
東山小学校学校給食調理・洗浄業務委託仕様書

第１　基本事項

　１　業務名

　　　　東山小学校学校給食調理・洗浄業務委託（以下「本業務委託」という。）

　２　業務内容

　　⑴　調理業務

　　⑵　配缶及び回収業務

　　⑶　食器、食缶、調理機器の洗浄、消毒及び保管業務

　　⑷　残滓等の処理業務

　　⑸　施設及び設備の清掃及び日常点検業務

　　⑹　衛生管理業務

　　⑺　前各号に掲げる業務に附帯する業務

　　【参考】

　　　本業務委託に含まれない業務は、次のとおりとする。

　　　　⑴　献立作成業務

　　　　⑵　食材調達業務

　　　　⑶　学校給食費徴収等業務

　　　　⑷　廃棄物回収業務

　　　　⑸　施設設備等保守点検維持管理業務（ただし、軽微なものを除く。）

　３　履行場所及び名称等

　　⑴　所在地

　　　　　会津若松市慶山一丁目２番１号

　　⑵　名称

　　　　　会津若松市立東山小学校

　　⑶　給食調理室の概要

　　　　　面積　　　：181㎡

　　　　　建築年月日：昭和56年３月

　　　　　調理方式　：ドライ運用

　　　　　運営形態　：単独校調理場

　４　施設、設備及び調理機器等の使用

　⑴　発注者は、受注者に対し本業務委託の遂行上必要な施設、設備及び調理機器等「別

表１東山小学校調理場貸与物品一覧」を無償で使用させるものとする。

　⑵　受注者は、善良なる管理者の注意をもって、施設、設備、調理機器等を管理し、受

注者の過失又は故意による破損又は故障等については、受注者の責任において現状に

戻すこと。

　⑶　光熱水費や下水道などの費用は発注者の負担とするが、適正な管理のもとに使用す

ることとし、調理業務等従事者（以下「従事者」という。）の福利厚生関係の備品や

消耗品等は受注者が負担するものとする。



　５　委託期間

　　　　令和４年４月１日から令和９年３月31日まで（５年間）

　６　食数及び給食実施回数等

　　⑴　食数は、東山小学校（以下「学校」という。）の児童及び教職員等の数を基準とし、

　　　概ね次のとおりとする。

　　　270食／日

　⑵　給食実施回数は、概ね以下を基準とする。

　　　190回／年

　　　実際には、「学校給食実施計画表（様式１）」に基づき、年度単位で月ごとの回数

を示す。ただし、上記回数はあくまでも目安であり、学校の行事及び臨時休校等やむ

を得ない事情により増減する場合がある。　

　　⑶　給食実施日は原則として、土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月 29日から翌年の

　　　１月３日を除く日（以下「平日」という。）並びに学校の長期休業期間及び学校の事

　　　業等によって指定する日を除く日とする。

　　　

