
質 問 回 答

番号
該当文書

（ページ数）
項目番号 質問内容

1 仕様書 ２（２）

一献立制での概ね3品～4品と
いうのは、釜・和え・揚焼・
炊飯のメニューという認識で
よろしいでしょうか。

2 仕様書 ５（１）

備品及び機器・器具等の劣化
による交換または器具の不足
等による追加購入が必要な
際、費用負担区分はどのよう
になるかご教示ください。

3 仕様書 ４　８

野菜類、冷凍食品の納品時間
の目安をご教示ください。
（当日納品、前日納品とも
に）

4 仕様書 ４　８
前日納品される食材にはどの
ようなものがありますでしょ
うか。

5 仕様書 ５ Ｂ（１）
統括責任者とボイラー取扱員
等の責任者を兼任することは
可能でしょうか。

6 仕様書 ５ Ｂ（５）

ボイラー取扱員に関して、危
険物取扱主任者の資格を有す
る者も条件に該当するという
認識でよろしいでしょうか。

7 仕様書 P.8 (3)
検収開始時間の目安をご教示
ください。

8 仕様書 別紙2

食器類について、使用する食
器の素材はどのようなもので
しょうか。（PEN食器や強化磁
器など）

回答

お見込みのとおりです。

費用負担は発注者となります。

納品業者と調整していきますが、午
前８時から開始する想定です。前日
納品については現在調整中です。

今後の納品業者との調整で決めてい
きます。

可能です。但し兼任は１つまでとし
て下さい。

講習修了者と同等以上の有資格者は
ボイラー技士と想定しており、危険
物取扱主任は該当しない認識として
います。

No.3と同時刻帯を想定しています。

アドバイザリー業務の中で提案を頂
きながら、決定していきたいと考え
ています。

9 仕様書 P.9 (3)

各配送校の喫食開始時間をご
教示ください。また1食あたり
の給食費（食材費）と、給食
費については各校とも同一金
額でしょうか。

別添資料１【給食時間等一覧表】の
とおりになります。
給食費については現在各校で金額は
異なりますので今後の調整事項で
す。



10 仕様書 P.10 (4)
各校の予定配膳員数が決まっ
ていましたらご教示下さい。

11 仕様書 P.10 (4)③

牛乳、パン、麺、デザートは
共同調理場を経由せず、各校
に直納という認識でよいで
しょうか。

12 仕様書
実施要領様
式4（７）

添付書類の納税証明書につき
まして、（その１）や（その3
の3）などの指定はございます
か。

13 その他
見積書につ
いて

配布資料に見積書のフォー
マットが見受けられません
が、どのようになっておりま
すでしょうか。

14 その他
配置平面図
について

調理場の配置平面図の開示は
ございますか。

15 仕様書（7) C(4)

現状作手共同調理場での対応
食数ならびに、
現状配置人員 （人数・従事時
間）を教えてい
ただけますでしょうか

16 仕様書（7) C(5)
作手共同調理場で使用してい
る車両・台数を教えていただ
けますでしょうか

最低１人の配置をお願いします。
詳細人数については提案に委ねま
す。

お見込みのとおりです。

滞納をしていないことを証する証明
書でも可とします。

任意様式での提出をお願いします。
記載内容は仕様書（３）委託業務概
要に掲げるABCの項目ごとの月額金
額と総額を記載して下さい。

図面につきましては、手渡しでの開
示とさせて頂きます。
令和４年６月１６日から２２日の間
に教育総務課にて配布させて頂きま
す。
受け取りに際して、事前に日程の予
約を電話で行うようにしてくださ
い。その際に別添様式１５【誓約
書】の提出をお願いします。

対応食数は令和４年度で１４１食
配置人数は現在４名で任期付２名、
会計年度任用職員２名です。
従事時間は任期付２名が３１時間、
会計年度任用職員１名が３５時間、1
名が13.5時間です。

