも可能でしょうか。コピーでも良いでしょ

うか。 

前段、保健所において発行される「食品衛生法に基づく不利益

処分を受けたことがない」旨の証明（過去 3 か年）を提出してく

ださい。 

後段、様式 2.8 受託契約実績に記載した自治体すべてについて

提出してください。コピー可能。 

1-9 募集要領 会社概要等調査票に経営内容を明らかにする書  お見込みのとおり。 



参加申込方法 類とありますが、財務諸表等の事でしょうか。

又、過去何年分の用意が必要でしょうか。 

 様式 2 注意書きを参照してください。 

1-10 募集要領 

参加申込方法 

納税証明書は国税及び本社のある都道県の物で

も可能でしょうか。又、コピーでも良いでしょう

か。 

 未納の税額がないことの証明である「納税証明書その 3 の 3（法

人税と消費税及び地方消費税）」を提出してください。 

 後段、お見込みのとおり。 

1-11 募集要領 

様式 2 

契約実績が複数ある場合は、枠の追加又は別紙

に添付しても良いでしょうか。 

お見込みのとおり。 

ただし、別紙とする場合は A4 用紙に統一してください。 

1-12 募集要領 

様式 2 

従事者研修の実施状況で正規職員・パートが合

同で研修を受けている場合は、合計の回数に同

一の数字を記入しても良いでしょうか。 

例）衛生管理研修 正規職員 3 回 パート 3 回 合

計 3 回と記載。 

 合同研修の場合であっても、合計回数は延べ回数としてくださ

い。従って、左記の場合 6 回となります。 

1-13 募集要領 

様式 5,6,7,8,9 

提案書様式に「簡潔に述べてください」とありま

すが、各様式に枚数制限等はありますでしょう

か。 

 枚数制限はありませんが、簡潔に記載してください。 

1-14 その他 受託事業者用の駐車可能台数及び駐車料金につ

いてご教示願います。 

隣接の駐車スペースを一定台数利用が可能です。ただし、その

台数を超える場合には、役場駐車場を利用してください。なお、

両駐車場ともに料金は徴収しません。 

2-1 参加申込方法 キ川越町学校給食センター調理業務についての

提案書 

※様式 5〜様式 9 となっておりますが枚数指定

はありますか。 

番号 1-13 と同じ。 

2-2 仕様書 

業務内容 

配食・運搬補助及び回収補助 

※補助員を同乗となりますが女性のパートタイ

マーでの認識で宜しいですか。 

 受託者側で用意する人員については、女性のパートタイマーに

限定する必要はありません。 

2-3 仕様書 残菜、野菜屑及び廃棄物の処理  前段について、野菜屑は、45 リットル容器に１〜3 杯程度。そ



業務内容 ※1 日当たりの残菜及び野菜屑の廃棄（㎏/日）と

その他の廃棄物の量を教えてください。 

※残菜及び野菜屑等の処理のために、生ごみ処

理機の導入を考えて宜しいですか。 

の他の廃棄物は、「朝日町・川越町埋立ゴミ（大）平型」指定袋で

１〜3 袋程度。 

 後段について、生ごみ処理機は下水道への影響が出る場合があ

るため導入できません。 

2-4 仕様書 

業務責任者等の配置 

(4)火元責任者 

※業務責任者・業務副責任者の兼務は、出来ない

との認識で宜しいですか。 

※現行勤務されています、パート様の勤務時間・

時間給・賞与等の有無について教えてください。 

例 勤務時間 8：30〜16：00 休憩 60 分 6.5H 

980 円 賞与（期末手当等）夏・冬 60,000 円/

回等 

 前段について、常勤の業務責任者又は業務副責任者は、火元責

任者を兼務することは可能。 

 後段、番号 1-6 と同じ。 

2-5 現場指導、衛生管理

等 

(2)従事者の衛生管理 

ノロウイルスPCR検査の定期検査（10月〜3月）

の 1 回/月は、任意との認識で宜しいですか。 

学校衛生管理基準の趣旨に従って検査してください。 

なお、従事者の衛生管理については、強制・任意にかかわらず、

安全な給食推進の観点から、充分な取り組みをしてください。 

