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１ 業務名 

  度会町立学校給食センター調理等業務委託 

 

２ 委託期間 

  令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで。（債務負担行為による） 

 

３ 委託業務場所の名称及び所在地 

  調理業務場所 度会町立学校給食センター（度会町棚橋３００番地） 

 

４ 調理施設概要及び厨房設備等 

（１）建築年月  平成１２年３月（学校給食施設整備費平成１２年３月） 

（２）建築構造  鉄骨造 平屋建 

（３）床面積   ６０９㎡ 

（４）調理能力  １，０００食程度 

（５）調理方式  共同調理方式、ドライ方式 

（６）厨房設備等 厨房備品類リスト（予定）（別紙１）及び度会町立学校給食

センター厨房設備等配置図（別紙２）のとおり 

 

５ 給食実施回数及び履行日等 

（１）給食実施回数 

年１９０回程度 （１日７００食程度） 

（２）履行日等 

原則として、調理日数は『年間給食実施計画』のとおりとする。加えて長

期休業日の開始及び終了時期における施設・設備の清掃・点検に必要な日数

及び学校行事や研修参加にかかる日数とする。 

 

６ 業務内容 

受注者は、学校給食が教育の一環として実施されていることを十分理解した上

で、対象施設に備え付けられた施設、設備、器具等を使用し、次の業務を行うこ

ととする。なお、業務分担は業務分担区分（別紙３）に定める。 

また、業務を行うにあたり、自社の安全衛生マニュアルを作成するとともに、

次の法令等を遵守しなければならない。 

① 学校給食衛生管理基準（平成２１年文部科学省告示第６４号） 

② 大量調理施設衛生管理マニュアル（平成９年３月２４日衛食第８５号別

添・平成２５年１０月２２日付け食安発１０２２第１０号・平成２８年

１０月６日付け生食発１００６第１号） 
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③ 学校給食調理場における手洗いマニュアル（文部科学省平成２０年３月

発行） 

④ 調理場における洗浄・消毒マニュアル PartⅠ（文部科学省平成２１年

３月発行） 

⑤ 調理場における洗浄・消毒マニュアル PartⅡ（文部科学省平成２２年

３月発行） 

⑥ 学校給食調理従事者研修マニュアル（文部科学省平成２４年３月発行） 

⑦ 衛生管理＆調理技術マニュアル（文部科学省平成２３年３月発行） 

⑧ その他関係法令等 

 

（１）調理業務 

ア 食材の検収・記録を行った上で、食材の搬入・保管及び在庫量の点検・

確認・記録を行うこと。 

イ 発注者が作成した献立一覧表を見て、受注者は調理作業工程表、作業動

線図を作成し、前もって栄養教諭等に提出し、打ち合わせを行い調理す

ること。 

ウ 調理に際しては手づくり・手切りを受注者へ指示する場合がある。 

エ 炊飯業務を行うこと。 

オ パンの数量を数えること。 

カ 配送時は配膳室から配送車へ食器、食缶等を積載し、回収時には配送車

から配膳室へ食器、食缶等を搬入すること。 

キ 配送校から回収された食べ残しなどの残菜は、計量し、記録すること。 

ク 配送校から回収された食器、食缶等は、使用した調理器具とともに適切

に洗浄、消毒、保管作業を行うこと。 

ケ 残菜・残飯及び厨芥の処理は分別すること。 

コ 清掃及び点検については、施設・設備点検表により行うこと。 

サ 学校行事や自然災害発生時等により、学校の給食開始時間や献立内容が

変更となる場合については、発注者の指示に従うこと。 

（２）食物アレルギーへの対応 

ア 食物アレルギー等対応が必要な児童・生徒については、発注者の指示に

基づき、除去食・代替食の対応を行う。 

イ アレルギー対応食の調理には、細心の注意を払い、食材同士が接触する

ことがないようにすること。 

ウ アレルギー対応食の調理業務従事者は、調理作業が終了するまでは専任

で行い、作業においては必ず調理業務指示書を遵守すること。 

エ 調理業務指示書をもとに、調理業務前に食材、調理作業工程等を複数の

調理業務従事者等で確認し、調理業務中、業務後においても誤調理、誤
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配食をしないよう細心の注意を払うこと。 