ライトバンリフト付き１台になりま
す。



17 仕様書（7) C(5)
現在の運搬計画（出発時間・
到着時間など）を教えていた
だけますでしょうか

18 仕様書（8) (1)A

建築関係、運営関係等につい
て運営するにあたってのアド
バイスと考えてよろしいで
しょうか

19 仕様書（8) (1)A
新規給食センター立ち上げで
の市としてコンサルタントの
擁立 はありますでしょうか

20 仕様書（8) (1)ア
会議報告書とは運営するにあ
たっての議題の報告でよろし
いでしょうか

21 仕様書（8) (1)イ

建築などの専門的内容の理解
等について不安があるため、
特定の要員を 擁立 していか
なければならないのでしょう
か

22 仕様書（9) 3
配送車両は何台を計画されて
いるのか教えていただけます
でしょうか

23 仕様書（9) 3
配送には車両1 台につき補助
者を必ず乗車する計画でよろ
しいでしょうか

24 仕様書（10) 3

配送車両のセンター内駐車ス
ペース確保は,何台計画されて
いるのか教えていただけます
でしょうか

25 仕様書（10) 4
各学校毎の配膳員の配置必要
人数を教えていただけますで
しょうか

26 仕様書（10) 4
各学校毎の食数及び配缶数を
教えていただけますでしょう
か

作手地区については
午前１１時４５分頃作手小発
午前１１時５０分頃作手中到着で
す。
回収は午後１時４０分頃作手小発
午後１時４５分頃作手中着です。
運営面のアドバイスと認識しており
ますので、建築設計に係る専門的ア
ドバイスについては本委託では求め
ておりません。

本体工事及び受入校の設計委託につ
いては設計事務所等と契約をしてお
ります。

ここでの会議報告書は定例会議にお
ける議事録作成を想定しています。

No.18回答のとおりです。

基本計画では１１台を想定しており
ますが配送計画は提案に委ねます。

現在補助者は必ず同乗させる計画で
はございません。
計画については提案に委ねます。

No.14配布図面にて確認をお願いし
ます。

No.１０回答のとおりです。

別添資料２【令和４年度食数一覧】
のとおりです。
配缶数は現在市全体で１５９缶で
す。



27 仕様書（10) 4

各学校での配膳業務内容を教
えていただけますでしょうか
（例）
・配送された食器、食缶、
バット類をクラス配膳棚もし
くは配膳カートに置く
・配膳カートを各所定場所
（配膳カート室）に運搬す
る、回収する
・ダムエーダーで移動させ所
定の場所にセットする、回収
する
※クラス毎の配膳カート運搬
業務があるかないかで人員配
置が変わるとおもいます

28 別紙１（16）

アレルギー対応報告書とあり
ますが、どのような内容か教
えていただけますでしょうか
アレルギー対応した結果（か
かわった担当者など）と業務
工程などの書類、変更方法を
事前に調整し実施予定内容の
報告でよろしいでしょうか

29 別紙2（18）
従業員の駐車場確保はありま
すでしょうか、使用料の発生
はありますでしょうか

30 様式4 5

契約書の写しは契約が分かる
契約名、期間、双方の印が分
かるページのみでよいでしょ
うか

31 様式4 7
法人税は、その３―３で良い
でしょうか

32 様式4 7

県民税、市民税は新城市様入
札参加資格を出している支社
のみで良いでしょうか、又本
社が他支社の場合、本社分も
必要でしょうか

33 その他
従業員の給食費支払い額を教
えていただけますでしょうか

配膳業務内容については仕様書記載
のとおりです。
各クラスへの運搬については各学校
の配膳室までの運搬となります。
複層階の学校については各階へダム
エーダーで移動させます。