　７　業務可能時間

　　　　原則、平日の学校開校時間を原則とする。ただし、各種研修会、会議等を開催する

　　　場合及び緊急に業務を行う必要がある場合については、発注者との協議によりその他

　　　の時間の業務も可能とする。

　８　準備行為等

　⑴　受注者は、令和４年４月からの給食の本格提供が行える体制で調理訓練などの準備

をあらかじめ発注者と協議しながら行うものとする。

　⑵　準備期間中の経費については、受注者の負担とする。

　９　関係法令等の遵守

　⑴　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）等の関係法令及びその他関連規定等を遵守する

こと。

　⑵　受注者は、本業務委託が教育の一環として行われる学校給食であることを認識し、

保健衛生に万全の注意を払い、適切な管理のもと、常に誠意をもって業務の遂行に努

めるとともに、次の法令等を遵守しなければならない。

　　　ア　会津若松市学校給食安全衛生管理基準（発注者が別に示す。以下「安全衛生管

　　　　理基準」という。）

　　　イ　会津若松市学校給食調理業務等作業基準（発注者が別に示す。以下「調理業務

　　　　等作業基準」という。）

　　　ウ　会津若松市学校給食施設設備管理基準（発注者が別に示す。以下「施設設備管

　　　　理基準」という。）

　　　エ　学校給食衛生管理基準（平成21年文部科学省告示第64号）

　　　オ　大量調理施設衛生管理マニュアル（厚生労働省平成９年３月 24日付け衛食第85

号別添）（以下「大量調理マニュアル」という。）

　　　カ　調理場における洗浄・消毒マニュアルPart1（文部科学省平成21年３月発行）



　　　キ　調理場における洗浄・消毒マニュアルPart2（文部科学省平成22年３月発行）

　　　ク　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）

　　　ケ　調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル（文部科学省平成23年３月発

　　　　行）

　　　コ　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）

　　　サ　その他関係法令等

　10　研修・安全衛生管理指導等の徹底

　　　受注者は、学校に提供する給食については、安全でおいしい給食の提供をすること

　　が最上の目的であることを踏まえ、本業務委託実施前に受注者の責任において、従事

　　者に研修や教育等、安全衛生管理指導等を行うこと。

　　　また、受注者は、日常の給食調理業務及び施設管理等においては、事故等の無いよ

　　うに常に安全衛生に留意し、従事者に調理用加工機械、調理用刃物等や食器洗浄機、

　　高温高圧になる回転釜やフライヤー等、使用する機械や設備品の内容及び危険性を十

　　分に認識させることを徹底する教育等を行うこと。特に、学校給食調理業務未経験者

　　を業務に従事させる場合は、使用する機械や設備品の内容及び危険性を十分に認識さ

　　せることを徹底する研修や教育等を行うこと。

　11　学校行事等への協力

　　　　学校給食の意義や特色を踏まえ、学校の食育活動に積極的に協力すること。また、

　　　給食試食会等が実施される場合についても、必要な協力を行うこと。

　12　会議等への出席

　　　　学校から、会議や食育研修会等への出席を求められた場合は、協力すること。

　13　立入検査等の協力

　　　　保健所や発注者の指定する者の立入検査があった場合は、当該検査の立会い等に協

　　　力すること。また、施設見学者への対応についても協力すること。

　14　給食時間変更の対応

　　　　学校行事等のため、給食時間の変更がある場合は、適切に対応すること。

　15　地元農産物の積極的活用に対する協力

　　　　地元農産物を積極的に活用した食育の推進を図っていくことを念頭に、学校と協

　　　力し調理業務にあたること。

　16　災害等対応への協力

　　　　受注者は、発注者が災害等の緊急時に当該施設を利用して、り災者に対する食料の

　　　供給をする場合は協力するものとする。

　17　休憩室等の使用

　⑴　受注者の従事者が事務作業や食事・休憩等を行うため、東山小学校長（以下、「校

長」という。）が指定した部屋の使用を許可する。また、更衣室内のロッカー等の既

存設備については、使用を許可する。



　⑵　休憩室等として使用する部屋に発生する費用は、原則として受注者の負担とする。

ただし、電気代等の施設に付随するものについてはこの限りではないが適正な使用に

努めること。

第２　実施体制

　１　常勤従事者数等の基準

　　⑴　常勤従事者は３名以上とする。

　⑵　常勤従事者のうち１名以上は、常勤で期間の定めのない雇用契約で働いている社員

（以下「正社員」という。）とする。

　　⑶　常勤従事者のうち２名以上は、学校給食調理施設で２年以上の実務経験（一時的な

代替従事期間は含まない。）を有するものとする。

　　⑷　常勤従事者のうち２名以上は、栄養士又は調理師の資格を有する者とする。

　　⑸　前各号に関わらず、受注者は、余裕のある従事者の配置を行うとともに、緊急を要

する場合には増員を行い、突発的な事故や欠員等に対応すること。

　