オ アレルギー対応食は、該当児童生徒別に専用容器に配食して該当校へ送

致すること。 

（３）清掃及び点検 

厨房施設及び設備、備品器具類等について清掃、洗浄及び日常点検を毎日

行う。 

（４）その他の業務 

ア 食器の漂白 

長期休暇ごとに１回程度食器の漂白及び洗浄を行う。 

イ 食缶類、コンテナ等の整備 

学校名や学級名等表示の点検及び補修作業を行う。 

ウ 調理用設備、器具類の清掃及び点検 

通常の調理用設備、器具類の清掃及び点検に加えて、長期休暇ごとに１回

以上、調理用設備、器具類の念入りな清掃及び点検を行う。 

不良個所が認められる場合は、発注者に報告する。 

エ 調理室等の清掃及び消毒 

通常の調理室等の清掃及び消毒に加えて、長期休暇ごとに１回以上調理

室下処理室、洗浄室等の念入りな清掃及び消毒を行う。 

オ 長期休暇ごとの給食開始前及び給食終了後の業務 

長期休暇ごとの給食開始前には、食器、食缶類の洗浄消毒保管と、調理

及び洗浄等に使用する設備、器具類の洗浄消毒を行い、衛生管理の徹底

を図り、万全を期する。また、給食終了後においても同様とする。 

カ 業者別発注簿の確認作業 

栄養教諭が食材発注時に記載する業者別発注簿の確認作業を行う。 

キ そのほか施設管理に関して、必要に応じて発注者と協議を行うこと。 

（５）令和２年３月１日から同年３月３１日までの業務 

４月の給食開始に万全の体制をもって当たれるよう、発注者と十分協議の

上次の業務を行う。 

ア 業務従事者等の研修 

イ 調理の試行 

ウ 使用する設備、備品、器具類等の点検、確認 

エ 使用する設備、備品、器具類等の洗浄、消毒 

オ その他発注者との協議により決定する業務 

 

７ 業務従事者の配置及び資格等 

業務従事者に関して次のことを守らなければならない。 
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業務従事者は受注者が直接雇用する者とする。なお、責任者については集団給

食調理業務に従事し、かつ必要資格、実務経験を有した者であることとする。 

（１）業務責任者 

正規職員で、栄養士法（昭和２２年法律第２４５号）に規定する管理栄養

士又は栄養士（以下「栄養士等」という。）の資格を有する者、または調理

師法（昭和３３年法律第１４７号）に規定する調理師の資格を有する者で、

学校給食業務経験を有する者が望ましい。当該委託業務遂行の責任を負うべ

き者１名を常駐させ、全般における指揮・管理・監督と発注者との連絡調整

の責務を遂行する。 

（２）業務副責任者 

正規職員で、調理に従事する者のうち、栄養士等又は調理師の資格を有し、

かつ、集団給食業務経験を有する者の中から副責任者１名以上を定め、業務

責任者を補佐するとともに、業務責任者に事故があるとき、又は業務責任者

が欠けるときは、その任に当たる。 

（３）その他の業務従事者 

調理員については、調理師免許を有する者を基本とし、常勤者を１名以上

配置すること。また、調理員の任用においては、できるだけ集団調理の経験

がある者で、地元雇用を優先するものとする。欠員が生じた場合には速やか

に対応し、調理業務等に支障をきたすことがないよう努める。 

（４）栄養士の配置 

正規職員で、栄養士等の資格を有する者を１名以上（業務責任者及び業務

副責任者を含む。）配置する。 

（５）衛生管理者の配置 

衛生管理者は、業務責任者とする。 

（６）食品衛生責任者の配置 

① 食品衛生責任者は、業務責任者とする。 

② 業務開始１か月前までに食品衛生法に規定する食品衛生責任者として

保健所に届出をし、その写しを発注者へ提出するものとする。 

（７）火元責任者 

受注者は、常勤者の中から火元責任者を選び、火災防止に関する業務を行

うこと。 

（８）厨房設備等管理責任者の配置 

厨房設備等管理責任者は、業務責任者とする。 

 

８ 業務従事者の報告 

（１）職員名簿 
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ア 受注者は、職員の住所、名前、生年月日、職種を記載した「従事者名簿」

を作成し、発注者に提出すること。なお、有資格者にあたっては資格を

証明する写しを添付すること。 

イ 受注者は、責任者等報告書の内容に変更があった場合は、速やかに発注

者に報告するものとする。 

（２）業務計画表の作成 

受注者は、予め業務計画表を作成し、発注者に提出すること。計画内容と

して、特に衛生管理に関する研修、安全で効率的な調理作業を行うための研

修、細菌検査（検便）の実施の予定をあげること。 

（３）業務分担表の作成 

受注者は、予め職員毎の業務分担表を作成すること。 

（４）上記の確認 

受注者は、作業計画表及び業務分担表を予め職員に確認させること。 

 

９ 業務の指示 

（１）発注者は受注者に対し、次のとおり業務について提示する。 

ア 年間給食実施予定表（年単位） 

イ 学校給食予定献立表（月単位） 

ウ 調理場用献立表及び調理指示書（日単位・１ケ月分） 

エ アレルギー対応食用学校給食予定献立表（月単位） 

オ 給食予定表（月単位） 

カ 調理業務変更指示書（必要に応じて） 

（２）学級数及び人数に増減のある場合は発注者が通知する。 

（３）業務の指示命令系統については、発注者が受注者に指示を行うものとする。 

 