お見込みとおりの内容です。

No.24回答のとおりです。
使用料は現在調整中です。

4,000食以上の受託実績の内容のわか
るページを足していただき、可とし
ます。

No.12回答のとおりです。

支社分のみで可とします。

今後の調整事項です。



34 その他

学校直接配送食材はどのよう
なものがありますでしょうか
（例：牛乳・ごはん・パン・
デザートなど）

35 その他

新センターの計画図面、機器
リスト及び作手調理場の厨房
図面、機器リストをいただけ
ますでしょうか

36 その他
アレルギー対応の方法及び対
象アレルゲンは、どのように
お考えでしょうか

37
実施要領（Ｐ
７）

1

審査項目及び配点に、見積も
りの項目がありませんが、見
積提出は必要ですか。必要な
場合、その記載内容または書
式をご提示ください。

38
仕 様 書 （ Ｐ
５）

実施体制のＣ親子方式に配送
先の配膳業務は含まれないと
いう理解でよろしいですか。

39
仕 様 書 （ Ｐ
８）

（２）ア

食材検収業務は、不適合な商
品の判断は委託者側が判断す
るという理解でよろしいです
か。

40
仕 様 書 （ Ｐ
９）

-3

各配送先の食数、給食時間、
クラス数（職員室含む）をお
示し頂けませんか。車両調達
台数の算出および見積もり作
成に必要です。

41
仕 様 書 （ Ｐ
９）

（３）➃

コンテナの大きさが示されて
いましたが、１台のコンテナ
に何クラス分の収納を見込ま
れていますか。

42
様式７および
様式１１

実施体制、配置人員などに関
わるため、各階の図面、調理
場の設備配置図、設備一覧を
ご提示いただけないでしょう
か。

43

様式６－１類
似業務受託実
績に関する報
告書

1（1）
受託実績を複数記入した場合
は全ての契約書の
写しを添付する必要はありま
すでしょうか。

No.11回答のとおりです。

No.１4回答のとおりです。

順守していただく内容は仕様書P９
記載のとおりです。
内容については提案に委ねます。

No.１３回答のとおりです。

配送業務従事者が配送業務に併せ
て、仕様書P10（４）配膳業務を
行って頂く想定としております。

発注者側の衛生管理責任者及び受注
者側の検収責任者が検収に立会い調
整し、発注者側が最終的な判断とい
う認識です。

No.９、26回答のとおりです。
クラス数については別添資料３【令
和４年度学級数一覧（小学校）、
（中学校）】のとおりです。

No.40の回答を参考に配送計画の提
案をお願いします。

No.１４回答のとおりです。

No.30のもので全ての契約書の写し
をお願いします。



44

様式６－１類
似業務受託実
績に関する報
告書

1（2）
配送・配膳実績は（１の様
式）と重複しても問
題ないでしょうか。

45 様式７～１３ 1
提案書類の添付資料 について
は、提案書と同様にA3サイズ
を使用しても問題ないという
認識で良いでしょうか。

46 仕様書（P2） 4（2）
新城市立給食センター（仮
称）及び作手小学校調理場の
令和 6 年度～令和 11 年度の
調理 食数をお示しください。

47 仕様書（P2） 4（3） 各配送校のクラス数をお示し
ください。

48 仕様書（P2） 4（3）
各配送校の給食開始時間及び
回収指定時間をお示しくださ
い。

49 仕様書（P3） 7

委託業務B 、 C の履行期間が
令和 11 年 8 月 31 日
までとなっているが、次回の
履行期間（令和 11年 8 月 1
日～）を考慮し、令和 11 年
7 月 31 日までと理解して良
いでしょうか。

50 仕様書（P9） （2）ウ

新城市立給食センター（仮
称）配送校及び作手
小学校調理場の今年度のアレ
ルギー対応食の対
象児童数をお示しください。

51
仕 様 書
（P15）

9
貴市で現在雇用されている調
理従事者の正規雇用職員・会
計年度職員の内訳をお示しく
ださい。

52
仕 様 書
（P15）

9

貴市で現在雇用されている調
理従事者（会計年
度職員） について以下 6 点
お示しください。
① 賃金支給額（時給・日給・
月給）
② 賞与等その他手当額
③ 調理師・栄養士資格保有者
数
④ 勤務時間及び実働時間
⑤ 社会保険加入状況
⑥ 調理業務従事年数

