
湖西市立幼稚園 給食搬入業務委託 仕様書 

 

 本契約に定める本業務の対象施設、内容及び範囲等について、次のとおり仕様を定める。 

 

１ 給食搬入園 

(1) 湖西市立鷲津幼稚園  静岡県湖西市鷲津 650番地 

(2) 湖西市立白須賀幼稚園 静岡県湖西市白須賀 4804番地の 1 

(3) 湖西市立新所幼稚園  静岡県湖西市新所 2820番地 

(4) 湖西市立知波田幼稚園 静岡県湖西市大知波 503番地 

 

２ 最大搬入食数と年間搬入日数 

 定員 ３歳児 ４歳児 ５歳児 職員等 
年間給食日数 

３歳児 ４・５歳児 

鷲津幼 260 人 35人 49人 51人 17人 

154 食 165食 
白須賀幼 80 人 10人 7人 19人 7人 

新所幼 80 人 7人 7人 8人 6人 

知波田幼 80 人 8人 6人 13人 6人 

※ 定員は、令和４年４月現在の見込み。園児・職員数は、令和３年４月現在の実績。 

※ 検食として、上表とは別に各幼稚園に 1食を納品すること。 

※ 夏季休業となる８月及び、３歳児の４月は給食の提供を行わない。 

 

３ 業務内容 

(1) 湖西市(以下「甲」という。)が幼稚園給食を実施するにあたり、食材料の発注・検

収・保管、調理盛付、各幼稚園への配送・回収、食器類の洗浄・保管、残菜の処理、

その他これらに付属する業務を受託した業者(以下「乙」という。)に委託する。 

(2) (1)の業務の遂行に当たっては、「大量調理施設衛生管理マニュアル」「保育所にお

ける食事の提供ガイドライン」(厚生労働省：平成 24 年３月) 「学校給食法」「学校

給食衛生管理基準」「調理場における洗浄・消毒マニュアル」等その他関係法令等に

基づき、幼稚園給食の役割を十分認識の上、園児に安全・安心で、かつ良質な食を提

供するものとする。 

(3) 乙は、園児の発達段階や健康状態に応じた幼児食の提供について、安全面、衛生面

及び栄養面等での質の確保を図るものとする。 

(4) 乙は、園が実施する給食検討会等に参加し、給食内容等を協議する。 

(5) 乙は、食物アレルギー対応・未摂取食品対応が必要な園児に対する献立に関しては、

当該メニューを除去し、他メニューに混在することがないよう、調理を実施するもの

とする。 

 



４ 園児の食事時間帯及び納入・回収時間 

納入時間 食事時間帯 回収時間 

10時 30分～11時 15分 11時 30分～12時 45分 13時 00分～14時 00分 

 

５ 食事の種類 

食事の種類 内容 

普通食 年齢別に大きさ、やわらかさ等を工夫すること。 

食物アレルギー対応 
園と家庭が連携を密にしたうえで、主治医が記載した「生活管

理指導表」等に基づいて当該メニューの除去を実施すること。 

行事食 
カレーパーティ、餅つき、ひなまつり、七夕、クリスマス、試

食会等、必要に応じて実施すること。 

 

６ 食数 

  食数は、甲が給食提供月の前月 10日までに、乙へ通知するものとする。ただし、契約

期間の初月の食数については、甲乙協議によるものとする。また、幼稚園児の状況等に

よって、食数は随時変更することがある。 

  なお、食数には、鷲津幼稚園へ納品する検食を含まないものとし、食数の具体的な指

示方法及び時期については、甲乙協議によるものとする。 

 

７ 献立 

 (1) 乙は、毎月の献立を作成し、給食提供月の前々月末までに、確認用献立表を甲へデ

ータ形式で通知すること。また、甲の指定する枚数を印刷した園児配布用献立表を、

給食提供月の前月末までに納品するものとする。 

なお、契約期間の初月の食数、各通知・納品時期については、甲乙協議によるもの

とする。 

 (2) 献立表は、「学校給食実施基準」「特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給

食実施基準」に準じ、「学校給食摂取基準」に基づく３～５歳児の必要栄養素の栄養価

を充足させること。その際、食品構成での基準を考慮することとし、食塩相当量（ナ

トリウム量）は過剰とならないよう配慮すること。 

 (3) 主食は、米飯を基本とする。ただし、麺類の提供をすることも可能とする。 

 (4) 副食は、４品程度とする。ただし、品数には果物やチーズを含み、ゼリーや菓子類

は含めないものとする。（これは弁当給食を前提としたもので、箱に備わる４つ程度の

配膳スペースへ副食４品程度を配置することを想定したものです。弁当箱と別にゼリ

ーや菓子類を用意することについては、ぜひ積極的に検討してください） 

なお、週２回は別途発注するパンを主食とする献立とすること。 

 (5) 可能な限り、食品添加物（着色料、漂白剤、甘味料、酸化防止剤、乳化剤、保存料、



製造用剤等）を含まない製品を採用すること。 

 (6) 主食・副食の提供方法について、乙は事前に弁当方式か配膳方式を選択し、甲と協

議すること。 

 (7) 献立表には、重量と各栄養素の栄養価を記載すること。 

 (8) 献立表には、食物アレルギーに係る特定原材料として表示義務７品目（卵、乳、小

麦、そば、落花生、エビ、カニ）、特定原材料に準ずるものとして表示推奨 21品目（ア

ーモンド、あわび、イカ、イクラ、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛

肉、くるみ、ごま、サケ、サバ、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マツタケ、桃、ヤマイ

モ、リンゴ、ゼラチン）を明記すること。 

 