１０ 設備・器具等の使用 

（１）調理業務等は、対象施設に備え付けられた設備・器具等を発注者が受注者

に対し使用許可して行うものとし、受注者は、施設に備え付けられた設備・

器具等を本来の用法に従い、善良な管理者としての注意をもって使用し、良

好な環境を保持するものとする。 

（２）受注者は、次に掲げる消耗品等を調達し、負担する。（別紙４「費用負担

区分」参照）特に調理に関する消耗品は十分な品質を確保すること。なお、

記載のないものについては双方が協議して決めることとする。 

ア 従事者の被服等 

イ 洗浄・衛生用洗剤、薬品等 

ウ 業務に必要な消耗品、清掃用具等 
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エ 従事者の使用する雑貨、文房具、救急薬品等 

オ その他受注者の負担することが適当であると認められるもの 

（３）受注者は、施設、設備、器具等が破損した場合、発注者に報告し、その指

示に従うものとする。なお、受注者の責に帰すべき理由による場合は、現状

復帰するとともにその損害を賠償するものとする。 

（４）電気・ガス・水道の使用後の消灯及び閉栓は、常に各々の安全を確認し適

正な方法で行うとともに、確実に施錠すること。またこまめに清掃を行い、

常に施設内を清潔に保つこと。 

 

１１ 安全衛生管理 

学校給食衛生管理基準及び大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守し、次の事

項について留意すること。 

（１）衛生教育 

受注者は、関係法令等に基づき、食品の安全衛生管理に留意するとともに、

業務がより衛生的に行われるよう、業務従事者の衛生教育を少なくとも年１

回以上行うこと。 

（２）業務従事者の安全衛生管理 

ア 受注者は、業務従事者に対し、年１回以上健康診断を定期的に行うほか、

常に業務従事者の健康状態に注意し、異常を認めた場合は速やかに受診

させること。 

イ 受注者は、業務従事者に対し、毎月２回検便による腸内細菌検査（赤痢、

サルモネラ、腸チフス、O-157、パラチフス A）を行うこと。また、新規

採用者を業務に従事させる場合は、従事する１ケ月以内に健康診断、細

菌検査を行わなければならない。 

ウ 受注者は、衛生管理上支障がある業務従事者を業務に従事させてはなら

ない。 

（３）食品の取り扱い 

食品の取り扱いについては、学校給食衛生管理基準等の規定に基づいて行

う。 

（４）施設、設備、器具等の管理 

施設、設備、器具等の衛生管理については、学校給食衛生管理基準及び度

会町立学校給食センター衛生管理の手引き等の規定に基づいて行う。 

（５）保存食の管理 

保存食の管理について、学校給食衛生管理基準及び度会町立学校給食セン

ター衛生管理の手引き等の規定に基づいて行う。 

１２ 立入検査 



7 

受注者は、発注者及び保健所等が立入検査を行う場合において、これに応じな

ければならない。 

 

１３ 各種研修の実施 

調理及び食品の取り扱い等が安全、衛生かつ適正に行われるよう、安全衛生管

理、危機管理及び調理技術の向上を目的とした研修を実施する。また、学校給食

の目的を十分理解するための研修を実施し、資質の向上に努めるものとする。 

 

１４ 調理等業務の試行 

（１）令和２年３月下旬に２回程度、調理等業務の試行を行うものとする。 

（２）実施する献立については、発注者の指定するものとする。 

（３）発注者が準備する食材を使用するものとし、食材に係る費用は発注者が負

担するが、消耗品等必要なものは、受注者が調達する消耗品等（別紙４関係）

に基づき受注者が負担する。 

（４）試行に従事するすべての者に係る健康診断書の写し及び腸内細菌検査結果

を、試行前に発注者に提出するものとする。 

（５）上記（３）及び（４）に指定するもののほか、業務の試行に係る費用は受

注者の負担とする。 

 

１５ 委託料 

（１）委託料の支払 

ア 委託料の支払は、月払いとする。千円未満は切り捨て、切り捨て額の合

計は各年度の最終月分の請求額に加算する。 

イ 発注者は、請求書を受理した日から３０日以内に委託料を支払う。 

ウ 発注者は、契約締結日から令和２年３月３１日までの準備期間における

受注者の準備業務に対して委託料は支払わないものとする。 

（２）業務の継続が困難となった場合の措置 

ア 受注者の債務不履行による場合 

受注者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合、又

は業務の継続の困難が見込まれる場合は、発注者は受注者に対して修復勧

告をし、一定期間内に修復策の提出及びその修復を求めることができるも

のとする。 

イ 発注者の債務不履行による場合 

 発注者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合、受

注者は契約を解除できるものとする。この場合において、受注者が契約を

解除した場合、受注者は発注者に対し、これによって生じた損害賠償を請

求することができるものとする。 
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ウ 当事者の責めに帰すことのできない事由により業務の継続が困難とな