当町では、10 月から翌年 3 月までの間、ノロウイルス検査を実

施しています。 

2-6 経費の分担区分 衛生害虫駆除費 

※害虫駆除費とありますが 1 回/年での専門業者

での実施での認識で宜しいですか。 

番号 1-7 に同じ。 

なお、自社で実施困難な場合は専門業者での実施は可能です。 

2-7 その他 ※委託業者の事務所はありますか。 

※それに付随するデスク・椅子等は、如何でしょ

うか。 

※給食センター様の上下水道との認識で宜しい

ですか。 

 前段について、２階休憩室を利用することは可能。 

 中段について、机・椅子等は受託者側で用意してください。 

 後段について、公共下水道へ接続。 

2-8  集団給食調理部門の実績数で共同調理場で小学  お見込みのとおり。小学校と中学校を 1 の調理場で行っている



校と中学校とありますが、既存、小学校と中学校

を 1 調理場で行っている場合は、共同調理場を

一纏めで、記載してよろしいでしょうか。 

場合は、（食数が多いなど）主たる学校に記載してください。 

3-1 仕様書の 7 (4)配食、運搬補助及び回収補助にある「配送車

へ同乗し、各学校園への運搬並びに給食終了後

におけるコンテナ回収」とあるが、具体的には 1

名の同乗とそれに伴う運搬と回収にかかる時間

はどの程度なのかご教授ください。 

 運搬（11：00〜12：00）1 時間 

回収（13：00〜14：00）1 時間 

3-2  害虫駆除においておそらく、長期休業中に実施

されているとおもいますが、年 3 回の実施とい

う認識でよろしいでしょうか？また害虫駆除に

ついて現状はどのような施工がされていますで

しょうか？ 

 番号 1-7 に同じ。 

3-3  洗浄機等に使用する洗剤や中性洗剤、消毒液な

ど指定の商品等はありますか？ 

・指定のもの 

食器・食缶洗浄機（砲金対応洗剤） デターファインスーパーGM 

酵素系予備浸漬用洗剤 プロスティープ LT 

マイクロファイバーモップ セイワＷＦ-400 

・現在使用中のもの（使用を希望するもの） 

除菌・除ウイルスアルコール サニッシュＦＡ2 

ヤシ油アルコール系濃縮中性

洗剤 

ティポールブルーナチュラル

C 

中性除菌洗浄剤 プロバイオクリーン N20 

床用アルカリ除菌洗浄剤 JDフレックス床用クリーナー 

   

3-4  弊社従業員の通勤に伴う駐車場について、施設

内の駐車場をお貸しいただけるのでしょうか？ 

 番号 1-14 に同じ。 



3-5  弊社従業員が喫食する給食費については、お振

り込みなどの支払いは可能でしょうか？また一

人当たり月額でいくらでしょうか？ 

 前段、お見込みのとおり。全員の給食費をまとめた納付書発行

により振り込み可能。 

 後段については、4300 円／給食実施月（令和 3 年度）。 

3-6  長期休業中の勤務について特に夏休みにおいて

は準備や研修等で 10日程度の出勤と考えており

ますが、常駐させる必要がありますでしょう

か？ 

 受託者側で判断してください。 

 なお、委託業務に係る作業等がある場合には、町の指示に従っ

てください。  

3-7  提出資料の中の納税証明書ですが、法人税・消費

税の未納のないことの証明であるその３の３で

よろしいでしょうか？ 

 番号 1-10 に同じ。 

3-8  提出する提案書について様式にそって作成いた

しますが、枚数制限がありますか？また表や、写

真資料の添付などをおこなってもよろしいでし

ょうか？  

 前段、番号 1-13 に同じ 

 後段、お見込みのとおり。 

4-1 募集要領 

１業務の概要 

（3）履行場所及び施設の概要 

①合計食数の各学校園の内訳（各クラス数）を教

えて頂けないでしょうか。 

R3.7.13 現在 計 1,168 食 

 ｸﾗｽ数 児童数 職員数 計 

幼稚園 8 159 21 180 

北小学校 16 509 46 555 

南小学校 13 393 40 433 

   