　２　業務責任者等の配置

　　⑴　業務責任者（１名）

　　　　業務責任者は、業務全般を掌握し、業務副責任者とその他従事者を指揮監督する者

として、栄養士又は調理師の資格を有し調理等業務管理、衛生管理及び施設設備管理

等に関する総合的な専門知識を有する者とする。

　　　　業務責任者は、正社員とし、校長及び学校栄養士との連絡調整を行うこと。

　　⑵　業務副責任者（１名）

　　　　業務副責任者は、業務責任者に事故があるとき、又は欠けたときその職務を代行す

る者として、栄養士又は調理師の資格を有する者とする。

　　　　業務副責任者は、常勤従事者とし、業務に関する指示について権限を持つ者とする。

　　⑶　アレルギー対応食責任者（１名）

　　　　アレルギー対応食責任者は、栄養士又は調理師の資格を有し、アレルギー対応食の

業務にあたらせ、常勤従事者とする。なお、業務責任者又は業務副責任者と兼ねるこ

とができる。

　　⑷　食品衛生責任者（１名）

　　　受注者は、食品衛生責任者を置き関係法令に基づき食品の安全管理に留意するとと

もに、給食業務が衛生的に行われるよう、従事者の衛生教育に努めること。なお、業

務責任者又は業務副責任者と兼ねることができる。また、大量調理マニュアルにおけ

る衛生管理者についても兼ねることができる。

　⑸　調理業務従事者

　　　前各号以外の従事者については、上記１ 常勤従事者数等の基準を満たし、かつ業

務の履行に支障がない必要人数を配置すること。　　

　　　また、本業務委託が学校給食であることを考慮し、調理に従事する者として専門の

知識を有し、かつ学校給食調理施設又はこれに準じる集団給食施設に従事した経験を

有する者の配置に努めること。

　⑹　代替従事者

　　　代替従事者は、前各号と同等の従事者とし、通常業務に支障のないよう対応するこ

と。



　⑺　発注者は、受注者の従事者のうち、本業務委託に従事させることが不適切と認めら

れるものについては、従事者の交代を受注者に求めることができる。

３　本業務委託に係る従事者の届出・変更届出

　⑴　本業務委託に係る従事者については、「給食調理・洗浄業務従事者等届（様式

６）」により発注者に報告すること。また、従事者を変更する場合には、「給食調

理・洗浄業務従事者等変更届（様式７）」により同様に報告すること。

　４　本業務委託に係る従事者の研修等　　　

　⑴　受注者は、調理、食品の取扱い及びアレルギー対応が、安全かつ適正に行われるよ

う、また学校給食の目的を十分理解し、児童の健やかな成長に資することができるよ

う、従事者の資質の向上に努めること。

　⑵　受注者は、本業務委託に係る従事者の資質の向上のため研修等を行った場合は、そ

の内容、参加者等を文書をもって、発注者及び校長へ報告すること。

　⑶　発注者が実施する研修について、受注者は従事者の参加を協議することができる。

　⑷　受注者は、月に１回以上自社指導員等による巡回を行い、安全・衛生管理の徹底と

従事者の資質向上に努めること。また、その内容を文書を持って発注者及び校長へ報

告すること。

　

　５　異物混入の防止

　　　　異物混入の事故が起きないように、食材の納入時の立会いと検収の徹底、安全衛生

　　　管理基準等に挙げた衛生管理の徹底、校長が定める「学校給食日常点検票」による点

　　　検を実施するとともに、作業開始前及び作業終了後に器具等の破損個所や破損の恐れ

　　　がないことを確認する。異物混入があった場合又はその疑いがある場合は、速やかに

　　　校長及び発注者へ報告すること。

第３　業務内容

　　