った場合 

不可抗力又は発注者及び受注者の責めに帰すことのできない事由によ

り業務の継続が困難となった場合については、業務の継続について発注者

と受注者が協議の上決定するものとする。一定期間内に協議が整わないと

きは、相手方に対する事前の通知により発注者又は受注者は、契約を解除

できるものとする。 

（３）リスク管理方針 

業務委託契約締結後の主なリスク分担方針は次のとおりとする。 

 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

発注者 受注者 

事業の中止・延期に

関するリスク 

発注者の指示によるもの ○  

受注者の事業放棄・破たん  ○ 

不可抗力リスク 天災・暴動等による履行不能 ○  

許認可リスク 事業の実施に必要な許認可取得の遅延等  ○ 

計画変動リスク 

発注者の指示による変更 ○  

受注者の要求による変更  ○ 

運営費上昇リスク 
計画変更以外の要因による運営費用の増

大 
 ○ 

施設損傷リスク 

受注者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

上記以外 ○  

性能リスク 仕様書に適応していない場合  ○ 

調理事故・異物混入

等に関するリスク 

受注者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外 ○  
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１６ 業務報告書 

（１）受注者は、次に掲げる事項について発注者へ報告する。なお、下記以外の

報告書等についても、発注者が必要であると認める報告書については発注者

へ報告するものとする。なお、報告書等の様式について、特に発注者が指定

しない場合は、受注者が任意で作成し、発注者の承認を得る。 

 

報 告 書 等  提 出 時 期 

１．学校給食日常点検票（第８票） 実施後（当日） 

２．学校給食従事者健康記録簿 月末（記録は毎日） 

３．調理作業工程表 １週間前の水曜日 

４．作業動線図 １週間前の水曜日 

５．保存食の記録簿・保存食廃棄の記録 ２週間後（記録は毎日） 

６．検収簿 毎日 

７．冷蔵庫・冷凍庫の温度管理表 週末（記録は毎日） 

８．残食量報告書 週末（記録は毎日） 

９．温度管理及び配食時間記入表 毎日 

10．異物混入記録 発生時 

11．食品・調味料在庫表 月末（記録は毎日） 

  

（２）契約締結日から令和２年３月３１日までの準備期間に行う準備行為につい

て契約締結後速やかに実施計画書（様式は任意とする。）を提出する。 

（３）受注者は、業務報告書について発注者が提出を求めた場合、提出時期にか

かわらず発注者へ報告するものとする。 

 

１７ 事故等への対応 

受注者は、業務過程において、事故等が発生した場合は、直ちに発注者へ報告

するとともに、速やかに善後策を講じること。 

 

１８ 損害賠償 

（１）受注者は、本業務委託の実施に当たり、食中毒や事故等発生時の対応とし
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て生産物賠償責任保険に加入する。 

（２）受注者は、本業務委託の実施に当たり、発注者に損害を与えたときはその

損害を賠償しなければならない。 

 

１９ その他特記事項 

（１）業務の実施に当たっては、本仕様書に基づくとともに、発注者と連携して

行うこと。 

（２）受注者及び業務従事者は、業務上知り得た事項について、守秘義務を負う。 

（３）受注者に給食センター運営委員会等に出席を依頼し、意見等を求めること

がある。これに伴う旅費等は受注者の負担とする。 

（４）学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）、食品衛生法（昭和２２年法律

第２３３号）、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、その他関係法令等を

遵守すること。 

（５）委託期間中における給食センターの光熱水費については、発注者からの請

求に基づき、指定された納付期限までに納入すること。 

（６）学校給食は教育の一環として行われていることを考慮し、従事者は教育の

場で従事することを確認し、十分な配慮を行うこと。また、学習等のため、

施設見学者がある場合の対応について協力すること。 

（７）大規模災害が発生し、炊き出し等が必要になった場合は、発注者と連携し

て協力すること。 

（８）安全、安心な学校給食の運営のため、受注者は、契約期間終了後の委託業

務が円滑かつ確実に履行できるよう、次の委託業務開始日までに次の受託者

へ引き継がねばならない。その際に、発注者又は次の受託者から協力要請が

あるときは、受注者は積極的に協力し、委託業務に支障が生じないようにし

なければならない。 

（９）給食設備の破損異常等により、給食センターが使用できなくなった場合は

非常食での対応とする。ただし、長期化により非常食でもできないときは、

発注者と受注者が協議して対応する事とする。 

 

（10）上記の仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者

が協議する。 



別紙１　　厨房備品類リスト

間口 奥行 高さ
検収室

1 デジタル自動台秤 MTX-150 1 350 751 720
2 検収台 TK-127B 1 1200 750 800
3 コールドテーブル冷蔵庫 TRC-50RE-F 1 1500 600 800
4 Ｌ型運搬車 L1-96DA 1 900 600 900
5 球根皮剥機 P-46 1 535 540 840
6 球根受槽 S1-77BDA特 1 750 750 350
7 ２槽シンク S2-157BDA 1 1500 750 800
8 プレハブ冷蔵庫 1 1800 2050 2400
8 プレハブ冷凍庫 1 1800 1800 2400
9 ラック 1 1820 460 1590
10 ラック 1 1520 610 1590
67 運搬車 3 1200 750 220
68 運搬車 1 900 600 220

