
一宮市教育文化部学校給食課 

一宮市南部学校給食共同調理場調理業務の公募型プロポーザル方式による契約候補者の選定に対する質問について、以下のとおり回答します。 

No 質問 回答 

正誤表  仕様書（Ｐ４）１０（５）   

（修正前）一級ボイラー技士 １名 

（修正後）二級ボイラー技士 １名 

仕様書（Ｐ４）１０（６）   

（修正前）なお、（５）の一級ボイラー技士に兼務させることができる。 

（修正後）なお、（５）の二級ボイラー技士に兼務させることができる。 

仕様書（Ｐ１３）（別表１）費用負担区分表 １２   

（修正前）マスク・作業衣・調理用靴等の従事者が調理時に着用する衣類の購入、クリーニ

ング（複数の従事者が使用するエプロン等は除く）

（修正後）マスク・作業衣・調理用靴等の従事者が調理時に着用する衣類の購入、クリーニ

ング                      （下線部削除） 

※エプロンは、種類を問わず全て乙に負担していただきます。

質問 No 該当文書（ページ数）等 質問 回答 

１ 実施要項  

別紙２審査基準（Ｐ１１） 

見積の配点が７０点ですが、採点基準について

ご教授下さい。 

また、見積の上限金額について情報開示が可能

であればご教示下さい。 

採点基準、詳細は開示しません。 

見積の上限金額は、開示しません。 

２ 仕様書（Ｐ４）１０（１） 統括責任者は、調理師資格のみで栄養士および

管理栄養士は対象外になりますでしょうか。 

お見込みのとおりです。 



３ 仕様書（Ｐ５）１１（１）② 予定献立表のコピーを３日分頂けますでしょう

か。(食材量が記載してあるもの) 