　１　調理業務等

　　　受注者は、学校の作成した「月間予定献立表」及び「給食調理指示書（様式２）」

　　等に基づき、作業工程表及び作業動線図を作成し、学校の提供する食材を使用し、限

　　られた時間内に安全かつ衛生的に調理すること。また、地域の特色ある献立にも十分

　　対応し、よりよい学校給食に資すること。

　　　アレルギー対応食（除去食・代替食等を含む。）については、学校栄養士の「除去

　　食・代替食指示書（様式３）」に基づき、安全性を十分確保しながら調理すること。

　⑴　業務の指示

　　　　次の様式により指示した内容の業務を行う。

名称 提出時期 提出様式

学校給食実施計画表 年度当初 様式１または校長が定めた様式

月間予定献立表 前月末 校長が定めた様式

給食調理指示書 前週 様式２または校長が定めた様式

除去食・代替食指示書 前週 様式３または校長が定めた様式

給食調理変更指示書 変更の都度 様式４または校長が定めた様式



　⑵　調理業務等作業基準

　　　　調理業務は、安全衛生管理基準及び調理業務等作業基準に従って行う。ただし、

　　　この基準にない事項等については発注者の指示に従うこと。

　⑶　調理業務の検収及び検食等

　　ア　受注者は、給食が完成した時は、直ちに申し出て配缶前に学校栄養士の検収を受

けなければならない。なお、学校栄養士が不在の時は校長又は学校教頭（以下「教

頭」という。）の検収を受けること。

　　イ　検収の結果、不合格と認められた場合は、受注者は、その負担により直ちに手直

し又はやり直しを行うこと。手直し又はやり直し後の検収において、再度不合格と

認められた場合も同様とする。

　　ウ　検収後、展示食及び検食の準備については学校栄養士が行うものとするが、学校

栄養士不在の時は受注者が行うものとする。

　　エ　検食については校長が行うものとするが、校長不在のときは教頭又は学校栄養士

が行うものとする。

　⑷　受注者は、調理過程において異物混入や不適当な食材を発見した場合は、直ちに学

校に報告し、学校の指示に従い適切に対応すること。また、速やかに発注者に報告す

ること。

　⑸　発注者は、必要がある場合は、調理業務等の内容について随時検査を行うことがで

きるものとする。

　⑹　調理業務指示書等に記載のない事項の作業については、受注者と学校及び発注者が

協議の上行うものとする。

　２　配缶及び回収業務

　　⑴　受注者は、完成した給食を学校が指示するクラス毎等に計量、丸缶や角缶等に配缶

　　　し、主食、牛乳の数量及び品温確認を行い、食器具等とともに、学校が指定する場所

　　　に置くこと。

　　⑵　給食時間終了後、残食及び食器具等を給食調理室に回収すること。

　３　食器、食缶、調理器具等の洗浄、消毒及び保管業務

　　　　受注者は、学校から回収した食器類、食缶及びその他調理器具等を分別して洗浄し、

　各指定の消毒保管庫への格納作業・整理作業を行うこと。洗浄、消毒及び保管につい

　　　ては、調理業務等作業基準及び施設設備管理基準に従い、衛生的な管理状態で業務を

　　　実施すること。

　　　　なお、食器の種類は、漆器椀、PEN樹脂食器（３～４種類）及び盆などがある。

　４　残滓等の処理業務

　　　　受注者は、残滓やごみの処理を調理業務等作業基準及び学校所定の方法に従い、分

　　　別して処分すること。

　５　施設及び設備の清掃及び日常点検業務

　⑴　日常の作業

　　　ア　受注者は、給食調理室、その付帯施設及び設備における清掃、消毒及び整理整頓

は、施設設備管理基準及び安全衛生管理基準に従って実施し、「給食調理・洗浄業



務完了確認書（様式５）」によって、日々点検を行うこと。また、給食業務開始前

に給食調理室内の調理機器及び設備などをアルコール消毒等をすること。

　　　イ　受注者は、日々の各業務が終了した後は、使用した機器等の電源の切断、電気の

消灯、ガス、上水道の元栓の閉鎖、各窓や出入口の施錠やその他異常の有無等を点

検確認して火災や事故防止等に努めること。

　⑵　長期休業中の作業

　　　　各学期ごとの長期休業中の作業については、給食開始日直前及び給食終了日直後