下処理室
11 ２槽シンク S2-157BDA 1 1500 750 800
12 Ｌ型運搬車 L1-96DA 1 900 600 900
13 ３槽シンク S3-217DA 1 2100 750 800

３槽シンク S3-217BDA特 1 2100 750 800
14 作業台 TK-157D 1 1500 750 800

作業台 TK-157BDA 1 1500 750 800
15 器具消毒保管庫 EWK-2003 1 1900 950 1860
16 カートイン冷蔵庫 SRR-EC1APH 1 864 1004 2100
17 カートイン冷蔵庫 SRR-EC2APH 1 1725 1004 2100
18 ローラーコンベア 2 1500 600 600
69 包丁まな板殺菌庫 KT-52H 1 500 500 1005
70 移動台 1 900 750 800

食品庫
20 米用カート PL-7722MDA 2 700 700 1200
71 スチールラック 1 1510 600 1600
72 スチールラック 1 1200 590 1820
73 置き台 1 1250 750 760
74 スチールラック 1 1800 750 1800
75 移動ラック 1 730 540 1670
76 移動台 1 700 700 1200
77 ワゴン 1 1000 800 800

調理室
21 ローラーコンベア 1 4500 600 600
22 フードスライサー FS-35 1 440 1015 830
23 フードスライサー置台 TK-169FSDA 2 1600 900 600
24 作業台 TK-167DA 2 1600 750 800
26 電動缶切機 1000型 1 380 450 388
26 丸缶専用缶切機 大型9kg 1 230 450 540
28 ガス回転釜 KIG2D-30 2 1400 920 800
29 蒸気回転釜 KS2D1-20 3 1450 990 815
31 エプロンフライヤー A26FSX 1 2755 1415 1570
33 ガススチームコンベクションオーブン CSV-G20 1 998 855 1815
34 真空冷却機 CE-60QX 1 1260 1060 1790
35 作業台 TK-129DA 2 1200 900 800
35A 作業台 TK-129MDA 1 1200 900 800
36 ２槽シンク S2-189DA-S 2 1800 900 800
37 電動水圧洗米機 EP-52 1 690 600 2625
38 小型充填機 AMP-11特 1 1480 1560 2635
39 ライスフレンド ARS-25S 1 2150 980 1530
40 ローラーコンベア フリー直線 1 1950 580 1080

ローラーコンベア 2 30R 580 1030

図面中品番 品　　　　名 型番等 台数
寸法（mm）



別紙１　　厨房備品類リスト

間口 奥行 高さ
図面中品番 品　　　　名 型番等 台数

寸法（mm）

ローラーコンベア 1 1565 580 950
41 反転ほぐし機 ADU-3特 1 1825 840 1165

ライスチェッカー ALM-3特 1 1600 475 400
42 整理コンベアー 1 4500 575 650
43 釜洗いシンク S2-187DA 1 1800 750 800
45 炊飯釜 20 700 335 235
46 カートイン米飯缶消毒保管庫 1 2900 1000 2000
47 カートイン食器消毒保管庫 2 1850 1000 2000
48 蒸気式食缶類消毒保管機 SW-1503特 1 1360 950 1860
48 蒸気式食缶類消毒保管機 SW-3003特 1 2720 950 1860
49 カートイン食缶・器具消毒保管庫 1 2900 1000 2000
61 配合台 TK-157MSDA 8 1500 750 600
62 包丁・まな板殺菌庫 KT-53H 1 850 610 1360
63 移動台 TK-96MSDA 2 900 600 600
64 ガス鋳物コンロ φ250 1
65 置台 1 600 900 750
66 冷凍庫 VF-150XC 1 525 573 1342
78 Ｌ型運搬車 2 900 600 600
79 ３段台車 2 1300 600 1210
80 Ｌ型運搬車 1 1100 750 600
81 Ｌ型運搬車 1 900 750 600
82 高速度ミキサー MX-26 1 506 370 983
83 ワゴン 1 830 670 690
84 ワゴン 1 960 660 660

洗浄室
51 ローラーコンベア 1 3800 500 600
53 食缶前処理機 WPC-20K 1 2000 1250 1560
53 システム食缶洗浄機 WSC-23K 1 4840 830 2290
54 スプーン洗浄機 WSP-300D 1 1320 680 1240

自動食器浸漬機 WPS-2060 1 2980 1480 800
55 食器供給装置 WDF-30K 1 880 500 490

トレー供給装置 WDF-10TK 1 430 500 490
システム食器・トレー洗浄機 WＴK-27MK 1 5390 1280 2290
食器整理装置 WDS-30K 1 880 725 1000