4-2 募集要領 

８参加申込方法／ 

（3）提出書類 

②「イ会社概要等調査票（様式 2）」について、

直近２ヵ年分の貸借対照表、収支計算書以外に、

経営内容を明らかにする書類とは、具体的にど

のような書類が必要になりますでしょうか。 

 キャッシュフロー計算書を含む財務三表を添付してください。 

4-3 〃 ③「イ会社概要等調査票（様式 2）」について、  お見込みのとおり。 



受託契約の実績証明書の添付は、実際の業務契

約書の添付を考えておりますが、それは業務名、

業務委託先と弊社の押捺部分の２ヵ所がお分か

り頂ける部分のみで宜しいでしょうか。 

4-4 〃 ④「ウ食品衛生法による行政処分がないことの

証明」について、書式等はございますでしょう

か。 

 番号 1-8と同じ。 

4-5 〃 ⑤「オ納税証明書（法人税並びに消費税及び地方

消費税）」について、納税証明書（その３の３）

の提出で宜しいでしょうか。 

 番号 1-10 と同じ。 

4-6 〃 ⑥「キ川越町学校給食センター調理業務につい

ての提案書」について、①～⑤の各項目の枚数制

限等はございますでしょうか。 

 番号 1-13 と同じ。 

4-7 仕様書 

７業務内容 

（1）食材の確認及び使用状況報告 

⑦食材の検収につきまして、検収時間（食材納品

時間）は何時になりますでしょうか。 

 ⑦おおむね当日の 8：00〜9：00。 

 冷凍食品、乾物及び調味料等については、おおむね前日の 14：

00〜16：00。 

4-8 〃  （3）調理業務 

⑧現在の作業工程表及び作業動線図を数日分頂

けないでしょうか。 

⑨現在の町の献立表（数ヵ月分）と調理作業手順

書を数日分頂けないでしょうか。 

⑩現在の食物アレルギー除去食の対応実施食

数、対応食品、対応例を教えて頂けないでしょ 

⑧作業工程表、作業動線図は、献立の組み合わせにより多岐に

わたるため、提供を控えさせていただきます。 

 ⑨直近の７月分の献立表を提示いたします。（別紙のとおり） 

 ⑩番号 1-2 と同じ。除去により対応。 

4-9 〃 （4）配食、運搬補助及び回収補助 

⑪配送開始時間、終了時間と回収開始時間、終了

時間を教えて頂けないでしょうか。 

 ⑪番号 3-1 と同じ。 

 ⑫⑬運搬補助及び回収補助は、トラックの運転を行う必要はあ

りません。トラックへ同乗し、コンテナ積込及び指定箇所への移



⑫トラックは貴町のトラックを無償でお借りし

て宜しいでしょうか。 

⑬トラックのメンテナンス費用、燃料費の費用

区分はどちらでしょうか。 

動等を行います。従って受託者側では、トラックの借用、メンテ

ナンス・燃料費等の費用等は必要ありません。 

4-10 10 業務責任者等の

配置 

⑭現在の従事されている方の人数、身分（正規、

非正規）、給与、勤務時間、勤務日数などを教え

て頂けないでしょうか。 

⑮「実務経験者２名以上を常勤従事者とし」とご

ざいますが、実務経験者とは、大量調理経験者と

いうことで宜しいでしょうか。 

⑭番号 1-4、1-6 と同じ。 

⑮小学校又は中学校の学校給食調理業務に係る実務経験者。 

ただし、当町の実施状況を踏まえ、共同調理方式に対応でき

る実務経験者が望ましい。 

4-11 〃 （4）火元責任者 

⑯業務責任者、業務副責任者等との兼務は可能

でしょうか。 

 番号 2-4 と同じ。 

4-12 12 現場指導、衛生管

理等 

（2）従事者の衛生管理 

⑰定期的なノロウイルス検査は必要になります

でしょうか。 

番号 2-5 と同じ。 

4-13 13 検食確認 ⑱学校栄養士様が行う調理仕上げ時の確認（検

食）の時間は何時になりますでしょうか。 

 給食センターにて行う調理仕上げ時の確認はおおむね 10：30。 

 また、検食はおおむね 10：45. 