献立については、一宮市学校給食課ウェブサイトをご覧くだ

さい。詳細な資料については、契約確定後に提示します。 

４ 仕様書（Ｐ６）１１（４）⑥ 配缶の開始時間はおおむね１０時３０分とのこ

とですが、トラックの出発時間についてご教示く

ださい。 

おおむね１０時３５分に出発します。 

５ 仕様書（Ｐ６）１１（４）⑦ アレルギーの対応方法についてご教示下さい。 

また対応人数についてもご教示下さい。 

 現在、アレルギー用の調理については、対応していません。 

 今後については未定です。 

５－１ 仕様書（Ｐ６）１１（４）⑦ 「アレルギー食に対応した調理については、甲

の指示に従うこと。」とありますが、委託後にア

レルギー対応調理を行う予定がありますか、ご教

示ください。 

５－２ 仕様書（Ｐ６）１１（４）⑦ アレルギー食に対応した調理について、現在は

どのような対応を行っているかご教示下さい。 

６ 仕様書（Ｐ６）（５）① 食器等の洗浄開始時間についてご教示下さい。 １３時３０分頃から開始し、１６時００分頃終了します。 

６－１ 仕様書（Ｐ６）１１（５）① 洗浄開始及び終了時間、午後洗浄消毒に配置し

ている人数をご教示下さい。 

１３時３０分頃から開始し、１６時００分頃終了します。 

２５人程度配置しています。 

７ 仕様書（Ｐ１３） 

別表１費用負担区分表 

敷地内の駐車場は無償との理解でかまわないで

しょうか。 

お見込みのとおりです。 

８ 仕様書（Ｐ４）１０（７） 現在、在籍している調理員数について、正規職

員・臨時職員等雇用形態別にご教示ください。 

正規職員：１８人 

男性：８人（勤務時間７時４５分から１６時３０分） 

      ※毎日１人（３連休等の翌日は２人）早出あり 

調理長  １人  

副調理長 １人 

班長   ２人 

技能員  ４人 

女性：１０人（勤務時間８時１５分から１７時００分） 

   班長   ４人 

   調理員  ６人 



嘱託：４人（勤務時間８時１５分から１４時１５分） 

  男性：１人 

  女性：３人 

パート

（人数は予算額ベース、男女比は平成３１年４月現在） 

８時１５分から１２時１５分までの４時間 

（１４人：男１人・女１３人） 

  ８時１５分から１４時１５分までの５時間 

（１１人：男２人・女９人） 

  １３時００分から１６時３０分までの３．５時間 

（２２人：男２人・女２０人） 

８－１ 仕様書（Ｐ４）１０ 現運営の業務責任者等の男女別・職種別のシフ

ト表を頂きたいです。 

上記質問８の回答を参照してください。 

８－２ 仕様書（Ｐ４）１０（７） 以下の臨時職員の雇用条件等についてご教示く

ださい。 

①時給、②賞与等諸手当、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

は調理師資格者の人数 

①臨時調理員時給 

・９４０円 

②賞与等諸手当 

・通勤手当あり（市の基準によります：距離別） 

③社会保険加入状況 

・加入なし 

④年間勤務日数：（令和元年の勤務予定日数） 

・給食実施日１９０日＋皿磨き２日＋研修３日 

⑤勤務時間 

８時１５分から１２時１５分までの４時間（１４人） 

  ８時１５分から１４時１５分までの５時間（１１人） 

  １３時００分から１６時３０分までの３．５時間（２２

人） 

⑥栄養士または調理師資格者 

・把握していません。 



８－３ 仕様書（Ｐ４）１０ 委託後に委託業者に引取可能性のある業務従事

者の男女別・職種別の賃金（付加含む）・交通費

をご教示ください。 

引取可能性があるのは、パート職員のみです。 

男女別・賃金等は８、８－２に質問回答を参照してくださ

い。 

９ 

仕様書（Ｐ２）６ 献立等によって月２回程度は午前７時１５分に

ついては、具体的にどのような献立でしょうか、

ご教示下さい。  

今年度において現時点では献立による時間変更はありません

が、行事による時間変更があります。 

１０ 仕様書（Ｐ３）８（５）⑧ 一宮市学校給食共同調理場「学校給食衛生管理

マニュアル」をご教示下さい。 

契約確定後に提示します。 

１１ 仕様書（Ｐ４）１０（７）⑥ 従事者食事代金はいくらでしょうか？ 令和元年度は、1人１食２５０円です。 

１２ 仕様書（Ｐ５）１１（２）② 現状の配送・回収計画をご教示下さい。 配送について、配送車（１２台で１２コース）が調理場を出

発する時間は、１０時３５分頃から出発し、一番最後は、１１

時４５分頃に出発します。 

回収については、質問１６を参照してください。 

詳細は、契約確定後に提示します。 

１３ 仕様書（Ｐ５）１１（２）② 現状の釜割表をご教示下さい。 契約確定後に提示します。 

１４ 仕様書（Ｐ５）１１（２）② 調理釜でメニュー（汁・炒め物・ゆでる）別で

使用する釜をご教示下さい。 

原則メニューによって釜を使い分けるというよりは、小学校

７釜、中学校４釜など校種別で使い分けています。使用してい

る釜は、調理釜１４釜全て蒸気のドライ用釜です。 

１５ 仕様書（Ｐ５）１１（２）③ 校種別調味料表、保存食採取用カップについて

ご教示下さい。 

校種別調味料表は、小中学校で使用する調味料の数量等を前

もって調味料表に記載し準備するものです。 

保存食採取用カップは、甲が用意した蓋つきカップに前もっ

て日付等を記載し準備するものです。 

詳細は、契約確定後に提示します。 

１６ 仕様書（Ｐ６）１１（５）① 食器回収の始まる時間と食器回収後のセンター

着の時間をご教示下さい。 

第１便の配送車が調理場を出発する時間は、１３時１０分頃

から１３時２５分の間にコース別に順次出発します。第１便の

食器回収後の帰着は、１３時３５分頃から順次戻ってきます。

２６校の回収が終わり調理場に全車が戻るのは１４時４５分頃

です。 



１７ 仕様書（Ｐ７）１１（１０）

② 

作成書類一覧について、様式はございますか？ 様式は決まっています。 

契約確定後に提示します。 

１８ 仕様書（Ｐ７）１１（１０） 

⑥ 

ノロウィルス検査について、検査レベルをご教

示下さい。 
高感度検査（ＰＣＲ法）でお願いします。 

１８－１ 
仕様書（Ｐ７）１１（１０）⑥ ノロウィルス検査の実施となってますが、ＰＣ

Ｒ検査の認識で宜しいですか。 

１９ 仕様書（Ｐ８）１１（１０）⑧ 同一の感染機会があった場合についても、検査