56 トレー整理ディスペンサー WTD-10T特 1 519 560 910
受台 TK-127DA 1 1200 750 800
移動台 TK-127MDA 1 1200 750 800

57 １槽シンク S1-157BDA 2 1500 750 800
58 超音波洗浄機 UC-903N 1 900 600 800
59 １槽シンク S1-159BDA 2 1500 900 800
93 全自動衣類洗濯機 NA-FS50H5 1 562 568 1002
94 電気衣類乾燥機 NH-D502P 1 634 499 680

配膳室
85 棚 1 1800 770 900
86 ワゴン 3 960 660 660
87 ワゴン 1 1000 800 850
88 ワゴン 2 900 750 700
89 移動台 1 900 600 600

中学校連絡通路
90 運搬車 1 1200 750 790

中学校配膳室
91 ワゴン 6 850 670 690
92 ワゴン 3 830 670 690





別紙３ 業務分担区分  

区 分 業 務 内 容 発注者 受注者 

給食管理 学校給食運営の総括 ○  

献立作成 ○  

栄養指導 ○  

給食数等必要な事項の連絡（食数管理） ○  

給食費等管理 ○  

学校給食日誌及び各種指示の確認・実績  ○ 

学校給食日誌の点検 ○  

給食の実施・評価 ○  

学校給食従事者の健康調査票の記入  ○ 

学校給食従事者の健康調査票の確認 ○  

月末物資在庫量確認報告書・期末在庫量報告書の作成及び保管  ○ 

調理・洗浄作業

管理 

学校給食諸帳票（作業工程表・検収票等）の記入  ○ 

学校給食諸帳票（作業工程表・検収票等）の確認 ○  

下処理・調理等（釜割りを含む。）  ○ 

完成品の試食 ○  

配缶・配膳（配送用コンテナへの積み込みを含む。）  ○ 

食器・食缶・調理用器具類の洗浄・消毒・保管  ○ 

食材管理 食材・物資の購入 ○  

食材の選定・管理 ○  

食材の点検・検収の実施  ○ 

食材の保管・在庫管理  ○ 

食材の点検・検収の実施管理書類の確認 ○  

廃棄物管理 回収残菜量の確認・記録  ○ 

残菜・厨芥集積  ○ 

施設等管理 施設の維持管理、設備、備品の設置 ○  

施設、設備、備品の点検・保管・日常の維持管理  ○ 

洗剤・使い捨て手袋等消耗品の購入  ○ 

業務管理 学校給食従事者勤務表の作成  ○ 

当日業務（清掃を含む。）分担の決定・報告  ○ 

当日業務（清掃を含む。）分担の決定報告の確認 ○  

衛生管理 衛生面の遵守事項の作成 ○  

食材の衛生管理  ○ 

施設、設備、備品の清掃等衛生管理  ○ 

調理従事者の衣服等の購入  ○ 

調理従事者の衣服等の清潔保持状況等の確認  ○ 



保存食（全食料及び調理済み食品）の確保・保存・点検  ○ 

納入業者等の清潔保持状況等の確認 ○  

衛生管理チェックリスト（日常点検表）等の記入  ○ 

衛生管理チェックリスト（日常点検表）等の点検・確認 ○  

研修等 調理従事者等に対する研修  ○ 

定期健康診断の実施及び結果の保管  ○ 

健康診断実施状況等の確認 ○  

検便（月２回）の実施及び報告  ○ 

検便結果の確認 ○  

労働安全衛生 労災事故防止対策の策定  ○ 

労災保険等の加入  ○ 

 