4-14 15 特別給食、招待給

食及び日課変更等へ

の対応 

⑲現在の特別給食、招待給食の内容と年間回数

を教えて頂けないでしょうか。 

 特別給食としては、卒業前日に６年生のみ特別メニューを提供

していますが、招待給食は実施していません。今後、学校行事等

の状況により必要となれば、対応をお願いすることがあります。 

4-15 22 障害者差別解消

に関する事項 

⑳現在障害のある方は勤務されておりますでし

ょうか。 

該当者なし。 

4-16 別表 1 経費の負担区

分 

㉑ 衛生害虫駆除費用は現在年間どのくらいに

なりますでしょうか。 

㉒ 従業員用の駐車場は無償でお借り出来ます

㉑番号 1-7 と同じ。令和 2 年度実績額は 319,000 円/年。 

 ㉒番号 1-14 に同じ。 



でしょうか。 

4-17 選考基準 

１ 基本的事項 

㉓ 審査される方の人数、役職等を教えて頂けな

いでしょうか。 

川越町学校給食センター調理業務委託業者選考委員会設置要綱

による 7 名。 

ただし、委員への営業活動は禁止します。 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 教育長 

(2) 学校教育課課長 

(3) 川越北小学校校長及び川越南小学校校長並びに川越幼稚園園長 

(4) 川越町ＰＴＡ連絡協議会代表 

(5) 川越北小学校栄養教諭 

   