　　　のそれぞれ２日から５日間を日常の作業や定期業務で実施することのできない念入

　　　りな清掃、点検及び消毒を行うこととし、施設・設備、器具の衛生・安全管理に努

　　　めること。

　　　　なお、給食調理室等の状況により日数の調整、日程や作業内容等の詳細を事前に

　　　学校と協議すること。作業にあたっては、給食調理室及びその付随施設・設備の　

　　　清掃、点検、消毒及び整理整頓とし、施設設備管理基準及び安全衛生管理基準に

　　　従って行うこと。

　⑶　その他給食がない日における必要な作業内容等については、事前に学校と協議する

　　こと。

　６　衛生管理業務等

　⑴　受注者は、大量調理マニュアル等に基づき、従事者の健康管理、食品管理及び施設

設備等の管理を行うこと。

　⑵　食品衛生責任者は、関係法令に基づき食品の安全管理に留意するとともに、調理業

務、配缶及び回収、洗浄・消毒・保管等の作業が衛生的に行われるように従事者の衛

生教育に努めなければならない。

　⑶　受注者は従事者（代替従事者を含む。）に対して、年１回以上の定期健康診断等を

実施し、その結果を、発注者に報告するとともに、常に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。

　⑷　検便は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型 O-157、その他必要な

細菌検査を必ず月２回定期的に実施し、検査結果を発注者に報告すること。なお、陽

性反応者が出た場合は、ベロ毒素等の有無などについて追跡調査をし、良好になるま

で業務に従事させないこと。また、当該陽性反応者が、追跡調査後、陰性反応を呈し

たときは、陰性反応結果を発注者に提出し、業務従事の許可を得なければならない。

　⑸　受注者は、業務従事前２週間以内までに検便検査結果が出ていない者を業務に従事

させないこと。

　⑹　感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114

号）に規定する感染症又はその疑いのある場合や、下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしてい

る者、手指に化膿性疾患のある者は、業務に従事させないこと。

　⑺　ノロウイルスの検査については 10月から３月の間に毎月１回以上実施すること。

ただし、発注者が随時必要があると判断した場合には、追加検査を実施すること。検

査方法についてはＲＴ－ＰＣＲ法と同等以上の検査方法で実施すること。なお、陽性

反応者が出た場合は追跡調査をし、ノロウイルスを有していないことが確認されるま

での間、業務に従事させないこと。また、当該陽性反応者が、追跡調査後、陰性反応

を呈したときは、陰性反応結果を発注者に提出し、業務従事の許可を得なければなら

ない。



　⑻　検便検査又はノロウイルス検査の陽性反応者と接し、感染している可能性がある従

事者は、速やかに検便検査を実施し、陰性反応が確認されるまでの間は、業務に従事

させないこと。

　⑼　新規採用者を従事させる場合は、従事する日までに健康診断及び検便を実施し、検

査結果を発注者に報告すること。

　⑽　受注者は、従事者の健康診断及び検便検査等の実施後、速やかに「健康診断実施結

果報告書（様式８）」及び「検便（細菌）検査結果報告書（様式９）」を発注者に提

出すること。

　⑾　新型コロナウイルス感染症対策の徹底に努め、従事者に感染者又は濃厚接触者が判

明した場合には保健所の指示に従うとともに、速やかに発注者に連絡し、対応を協議

すること。

７　事故報告等

　⑴　受注者は、本業務委託履行中、異物混入、食中毒や事故等があった場合は、その内

容について、速やかに校長及び発注者に報告の上、後日「事故等報告書（様式11）」

を提出するものとする。また、ヒヤリハットの事例も同様とする。

　⑵　食中毒が発生した場合には、保健所の指示に従うとともに、その対応について発注

者と受注者で協議を行う。なお、調査の結果、受注者の過失による場合には誠意を

もって賠償の責めに任ずるものとする。

　