別紙４ 費用の負担区分  

 項目 内訳 

発
注
者 

施設・設備等の購入、修繕費 調理機器（回転釜、シンク、調理台、食器食缶消毒保

管庫、野菜裁断機、焼物機、冷蔵庫、冷凍庫 等）及

びこれらに付随する消耗品（洗浄機用ブラシ、蛍光・

殺菌用ランプ、電池）等（受注者の責に帰すべき事由

による破損、滅失等の場合を除く。） 

調理器具・食器・食缶類の購入、修繕

費 

まな板、包丁、ボール、ざる、攪拌棒、柄杓、食缶、

バット、食器かご、食器、盆、スプーン、フォーク、

はし 等 

消耗品費 事務用品 等（発注者が使用するもの） 

その他の備品等の更新、修繕費 従事者控室の空調設備、洗濯機、ロッカー等 

食材料費 食材料（受注者の責に帰すべき事由による破損、滅失

等により提供不可能になった場合を除く。） 

定期清掃費、定期点検費 計量器検査料、消防設備点検等 

その他 各種報告書等作成に係る経費。（町が負担するものに

限る。） 

受
注
者 

従事者の人件費、法定福利費 給与、各種手当、通勤費、社会保険料 等 

従事者の保健衛生費 健康診断料、検便 等 

従事者の福利厚生費  

従事者の研修関係経費 研修参加費、交通費 等 

通信費 郵送料、事務連絡用交通費、電話等に係る経費等 

光熱水費 電気、水道、ガス 等 

消耗品費（被服等） 調理衣、前掛け、マスク、帽子、ドライシューズ、長

靴、サンダル等の購入費 等 

消耗品費（調理用品） 手袋類（調理用、使い捨て、耐熱用、軍手等）、ラッ

プ、保存食用・調理用ビニール袋 等 

消耗品（洗浄、衛生用品） ごみ袋、DPD試薬（機器）、その他衛生検査薬、洗浄

用洗剤、清掃用洗剤、食器用洗剤及び消毒剤、手洗い

用洗剤、洗濯用洗剤、防虫防鼠剤、清掃用具、ふき

ん、たわし、スポンジ、使い捨てペーパー 等 

消耗品（その他） 従事者が使用する事務用品、救急薬品、その他控室等

で必要な物品 等 

受注者の責に帰すべき事由による施設

等の破損、滅失等の対応経費 

施設・設備・器具等の修繕費・購入費 

給食として提供が不可能となった食材料費の購入費 

営業許可申請経費 営業許可申請経費 

その他経費 各種報告書等作成に係る経費（受注者が負担するもの

に限る。）その他受注者が負担することが適当と認め

られる物。 

 



【別紙５】

１群（たんぱく質） ２群（無機質） ３群（ビタミンA） ４群（ビタミンC） ５群（炭水化物） ６群（脂質）
魚　肉　卵　豆　豆製品 牛乳　乳製品　小魚　海藻 緑黄色野菜 その他の野菜　果物 米　パン　めん　いも　砂糖 油脂

※太字の食品は、度会町産です。

たまねぎ
グリンピース
キャベツ
しめじ

こめ　むぎ
じゃがいも
こめこのカップケーキ

さんしょくデザート

あぶら

トマトケチャップ
ウスターソース
しょうゆ
ガラスープ
しお　こしょう
ワイン

679
or
645

834
or
800

23 月

☆クリスマスメニュー☆
チキンライス　牛乳
野菜（やさい）のスープ煮（に）
　セレクトデザート（どちらか）
米粉（こめこ）のカップケーキ
三色（さんしょく）デザート