4-18 ２ 審査項目 （5）従事者の研修体制 

㉔ 「ウ 町の衛生管理や給食管理に関する研修

に積極的に取り組むことができること」につい

て、貴町の衛生管理や給食管理に研修への参加

につきましては、年間何回ほど研修等がござい

ますでしょうか。 

 例年、川越町・朝日町・菰野町の三重郡３町で、年 1 回、衛生

管理研修会を合同開催していましたが、コロナ禍の昨年度からは

実施していません。今後、必要に応じて、当町独自の衛生管理等

研修会を実施する可能性があります。 

4-19 平面図 ㉕ 厨房図面につきまして、機器の配置、名称が

分かる資料を頂けないでしょうか。 

 別紙のとおり。 

 ただし、図面は建設当時のものであるため予めご了承ください。 

4-20 その他 ㉖ 各学校園で使用している食器具の材質を教

えて頂けないでしょうか。 

㉗ 野菜類に於いて、前日処理は可能でしょう

か。 

㉘ 検収につきまして、市栄養士様立ち会いとい

う認識で宜しいでしょうか。 

 ㉖以下のものを使用しています。材質等についてはメーカーに

お問い合わせください。 

品名 メーカー 型式・品番 

ボール 三信化工 PNB-28E P 

ボール 三信化工 PNB-31E C 

ボール 三信化工 PNB-32E G 



菜皿 三信化工 PNS-7E YSⅠ 

深皿 三信化工 PNS-15E OHA 

㉗野菜類は当日納品としています。 

㉘栄養教諭や町職員も食材の確認をします。 

5-1  ①アレルギー対応の内容と各校人数について教

えて下さい。 

番号 1-2、4-8 と同じ。 

5-2  ②各校の給食提供時間と下膳時間を教えて下さ

い。 

 番号 3-1 と同じ。 

5-3  ③食材の搬入時間を教えて下さい。 番号 4-7 と同じ。 

5-4  ④児童様の今後の増減見込みを教えてくださ

い。 

令和 4 年度以降 6 年間は大きな増減はないと思われますが、そ

の後は微減するものと思われます。 

5-5  ⑤現調理従業員の引継ぎは可能でしょうか。  契約締結後であれば可能。 

5-6  ⑥現調理員数(正規・非正規)を勤務時間含め教え

てください。 

 番号 1-4 と同じ。 

5-7  ⑦駐車場の有無又、使用料などがあれば 1 台あ

たりの金額を教えて下さい。 

 番号 1-14 と同じ。 

5-8  ⑧仕様書 7、業務内容(4)配食、運搬補助及び回収

補助について、主に作業をされる方は、配送業者

という認識でよろしいでしょうか。具体的な補

助内容を教えて下さい。 

番号 1-3、3-1、4-9 と同じ。 

5-9  ⑨仕様書 15、特別給食、招待給食について、近

年の実績を教えて下さい。 

 番号 4-14 と同じ。 

5-10  ⑩仕様書 7、業務内容(7)残菜、野菜屑及び廃棄物

の処理について、費用負担も業者負担という認

識でよろしいでしょうか。 

 お見込みのとおり。 

5-11  ⑪「調理作業手順書」「献立内容」「作業工程表」  番号 4-8 と同じ。 



「作業動線図」をご開示頂きたいです。 

5-12  ⑫配属従業員が昼食をとった際の 1 食あたりの

給食費を教えて下さい。 

 番号 3-5 と同じ。 

5-13  ⑬学校へ直送される商品を教えて下さい。（ご

飯、パン、牛乳、デザート等） 

 令和 3 年度では、ご飯、パン、麺、ジョアを直送しています。 

5-14  ⑭センターに納品され、クラス毎に袋分けが必

要な商品はありますでしょうか。 

 ふりかけ、ゼリー、ソース（袋）、のり等 

5-15  ⑮提案書の枚数制限は無しとの認識でよろしい

でしょうか。 

 番号 1-13 と同じ。 

5-16  ⑯契約締結後、給食開始までに川越町の職員様

及び地域の保護者様に対して、試食会などを実

施するご予定があれば、回数や食数を教えて下

さい。また、実施の際の食材費は業者負担でしょ

うか。 

以下により試し炊きを予定しています。 

町が指定した献立に基づき、町が提供した食材で副食の試し炊

き（600 食）を 2 回まで行うことができます。この場合において、

食材費は町の負担とします。 

また、受託者側の判断により、加えて試し炊きを行うことがで

きます。その場合の食材費は、受託者側の負担とします。 

5-17  ⑰運搬補助と回収補助のタイムスケジュール(セ

ンター発着時間等)を教えて下さい。また、1 名

でいいのか、運搬と回収の人員は別の人でもよ

ろしいでしょうか。 

番号 1-3、3-1、4-9 と同じ。 

5-18  ⑱履行日数で 190 日以外の、町が必要と認める

日数はどの程度あるか教えて下さい。 

番号 1-1、3-6 と同じ。 

6-1 募集要領 ８(３)ウ 食品衛生法による行政処分がないことの証明と

ありますが、具体的にはどの様な書類を提出す

れば良いかご教示下さい 

 番号 1-8 と同じ。 

6-2 募集要領 ８(３)イ 「受託契約の実績証明書」は、契約書の写しを何

通かご提出すればよいでしょうか 

 番号 4-3 と同じ。1 通提出してください。 



6-3 募集要領 ８(３)キ 提案書の様式 5～様式 9 は、枚数制限はございま

すか様式毎に○枚、または様式 5～9で○枚など、

詳細をご教示下さい 

番号 1-13 に同じ。 

6-4 仕様書 ６ 基本食数は１日１，２００食程度とございます

が、川越北小学校・川越南小学校・川越幼稚園の、

それぞれの基本食数をご教示下さい 

 番号 4-1 に同じ。 

6-5 仕様書 ７(４) 配送車は１台でしょうか。また、同乗し補助する

者は１名でしょうか配送は別の業者に委託して

いるのでしょうか。また現在の同補助作業につ

いて、配送ルートと所要時間をご教示下さい 

番号 1-3、3-1、4-9 と同じ。 

配送ルート 

センター→幼稚園→センター→南小学校→センター→北小学校 

 