　８　本業務委託における業務内容の分担区分

　　　受注者の業務は、第３ 業務内容に記載された内容と、「別表２業務分担区分」によ

り判断するものとする。ただし、いずれにも記載のない業務については、その都度、発

　　注者と誠実に協議をするものとする。

　９　本業務委託における経費負担区分

　　⑴　本業務委託における経費負担は、「別表３経費負担区分」のとおりとする。

　　⑵　施設内において、学校と共有して使用するものや負担区分が明確でないものについ

ては、受注者と発注者双方で協議の上負担する。

　10　本業務の履行完了届

　　　　受注者は、毎月の業務履行後、翌月、速やかに「給食調理・洗浄業務完了届（様式

10）」を提出すること。

　　11　損害賠償等に関すること

　　⑴　損害賠償責任保険への加入

　　　　受注者は、本業務委託の実施にあたり、食中毒や事故等の発生時の対応として「生

産物賠償責任保険」に加入すること。

　　　　必ずしも新たな保険加入することを求めるものではなく、年間包括契約等の既に加

入済のものでも可とし、保険の規模も受注者の判断によるものとするが、不測の事

故等に適切に対応できるよう受注規模等を勘案して加入すること。

　　⑵　故意又は過失による損害の賠償

　　　　次に掲げる事項に該当し、その結果、市に損害を与えたときには、受注者は損害賠

償をしなければならない。



　　　ア　故意又は過失により食中毒の原因となる細菌、その他人体に有害な物質を学校給

食に混入したとき。

　　　イ　故意又は過失により原材料、施設設備及び部品等を破損、紛失又は遺棄したとき。

第４　その他

　１　四者協議会への参画

　　　　受注者は、学校給食の円滑な運営と内容の充実に資するため、教育委員会、受注者、

　学校代表及び保護者代表で構成する「東山小学校学校給食四者協議会」の運営に参画

　　　すること。

　２　従事者の雇用及び地域振興

　⑴　本業務委託に係る従事者の雇用については、できる限り地元での採用に努めること。

　⑵　受注者が使用する事務用消耗品、調理業務等に使用する消耗品の購入及びその他の

業務についても、できる限り地元業者の活用に努めること。

　３　業務の引継ぎ

　　　　安全、安心な学校給食の運営のため、受注者は、契約期間終了後の本業務委託が円

　　　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注者へ引き継がなけ

　　　ればならない。

　　　　その際に、発注者又は次の受注者から協力要請があるとき、本業務委託に支障が生

　　　じないように積極的に協力すること。

　４　その他

　⑴　安全安心なおいしい給食を目指して、調理業務、施設整備の衛生及び食品衛生管理

など、業務全般にわたって、発注者と受注者の双方が給食に係る情報の共有を図りな

がら、発注者が指導助言すべき点はもとより、改善方策や業務提携など、十分に話し

合い、業務に反映するよう努めること。

　⑵　受注者の従事者が給食を食した場合は、給食費として、発注者が指定する方法によ

り発注者に支払わなければならない。

　⑶　大学等の栄養士課程実習、栄養教諭、学校栄養職員の研修、並びに中学生等の職場

体験学習等の受け入れについては協力すること。

　⑷　受注者及び従事者は、業務上知り得た事項について、守秘義務を負う。なお、本業

務委託終了後又はその職を辞した後も同様とする。

　⑸　会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守すること。

　⑹　本仕様書は業務の大要を示すもので、定めのない事項であっても、受注者は本仕様

書に付随する業務は、誠意を持って遂行すること。また、本仕様書に定めのない事項

及び変更が必要な事項が生じた場合については、発注者と受注者が誠実な協議の上、

決定するものとする。



別表１　　　　　　　　　　　　　　　　　

東山小学校貸与物品一覧

品名 数量 型式等

1 ガス回転釜 2 DGK-45C

2 ガス回転釜 1 DGK-45N

3 ガスフライヤー 1 FGSHT-90-1

4 野菜裁断機 1 VA-40

5 球根皮むき機 1 PL-42N

6 高速度ミキサー 1 MX-44

7 フードカッター 1 FD-21

8 食器洗浄機 1 タニコー

9 食器消毒保管庫 1 フジマック

10 食器消毒保管庫 1 マルゼン　

11 牛乳保冷庫 1 MR-90X

12 冷凍庫 1 HF-75LZ

13 冷凍冷蔵庫 1 HRF-75LZ

14 保存食用冷凍庫 1 CR-221GF

15 包丁まな板殺菌庫 1 SO-900

16 スチームコンベクションオーブン 1 マルゼン　

17 三槽シンク 2 

18 キャビネット 1 

19 温水ボイラー 一式

20 パンラック 一式

21 移動台 一式

22 移動シンク 一式

23 水切り台 一式

24 Ｌ型運搬車 一式

25 調理用器具一式 一式

※その他上記以外の作業什器



別表２ 業務分担区分

　本業務委託の分担区分は、下表のとおりとする。
　疑義や区分の見直しが必要となった場合は、両者協議の上、必要があると認めたものにつ
いて、区分の変更を行うものとする。
【業務分担区分表】    　※ ◎と○が両方ある場合は、◎が主たる実施者