可とします。

可としますが、片面刷り片袖折りと
してください。

別添資料４【小中学校児童推移表】
を参考にして下さい。

No.４０回答のとおりです。

No.９回答のとおりです。

次回契約の引継ぎ期間を考慮し、令
和１１年８月３１日までを履行期間
とします。

新城市立給食センター（仮称）配送
校 96名
作手小学校調理場  ８名です。

正規雇用１名
再任用職員２名
任期付１６名
会計年度職員３９名です。

こちらの資料については、No.14の
図面とともに手渡しでの対応としま
す。



53 その他

新城市立給食センター（仮
称）及び作手小学校
調理場の調理場平面図又は設
計図をお示しくだ
さい。

54
実施要領（P
４）

６（２）

企画提案書はＡ４ファイル綴
じの指定がありますが、参加
表明書も指定がありましたら
ご教示ください。

８（１）
実施時間５０分の内訳をご教
示ください。

イ　②
（説明○○分、質疑応答○○
分など）

56
仕 様 書 （ P
６）

Ｂ（１）

総括責任者の資格要件が管理
栄養士又は栄養士となってお
りますが、将来的に地元雇用
社員が総括責任者にステップ
アップできる可能性を広げる
ため、調理師資格も資格要件
に追加していただくことをご
検討いただけますでしょう
か。もしくは責任者毎の資格
要件を外し「総括責任者、副
総括責任者、食品衛生責任者
のいずれか１名を管理栄養士
又は栄養士とする」という資
格要件に変更していただくこ
とをご検討いただけますで
しょうか。

57
仕 様 書 （ P
８）

（１）ア　
定例会議の主催者は市と認識
でよろしいでしょうか。

58
仕 様 書 （ P
８）

（１）イ　

表内に記載がある会議(工程会
議、発注検討会等)は、仕様書
Ｐ８（１）アに記載の定例会
議と同会議、あるいは別会議
でしょうか。

59
仕 様 書 （ P
８）

（２）ア
検収責任者の資格要件は特に
なしとの認識でよろしいで
しょうか。

60
仕 様 書 （ P
９）

（２）ウ
学校毎のコンテナ数の想定を
ご教示ください。

61
仕 様 書 （ P
９）

（２）エ

「卵・乳」の除去食対応につ
いて、Ｂ（共同調理場）の想
定人数、Ｃ（親子方式）の現
状の人数をご教示ください。

62
仕 様 書 （ P
９）

-3
各学校の検食開始時間、給食
開始時間・給食終了時間をご
教示ください。

No.１４回答のとおりです。

左上ホッチキス止めでの提出として
ください。

本項目については評価委員会で検討
がなされた項目であり、当該表記の
追加、変更については検討は行いま
せん。

お見込みのとおりです。

仕様書P８（1）アの定例会議とは別
の会議になります。

資格要件は問いません。

No.41回答のとおりです。

No.50回答のとおりです。

No.9回答のとおりです。
検食時間については喫食開始時間の
３０分前としています。

55
実施要領（P
５）

説明２５分程度を想定しています。



63
仕様書（P１
０）

-4

配膳員の勤務時間・配置人数
検討にあたり、現状の学配品
(牛乳など)の納入時間をご教
示ください。

64
仕様書（P１
１）

-6

各給食施設及び付帯設備の清
掃や外構周辺の清掃・草刈り
の範囲は、業務従事者が対応
可能な範囲内での作業という
認識でよろしいでしょうか。
もしくは、地上から２メート
ル以上の高所など専門業者を
入れる作業も含みますでしょ
うか。

その他

（１）ア）

その他

-5

その他

（９）ア

68
仕様書（P１
７）

衛生管理業
務

日常的な害虫駆除・防除は受
注者の分担業務との事です
が、費用に関しては発注者負
担との認識でよろしいでしょ
うか。(P18記載の害虫駆除費
が発注者負担の為。)