回収ルート 

センター→幼稚園→センター→北小学校→センター→南小学校 

 

   

6-6 仕様書 ７(７) ゴミ処理費の負担についてご教示下さい。また、

施設内に生ゴミ処理機がございますが、運用方

法についてご教示下さい 

 前段について、調理や事務等に伴い発生するごみ処理に係る費

用は受託者側で負担してください。 

後段について、生ごみ処理機は使用していません。 

6-7 仕様書 ７(10) 町が実施する研修とは、どのようなものが、どの

程度の頻度であるのかご教示下さい 

 番号 4-18 と同じ。 

6-8 仕様書 14 川越北小学校・川越南小学校・川越幼稚園の、現

在のアレルギー対応についてご教示ください

（〇〇アレルギー〇名で、アレルギー対応〇名

にて対応。除去食にて対応 等） 

番号 1-2、4-8 と同じ。 

6-9 仕様書  

別表 1 経費負担区分 

受託者負担の直近 2 年程度の年間実績額をご教

示下さい（調理員の被服類、衛生消耗品、衛生害

虫駆除日、洗剤、ポリ袋、ゴミ袋、使い捨て手袋

 以下のとおり。 

 R2 年度 R1 年度 

調理員の被服類及び衛生消耗品 約 490,000 円 約 530,000 円 



とペーパー、消毒剤、DPD 試薬、手洗い石鹸） 衛生害虫駆除費 319,000 円 290,270 円 

洗剤、ポリ袋、ゴミ袋、使い捨て

手袋とペーパー、消毒剤、ＤＰＤ

試薬、手洗い石鹸等 

約 1,490,000 円 約 1,410,000 円 

  