区分 業務内容 受注者 発注者

給食管理 学校給食運営の総括 ○

学校給食四者協議会等の会議・研修会の開催・運営 〇

同上協議会等への参加・協力 〇

献立予定表（除去食・代替食を含む）・学校給食実施計画
表・各種指示書の作成

○

献立予定表（除去食・代替食を含む）・学校給食実施計画
表・各種指示書の実施・確認

〇

検食の実施・評価 ○

給食調査の実施、喫食状況の把握 ○ ◎

食材料管理 食材納入業者の選定 ○

食材料の発注及び発注書の作成 〇

食材料の購入 ○

搬入時の食材料の点検・検収・検収簿の記録 ○ ◎

食材料の搬入、保管 ◎ ○

食材料の在庫管理 ○ ◎

食材料の使用状況の確認 ○ ◎

作業管理 献立調理指示 ○

食数の把握・確認 〇 ○

調理作業（下処理含む） ○

学校給食日常点検票・給食業務日誌・月報・作業工程表
・作業動線図・温度記録簿等の作成

○

学校給食日常点検票・給食業務日誌・月報・作業工程表
・作業動線図・温度記録簿等の確認

〇

保存食（原材料・調理済食品）の採取、保管、破棄、記録 ○

検食の準備 〇 ◎

調理・配缶等の実施 ○

調理・配缶等の確認 ○

残食、食缶及び食器具等の給食調理室への回収 〇

食器、食缶、調理器具の点検・洗浄・消毒 ○

調理室・貯蔵庫・排水路等の日常の清掃 ○

残滓及び廃棄物の回収及び管理 〇

日常の調理残滓・廃油の処分、グリストラップ清掃 ○

給食試食会、食育活動等への協力 〇



区分 業務内容 受注者 発注者

施設等管理 給食施設の主要な設備の設置・改修 〇

給食施設の保守点検、定期点検 〇

給食施設・設備の清掃、日常点検、日常の維持管理等 〇

給食施設、調理器具、食缶、食器等の管理 〇 ◎

使用調理器具、食缶、食器等の確認 〇

業務管理 業務従事者勤務体制表の作成 ○

業務分担・調理員配置の決定 〇

業務分担・調理員配置の確認 〇

緊急対応を要する場合の指示 〇

衛生管理 衛生面の遵守事項の作成 〇

食材の衛生管理 〇

施設、その周辺、設備（調理器具、食器類等）の清掃等衛
生管理

〇

被服、従事者等の清潔保持状況等の確認 〇

納入業者の清潔保持等の確認 〇 ◎

衛生管理各種記録簿の作成 〇

衛生管理各種記録簿の点検・確認 〇

研修 業務従事者に対する衛生管理・技術向上のための研修等 ○

労働安全衛生 健康管理計画の作成 〇

業務従事者の定期的な健康診断の実施と結果の保管 ○

業務従事者の定期的な健康診断の実施状況の確認 〇

検便（細菌検査）及びノロウイルス検査の実施 〇

検便検査とノロウイルス検査結果の確認 〇

事故防止対策の策定 〇

労災保険の加入 〇



別表３　経費負担区分

 本業務委託の運営に必要な経費負担の区分は、下表のとおりとする。