とりにく
ロースハム

牛乳 にんじん

しょうが
たまねぎ
りんご

こめ　むぎ
さとう

あぶら
さけ　しょうゆ
しお　にぼし 611 77620 金

☆冬至メニュー☆
ひじきごはん　牛乳
かぼちゃとあつあげのみそ汁（しる）
りんご

ぶたにく
ちくわ
あつあげ
みそ

牛乳
ひじき
わかめ

にんじん
ねぎ
かぼちゃ

たまねぎ
しめじ

こくとうパン
パンこ
じゃがいも
こめこ

あぶら

しお　こしょう
ワイン
トマトケチャップ
ピザソース
ガラスープ

685 84619 木

☆食育の日☆
黒糖（こくとう）パン　牛乳
めかじきのピザソース焼（や）き
なばなの米粉（こめこ）シチュー

めかじき
ベーコン

牛乳
チーズ

にんじん
パセリ
なばな

しめじ
もやし

こめ　むぎ
うどん
さとう

あぶら
ごま

さけ　みりん
かつおぶし
しょうゆ
こんぶ　す

641 82118 水
減量（げんりょう）ごはん　牛乳
みそ煮込（にこ）みうどん
和風（わふう）サラダ

ぶたにく
あぶらあげ
みそ
ちくわ

牛乳
ねぎ
にんじん
こまつな

しょうが
だいこん
こんにゃく

こめ　むぎ
さとう
かたくりこ

ごま
さけ　しょうゆ
みりん
かつおぶし

608 77217 火

ごはん　牛乳
鯖（さば）のごまだれ焼（や）き
おでん大根（だいこん）と
　厚揚（あつあ）げの煮物（にもの）

さば
ぶたにく
あつあげ

牛乳
にんじん
さやいんげん

しょうが
だいこん
ごぼう
こんにゃく
もやし

こめ　むぎ
こむぎこ
かたくりこ
さといも

あぶら
しょうゆ　みりん
さけ　しお
かつおぶし

654 83516 月

ごはん　牛乳
鶏肉（とりにく）の唐揚（からあ）げ
ゆで野菜（やさい）
けんちん汁（じる）

とりにく
とうふ
あぶらあげ

牛乳
にんじん
ねぎ
なばな

ごま
みりん　さけ
かつおぶし
しょうゆ

12 木

米粉入（こめこい）りパン　牛乳
ミートカップやき
根菜（こんさい）の
　　豆乳（とうにゅう）スープ

ぎゅうにく
ぶたにく
ベーコン
とうにゅう

牛乳
チーズ

オリーブオイル

ワイン　しょうゆ
しお　こしょう
オールスパイス
トマトケチャップ
ウスターソース
ガラスープ

ワイン　カレーこ
ガラスープ　しお
ローリエ　しょうゆ
ウスターソース
オールスパイス

水

ごはん　牛乳
豆腐（とうふ）の
　　白（しろ）みそ田楽（でんがく）
すき焼（や）き風煮物（ふうにもの）

とうふ
ぶたにく
みそ

牛乳

たまねぎ
はくさい
しらたき
しいたけ
しろねぎ

こめ　むぎ
じゃがいも
こむぎこ
カラメル

しょうが
だいこん
ごぼう
こんにゃく
キャベツ

こめ　むぎ
かたくりこ
さといも

にんじん
ねぎ

バター
あぶら

さけ　しお
こしょう　みりん
しょうゆ
かつおぶし

9 月 ポークカレー　福神漬（ふくじんづけ）
牛乳　フルーツのヨーグルトあえ

ぶたにく
牛乳
ヨーグルト

にんじん
トマトピューレ

にんにく　しょうが
セロリ　たまねぎ
りんごピューレ
もも　みかん
パイン
ふくじんづけ

あぶら
バター

6 金

ごはん　牛乳
鮭（さけ）のチャンチャン焼（や）き
切干大根（きりぼしだいこん）の
　　　　　　　　　含め煮（ふくめに）

さけ
みそ
あぶらあげ
さつまあげ

牛乳 にんじん

3 火

ごま
さけ　みりん
かつおぶし
しょうゆ

5 木

減量（げんりょう）コッペパン　牛乳
度会町産ブル－ベリージャム
スープスパゲティ
れんこんチップス

とりにく 牛乳
にんじん
こまつな
パセリ

2 月
牛丼（ぎゅうどん）　牛乳
かきたま汁（じる）
みかん

さけ　しょうゆ
みりん　しお
かつおぶし
トウバンジャン

4 水

ごはん　牛乳
厚揚（あつあ）げの肉（にく）みそかけ
細切昆布（ほそぎりこんぶ）の
　　　　　　　　　　　煮物（にもの）

あつあげ
とりにく
みそ
さつまあげ
あぶらあげ

牛乳
あおぎりこんぶ

だいこん

2019年度１２月分学校給食予定献立表　　

度会町立学校給食センター

日 曜日 献立名

使　用　材　料

その他の食品
調味料

（あか）血や肉・骨になる食品 （みどり）体の調子をととのえる食品 （き）熱や力になる食品

牛乳

にんじん
さやいんげん

あぶら

さけ　しょうゆ
にぼし　まっちゃ

にんじん
こまつな

しょうが　ごぼう
しらたき
たまねぎ
えのきたけ
みかん

こめ　むぎ
さとう
かたくりこ

にんじん
こまつな

バター
なまクリーム
あぶら

しお　こしょう
ガラスープ
ワイン

さけ　しょうゆ
みりん　こんぶ
かつおぶし
しお

コッペパン
スパゲティ
こむぎこ
ブルーベリージャ
ム

ごまあぶら
ごま

10 火
ごはん　牛乳
鯖（さば）の度会茶揚（あ）げ
ごまキャベツ　豚汁（ぶたじる）

さば
ぶたにく
みそ

牛乳
あぶら
ごま

ぎゅうにく
あぶらあげ
たまご

しょうが
にんにく
ごぼう
こんにゃく
キャベツ

ごはん　牛乳
鶏肉（とりにく）の
　　　　ピリ辛焼き（からやき）
ゆでキャベツ
大豆の五目煮（だいずのごもくに）

牛乳
こんぶ

たまねぎ
しめじ
れんこん

にんじん

こめ　むぎ
さとう
かたくりこ

とりにく
ちくわ
あつあげ
だいず

キャベツ
えのきたけ
とうもろこし
きりぼしだいこん
しいたけ
こんにゃく

こめ　むぎ
さとう

こめこいりパン
さとう

13 金
ごはん　牛乳
みそカツ　ミニトマト
なばなのすまし汁（じる）

ぶたにく
みそ
とうふ

牛乳
わかめ

ミニトマト
なばな

692こめ　むぎ
さとう

にんじん
パセリ

11

にんにく
えのきたけ

こめ　むぎ
こむぎこ
パンこ
さとう

あぶら
ごま
ごまあぶら

しお　こしょう
さけ　しょうゆ
かつおぶし
こんぶ

こめ　むぎ
さとう
ふ

たまねぎ
にんにく
ごぼう
れんこん
かぶ

エネルギー

小学校
Kcal

中学校
Kcal

616

666

770

848

692

641

634

660

789

814

＊24日　度会小学校・度会中学校　終業式
＊１月８日　始業式　　9日給食開始

842

763

776

868

812

760610

610

619