6-10 仕様書 献立内容は１種類でしょうか お見込みのとおり。 

6-11  前日納品される食材、当日納品される食材につ

いてご教示下さい 

番号 4-7 と同じ。 

6-12  食材料が記載された献立表、作業工程表をいた

だけますでしょうか（1 週間分程度）また、一人

あたりの出来上がり量をご教示下さい（例 汁

物○cc、主菜○g、副菜○g） 

 前段、番号 4-8 と同じ。 

 後段について、使用食材や調理方法により出来上がり量は異な

るため、回答しかねます。 

6-13  現在の作業導線図・工程表を開示いただけない

でしょうか（米飯、麺、パンの日を含む） 

 番号 4-8 と同じ。 

6-14  厨房図面ですが、寸法が記載され、仕様書別表 2

の備品番号とリンクしたものを開示いただけな

いでしょうか 

 番号 4-19 と同じ。 

6-15  現在の学校給食センターの衛生管理マニュアル

を開示いただけないでしょうか 

衛生管理については、「学校給食衛生管理基準」及び文部科学省

発行の各種衛生管理マニュアルにより実施しています。 

6-16  施設の現地見学は可能でしょうか可能な場合、

日程などをご教示いただけますと幸いです 

 日程の都合によりできません。平面図によりご確認ください。 

6-17  調理従事者の通勤ですが、車での通勤は可能で

しょうかまたその際は無償で車を停められるの

かご教示下さい 

 番号 1-14 に同じ。 

6-18  現在の人員体制をご教示下さい（例：調理師〇

名・パート〇名 総勢〇名）また弊社が仮に受託

番号 1-4、1-6 と同じ。 



した場合、現在勤務されている方を継続してい

ただくことは可能でしょうかあわせて現在の勤

務時間、時給、賞与額など開示いただけないでし

ょうか 

7-1 仕様書 1-7-(3) 調理業務 町の献立表及び調理作業手順書に基

づき調理する。とあります。こちら、小学校と幼

稚園で献立は統一か、2 献立か、ご教示ください。 

番号 6-10 と同じ。 

7-2 仕様書 1-7-(3) 調理業務 町からの指示に基づき食物アレルギ

ー除去食を調理する。とあります。こちら、現在

の食物アレルギー除去食の対応方法や対応食数

をご教示ください。 

 番号 1-2、4-8 と同じ。 

7-3 仕様書 1-7-(4) 各学校園への運搬並びに給食終了後におけるコ

ンテナ回収及び運搬等を補助する。とあります。

こちら、同乗する人物に求められる役割をお示

しください。（受配校でのコンテナ移動等も委託

側の業務範囲対象等）。また、配膳校へ行く往復

の回数、ルート、配送目安時間をお示しくださ

い。 

前段について、運搬補助は、調理物を指定された場所へ確実に

納入したことの確認作業をします。従って、コンテナ移動を補助

するほか、給食配送記録簿（到着時刻、温度、受領者）の受け渡し

を行います。 

回収補助は、食缶や残飯等が収められたコンテナの回収を行い

ます。 

後段について、配送・回収時間・配送ルートについては番号 3-

1、6-5 と同じ。 

7-4 仕様書 1-7-(7) 残菜、野菜屑及び廃棄物の処理について学乳の

処理方法及び、現在の廃棄量及び費用実績(月間)

をお示しください。 

 前段について、学乳については、調理用油と同様に処理してく

ださい。 

 後段について、番号 2-3 と同じ。また、費用の実績はありませ

ん。 

7-5 仕様書 2-7-(10) 長期休業中の清掃及び施設・設備の点検につい

て高所清掃及びダクト清掃は含まれるか、ご教

示ください。 

 厨房内排気フード清掃、壁吸排気ガラリ洗浄 6 か所及び高所窓

清掃は、町負担にて実施します。 



7-6 仕様書 2-7-(10) 長期休業中の町主催の研修について現在の研修

内容、回数等をご教示ください。 

番号 4-18 と同じ。 

7-7 仕様書 5-別表 1 経費の負担区分について害虫駆除の実施方法と

費用実績をお示しください。 

 番号 1-7、4-16、6-9 と同じ。 

7-8 募集要領 2-4-(8) 町の認める履行保証人を確保できること。とあ

ります。こちら、例えば「(公社)日本給食サービ

ス協会」の「学校給食業務代行保証」の活用でも

よろしいでしょうか。難しい場合、「町の認める

履行保証人」の詳細や業者の例等をお示しくだ

さい。 

 履行保証人は、たとえば受託会社が倒産した場合であっても、

受託会社にかわりその業務を履行できることを必要とします。 

 