　疑義や区分の見直しが必要となった場合は、両者協議の上、必要があると認めたものにつ
いて、区分の変更を行うものとする。
　ただし、予算措置等の都合がつかない場合は除く。
【経費負担区分表】

経費の内訳 受注者 発注者

設備建物の増改築、補修、維持、管理費等 〇

厨房設備の工事、保守点検、修理費等 〇

厨房設備・調理機器・什器備品・食器・食缶類等購入費 ○

光熱水費（電気・水道・ガスなど施設に付随するもの） ○

食材料の費用 ○

調理・厨房用消耗品 〇

保健衛生管理用消耗品 ○

調理室清掃用品 ○

衛生害虫等の防除に係る経費 ○

給食室換気扇・フード・排水管清掃業務委託費 ○

雑排槽廃棄物収集運搬・処分清掃業務委託費（グリストラップ桝） ○

食品自主検査等費用 ○

業務用電話代（ただし、市が設置した電話に限る） ○

業務従事者の人件費 ○

業務従事者の法定福利費（社会保険料や労働保険料等の事業所負担分） 〇

業務従事者の福利厚生費（法定福利費を除く法定外の福利厚生費） ○

業務従事者の保健衛生費（健康診断、検便細菌検査等） 〇

業務従事者の被服費（白衣・作業着・履物・帽子・エプロン・使い捨て手
袋・マスク・爪ブラシ等）、洗濯費

○

業務従事者の研修に要する費用 〇

休憩室用消耗品費（文具、救急薬品等 の業務従事者が休憩室で使用するも
の）

〇

休憩室用備品費（業務従事者が休憩室で使用するために新たに設置するも
の）

〇

受注者が行うべき官公庁手続きに係る経費 ○

営業許可申請に係る経費 ○

その他、受注者が調達することが適当と認められるもの 〇



各種様式一覧

１　業務の指示に係る様式　（再掲）

名称 提出時期 提出様式

学校給食実施計画表 年度当初 様式１または校長が定めた様式

月間予定献立表 前月末 校長が定めた様式

給食調理指示書 前週 様式２または校長が定めた様式

除去食・代替食指示書 前週 様式３または校長が定めた様式

給食調理変更指示書 変更の都度 様式４または校長が定めた様式

２　各種報告様式

名称 提出時期 提出様式

提出先と

書類種別

校長 市長

給食調理・洗浄業務完了確認書 作業終了後 様式５ 原本 写し

給食調理・洗浄業務従事者等届 年度当初 様式６

写し 原本
給食調理・洗浄業務従事者等変更届 変更の都度 様式７

健康診断実施結果報告書 結果後速やかに 様式８

検便（細菌）検査結果報告書 結果後速やかに 様式９

作業工程表 前週
任意様式

原本 －

作業動線図 前日 原本 －

学校給食日常点検票 実施後速やかに 校長が定める様式 原本 －

給食調理・洗浄業務完了届
業務履行の翌月

速やかに
様式10 －

原本事故等報告書 発生後直ちに 様式11

写し研修実施報告書
実施後速やかに 任意様式

巡回報告書