を実施し、必要な措置を講ずることについて、ど

のような措置かご教示下さい。 

調理業務に支障をきたさないよう代替の調理従事者を補充す

る等の措置を講じてください。 

２０ 仕様書（Ｐ９）１１(１１)⑥ 台車整備交換の道具及び部品は市で準備してい

る認識でよろしいでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 

２１ 仕様書（Ｐ９）１１(１１)⑥ 刃研ぎ・包丁研ぎの方法をご教示下さい。 長期休業中等に適宜、乙に作業をしてもらいます。現在は砥

石を使用しています。 

また、機器等の刃で対応できないものについては、一部業者

に依頼します。 

２２ 仕様書（Ｐ９）１１(１１)⑥ 駐車場の線引き、草むしりに必要な道具は市で

準備している認識でよろしいでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 

２３ 仕様書（Ｐ９）１１(１２)② 第三者が実施する研修、会議及びその他の行事

について、頻度と会議や行事などの具体例をご教

示下さい。 

今年度の現時点の実績は、夏期休業中に調理員等衛生管理研

修会等（一部職員対象２回）がありました。 

２４ 仕様書（Ｐ９）１１(１２)③ 給食レストランについて、頻度と具体例をご教

示下さい。 

今年度は、１月に市役所本庁舎食堂で行う予定です。（年１

回） 

２５ 仕様書（Ｐ１１）１７（１） 地域交流会等の参加について、地域交流会はど

のようなものでしょうか？また頻度と参加人数を

ご教示下さい。 

現在は行っていませんが、市域をまたいだ交流会等です。頻

度は年１回程度、参加人数は４人程度の予定です。 



２６ 仕様書（Ｐ１１）１７（２） 各種調査の協力について、どのような調査内容

がご教示下さい。 

保健所の立入検査等や調理業務の具体的調査等です。 

２７ 仕様書（Ｐ１１）２０（１） 業務開始時の引継ぎについて、１月から３月ま

では別途契約（派遣契約）の認識でよろしいでし

ょうか？ 

別途契約（派遣契約）は結びません。 

仕様書（Ｐ１１）２０「業務開始時の引継ぎ」参照のこと。 

 引継ぎについては、本契約に含まれます。 

２８ 仕様書（Ｐ１３）別表１ ボイラーの消耗品は甲の負担の認識でよろしい

でしょうか？また種類及び使用量、金額をご教示

下さい。 

お見込みのとおりです。 

種類及び使用量、金額は契約確定後に提示します。 

２９ 仕様書（Ｐ１３）別表１ 複数の従事者が使用するエプロンとは作業別エ

プロンの認識でよろしいでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 

エプロンの購入は、種類を問わず全て乙に負担していただき

ます。 

３０ 仕様書（Ｐ１３）別表１ 作業衣、エプロン、くつの区分と種類をご教示

下さい。 

衛生区域及び作業工程に従って交換します。 

区分等の詳細は、契約確定後に提示します。 

３１ 仕様書（Ｐ１４）別表２ 一週間分の献立と作業工程表、作業導線図をご

教示下さい。 

献立については、ホームページをご覧ください。詳細な資料

については、契約確定後に提示します。 

３２ 仕様書（Ｐ１４）別表２ 

衛生管理 

害虫駆除等について、駆除のレベルをご教示下

さい。 

甲で害虫駆除業務を別途契約していますので、場内に害虫等

が発見された場合などに緊急的な確認や駆除等をお願いするも

のです。 

３３ 仕様書（P１６）別表３（２） 給食数変更報告書について、調理従事者の食数

と判断してよろしいでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 

３４ その他 南部の委託金について情報公開をお願いしま

す。 

 委託実績がないため、ご要望に沿うことはできかねます。 

３５ その他 現在の調理員の作業シフトをご教示下さい。 質問８の回答を参照してください。 

３６ その他 機器リスト（型番号）をご教示下さい。 契約確定後に提示します。 

３７ その他 各学校のコンテナ数とクラス数と人数をご教示 学級数・小学校３２８級、中学校１３７級 

コンテナ台数６４台 



下さい。 詳細については、契約確定後に提示します。 

３８ その他 機器変更後の平面図を教えて下さい。 別紙のとおりです。 

３９ 公募型プロポーザル実施要項

（P９）１（１）イ 

１５ページ以内（付属資料等の一切を含む）と

は、様式２～５の書類は含まず、審査基準までを

提案書として独自スタイルでの記載資料枚数が１

５ﾍﾟｰｼﾞという認識でよろしいでしょうか？ 

また様式２～５の提出方法は提案書とは別に提

出という認識でよろしいでしょうか？ 

１５ページ以内（付属資料等の一切を含む）とは、様式２～

５の書類は含みません。 

第二次審査基準を提案書として独自スタイルにて１５ページ

以内（付属資料等の一切を含む）で作成してください。 

様式２～５の提出方法は提案書とは別に提出してください。 

第一次審査は、提出書類（様式２～５）の審査を行います。 

４０ 

様式４ 学校給食調理業務の受託実績について契約書の

代わりに誓約書で対応してもよろしいでしょう

か？ 

契約書でお願いします。 

４１ 仕様書（Ｐ１２）２３（１） パーテーションの設置の件ですが、天井まで必

要となりますか。それとも上部が空いていても可

能ですか。あと、契約満了後については、取りは

ずさなくても良いでしょうか？ 

柱は天井まで必要ですが、壁は天井まで不要です。 

契約満了後は撤去不要です。 

４２ 仕様書（Ｐ２）５ 給食実施日・給食数の予定表を頂きたいです。 仕様書３（１）施設概要をご覧下さい。 

来年度は未定です。 

４３ 仕様書（Ｐ６）１１（４）① 現運営の作業工程表・作業手順表・作業動線図

の１週間分を頂きたいです。 

契約確定後に提示します。 

４４ 仕様書（Ｐ９）１１（１１）⑥ 長期休業期間のシフト表を頂きたいです。 現状では、男性正規職員以外は勤務を要する日とはなってお

りません。（ただし、食器磨き３日程度及び研修日等は除く） 

４５ 仕様書（Ｐ９）１１（１２）③ 具体的なスケジュールをご教示ください。 臨地実習は、９月頃に１週間程度。 

児童生徒等の職場見学は、春季に３校程度。 

給食レストランは、年１回。 

以上、 
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