69
仕様書（P１
９）

許認可

許認可は受注者の営業許可取
得を想定しておりますが、他
に取得が必要なものがあれ
ば、ご教示ください。

70 様式３ 添付書類２
法人履歴事項全部証明書は写
しの添付でも可能でしょう
か。

-7

添付書類

No.9回答のとおりです。

お見込みのとおりです。高所につい
ては発注者での別対応とします。

費用については発注者の負担になり
ます。

現状想定はしていません。

写しで構いません。

65
仕様書（P１
４）

「受注者の業務責任者」は、
アドバイザリー業務用に専任
をする担当者との認識でよろ
しいでしょうか。

ここでの業務責任者は作手調理場で
の業務責任者となります。

66
仕様書（P１
５）

月額または１食あたりの給食
費をご教示ください。

No.９、33回答のとおりです。

67
仕様書（P１
５）

「継続雇用できるよう努める
こと」とありますが、現在給
食業務で従事されている会計
年度任用職員の人数および勤
務状況を下記項目別にご教示
ください。①調理等職種別
に、在籍人数と時給日給月給
の区分、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
たは調理師など資格者の人数

No.52回答のとおりです。

71 様式４

添付書類は写しの添付でも可
能でしょうか。また国税の納
税証明書は「その3の3」、地
方税(法人市町村民税)の納税
証明書は「登録する本店があ
る市区町村で発行される完納
証明書」でよろしいでしょう
か。

原本の提出としてください。
内容はNo.12回答のとおりです。



72 様式６－１
３米飯施設
の実績

Ｂ（共同調理場）Ｃ（親子方
式）別に、米飯設備の規格仕
様、数量などをご教示くださ
い。

73 様式６－１

契約書の写しは、契約名称の
記載された表紙、双方の印の
あるページ、様式に記載した
受託実績の内容のわかるペー
ジの提出でよろしいでしょう
か。

74 様式６－２ (２の様式)
（１の様式）に記載した施設
と重複してもよろしいでしょ
うか。

75 様式７～１３
※提案書類
の様式

「添付書類についてもＡ４サ
イズ両面刷り１枚までとしま
す。」とありますが、提案書
の次に書類を添付するとの認
識でよろしいでしょうか。ま
た添付書類は加点（配点）対
象でしょうか。

76 その他

Ｂ（共同調理場）の図面(配置
図、調理機器が記載された平
面図、断面図)、調理機器一覧
表(規格仕様、数量記載)のご
提供をお願いします。

77 その他

Ｃ（親子方式）の図面(配置
図、調理機器が記載された平
面図)または動線図、調理機器
一覧表(規格仕様、数量記載)
のご提供をお願いします。

78 その他

Ｂ（共同調理場）Ｃ（親子方
式）別に、従業員用駐車場の
使用可能台数と使用料金をご
教示ください。

79 仕様書（9） （3）②
参考とした小型トラックの車
種を教えていただけますで
しょうか

80 仕様書（9） （3）④
トラック配送が食事と食器の
混載か別々か、教えていただ
けますでしょうか

81 仕様書（10） （3）⑧

作手共同調理場及び鳳来東小
の配送でコンテナに入れての
配送なのか 、 又 コンテナを
使用しない場合の積載方法を
教えていただけますでしょう
か。

No.14回答の資料で確認してくださ
い。

No.30回答のとおりです。

No.44回答のとおりです。

添付についてはお見込みのとおりで
す。提案書と添付書類を一体の書類
として審査対象とします。

No.14回答のとおりです。

No.14回答のとおりです。

No29回答のとおりです。

キャンターになります。

基本計画では、シャトル方式及び混
載方式どちらも使用する計画です
が、配送計画の詳細については提案
に委ねます。

作手共同調理場はコンテナを想定し
ております。鳳来東については、保
冷保温バックでの配送を想定してい
ます。



82 仕様書（15） 6 受託施設での炊き出しと考え
てよろしいでしょうか

83 その他
センターに配送運転者専用の
事務所がありますでしょうか

84 その他

センターに車両を駐車する為
の事務所として申請してもよ
いか教えていただけますで
しょうか

85 その他
センターに配送事務所として
借りられる場所の大きさを教
えていただけますでしょうか

お見込みのとおりです。

No.14の図面でご判断下さい。

今後の調整とします。

No.83回答のとおりです。