7-9 募集要領 3-8-(3)ｳ 食品衛生法による行政処分がないことの証明と

あります。こちら、どのような方法でお示しすれ

ばよいか、ご教示ください。 

 番号 1-8 と同じ。 

7-10 募集要領 3-8-(3)エ 業務委託費見積書について 3 年間の委託費総額

と経費内訳書を提示したいと考えております

が、ほかに提示が必要な事項がございましたら

ご教示ください。 

 特にありません。 

7-11  貴町給食センターの見学について実地を理解し

た提案をさせていただくため、給食センター内

の見学をさせていただけますか。 

 番号 6-16 と同じ。 

7-12  納入場所について牛乳及びパン・ご飯等の配達

場所は、各小学校・幼稚園という認識でよいです

か。 

 番号 5-13 と同じ。 

7-13  納入時刻について各種食材等（野菜、牛乳、米

飯、・・・）の納入時刻をお示しください。その

他、納入時刻に留意が必要な食材等がございま

 番号 4-7 と同じ。 



したらご教示ください。 

7-14  雇用状況・勤務時間について職員並び嘱託職員・

パートの人員構成、勤務時間をご教示ください。 

番号 1-4、1-6 と同じ。 

7-15  現職様の残留について現在、川越町様で直接雇

用をされているスタッフ様について、残留いた

だける方はどの位いらっしゃいますか。また、見

積りの参考数値として、現在のスタッフ様の給

与情報（基本給等）をお示しいただけますでしょ

うか。 

 前段について、把握を行っていませんが継続雇用へのご配慮を

お願いします。 

 後段、番号 1-6 と同じ。 

7-16  昨今、プレ保育等を実施している園様が増えて

いる中、川越幼稚園様ではプレ保育等の予定は

ございますか。 

 現在、園庭解放を月 2 回実施しています（給食は提供していま

せん）。 

7-17  駐車場・駐輪場は貸与いただける前提と考えて

よいですか。貸与していただける場合、何台分ご

用意いただけるか、ご教示ください。 

 番号 1-14 と同じ。駐輪場も可能。 

8-1 募集要項 

８．参加申込方法 

イ「受託契約の実績証明書の添付を要します」の

実績証明書は、契約書の写しでよいですか。また

記載した契約の全ての実績証明が必要ですか。 

 番号 6-2 と同じ。 

8-2 募集要項 

８．参加申込方法 

ウ「食品衛生法による行政処分がないことの証

明」は、弊社代表者の証明でよろしいですか。 

 番号 1-8 と同じ。 

8-3 委託仕様書 

７．業務内容 

（４）「配送車に同乗し、運搬・回収を補助する」

とあるが、雇用先が異なる従事者が混乗するこ

とは法的に問題ないですか。事故時の責任の所

在はどのようになりますか。 

万が一の事故等に備え、受託者間で事前に協議等していただく

必要があると思われます。 

8-4 業務仕様書 

７．業務内容 

（７）「廃棄物は全て、受託者の責任に於いて法

令に基づき、適切に処分を行う」とありますが、

 番号 7-4 後段と同じ。 



廃棄物処理費用の年間実績をお示しください。 

8-5 業務仕様書 

７．業務内容 

（10）「害虫駆除」の年間実施回数・年間実績を

お示しください。 

 番号 1-7、4-16 と同じ。 

8-6 業務仕様書 

10．業務責任者等の

配置 

現在就業中の職員の労働条件（給与・賞与・手当・

通勤手当・年間労働日数・社保加入状況・実働時

間・人数）をお示しください。 

番号 1-4、1-6 と同じ。 

令和 2 年度年間労働延日数は、フルタイム職員 236 日、パート

職員 180 日。 

8-7 仕様書 

11．施設～使用 

（３）別表１の受託者負担の経費について、実績

をお示しください。 

 番号 6-9 と同じ。 

8-8  従事者が使用する駐車スペースの有無と費用を

お示しください。 

 番号 1-14 と同じ。 

8-9  食物アレルギー対応の内容と人数をお示しくだ

さい。 

番号 1-2、4-8 と同じ。 

8-10  作業工程表・作業動線図をお示しください。  番号 4-8 と同じ。 

8-11  御町のマニュアル（アレルギー対応、調理作業、

衛生管理の手引き等）をお示しください。 

 番号 6-15 と同じ。 

8-12  直近の献立表をお示しください。  番号 4-8 と同じ。 

8-13 業務仕様書 

７． 

（８）前日納品について記載しているが、何時頃

に納品か、また肉・魚については当日納品である

と考えられるか何時頃納品かお示しください。 

 番号 4-7 と同じ。 

8-14  備品リストの中で洗濯機はあったが、乾燥機は

ないが洗濯はどのように対応しているかお示し

ください。 

扇風機による乾燥を行っています。 

8-15  特別給食・招待給食の詳細をお示しください。  番号 4-14 と同じ。 

8-16  平面図内で、防災倉庫がありますが防災倉庫内

の管理は委託者か受託者かお示しください。 

 町が管理。 

8-17  各学校の給食事故（異物混入、その他の事故）労  異物混入については、調理前において異物が発見されたケース



災の概要をお示しください。（過去 3 年分） が数件。 

 火傷及び怪我による労災事故に該当したものが数件。 

 