８ 食物アレルギー対応 

 (1) 弁当給食とする場合 

甲は、園児の食物アレルギー等の状況を適切に把握し、乙に対し個別に使用しては

ならない食材を具体的に指示するものとし、乙は原則としてこの指示に従って、当該

メニューを除去するものとする。この場合、他の給食と一目して比較できるように、

外見上の表示をすること。 

 (2) 配膳給食とする場合 

乙は食缶等を搬入し、甲は園で配膳する際に、当該園児に対し最大限の注意をもっ

て配膳しないよう対応する。 

 

９ 負担区分 

  乙は、委託業務に必要な調理施設・設備、配送用車両、備品、消耗品等を用意するも

のとする。 

 

10 業務の留意事項 

 (1) 施設設備の衛生管理について 

   調理施設は毎日、適切な方法で消毒・清掃・洗浄を行い、衛生状態の保持に努める

こと。また、拭き取り検査等の実施又は外部機関に委託するなど行い、施設設備内の

衛生状態の検証を定期的に行うこと。 

 (2) 食材料の発注 

   食材料（加工品を含む）の選定については、安全性・経済性を確保するため、次の

事項を順守すること。 

  ① 経済性 

   ア 食材料は著しく高価なものを除き、可能な限り国産の物を採用すること。 

   イ 複数の業者より見積りを徴収する等、経済的な方法において契約すること。ま

た、見積書を保管すること。 

   ウ 使用する食材料は、年１回以上サンプルを徴収し給食の食材料としてふさわし

いかを確認し採用すること。また、確認したサンプルの一部は、一定期間保管す



ること。 

  ② 安全性 

   ア 消費期限・賞味期限を順守し、可能な限り新しい食材料を採用し使用すること。 

   イ 加熱せずに提供する加工品については、必要に応じて細菌検査の結果を確認す

ること。 

   ウ 大豆・大豆製品等については、非遺伝子組み換え食品を選定し、分別生産流通

管理（ＩＰハンドリング）証明書を確認すること。 

   エ 冷凍青魚については、ヒスタミン検査の結果を確認すること。 

   オ 牛肉・豚肉・鶏肉については、産地及び流通経路、微生物検査結果（サルモネ

ラ菌、腸管出血性大腸菌 O-157、カンピロバクター等）を確認すること。 

   カ 厚生労働省「農畜水産物等の放射性物質検査について」に基づき、検査対象自

治体で収穫・水揚げ・生産される検査対象品目に該当する食材料を使用する場合

は、発注段階において納入者から放射性物質の検査結果を徴収し、仕様のつど検

査結果を確認する等、厚生労働省が示す基準値を超えないものとする。 

     なお、加工品の原材料については特に注意し、年間を通じて使用する食材料に

ついては端境期等に検査結果を徴収すること。 

  ③ 食材の検収 

    食材料の納品は、調味料及び甲が指定したものを除き、原則として給食実施日当

日とする。ただし、衛生的に保管のできる食材料の場合は、給食実施日前の納品も

可とする。 

    なお、食材の検収時の状況（品温等）は記録し、発注書等関係資料と同様に常に

整理し、保管すること。 

  ④ 食材の保管 

    「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき、適切な温度・湿度で食材料を保

管すること。 

    なお、乙の責による食材料の損失については、甲はこれを補填しない。 

  ⑤ 給食実施日前に納品された食材料の取扱い 

    給食実施日前に納品された食材料を、給食実施日より前に原則洗浄及び調理しな

いこと。ただし、甲と協議し許可を得たものは、この限りではない。 

    なお、給食実施日前に納品された食材料の保存状態に不手際が生じたときは、速

やかに甲へ連絡し、乙の責任を持って代替品を用意すること。この際の食材料の損

失については、甲はこれを補填しない。 

  ⑥ 調理 

    調理は「大量調理施設衛生管理マニュアル」を基に作業工程及び作業動線を検討

して行うこと。 

  ⑦ 保存食及び検食 

    食材料及び調理した食品については、乙において 50ｇ程度ずつ清潔な容器に密封

して入れマイナス 20℃以下の保存食専用冷凍庫に２週間以上保管すること。 



    調理した食品は、各幼稚園において検食を行うため、検食用給食として各園１食

を提供すること。 

  ⑧ クラス単位の仕分け 

    甲から指定する数量の主食・副食をクラス単位に配送ケース（保温コンテナ）等

へ入れ、配送すること。また、検食については、配送ケースを分けるなど一目して

他と区分できるように配慮すること。 

  ⑨ 配送及び回収 

    配送は、給食開始時間の概ね 30分前までに各幼稚園の配膳室に配送すること。回

収は、給食終了時間の概ね１時間後までに回収すること。 

    なお、具体的な配送・回収時間については甲と協議すること。また、配送及び回

収時の車両の運行に当たっては、交通法規を順守し、安全運行に万全を期すこと。

特に幼稚園敷地内では最徐行で運行するとともに、車両の発進・後退に際して車両

周囲の安全を十分確認し、園児等の安全確保を図ること。 

  ⑩ 適切な温度管理を行うことにより食中毒防止に万全を期すため、「大量調理施設衛

生管理マニュアル」に基づき加熱調理食品は、中心部が 75℃で１分間以上（二枚貝

等ノロウイルス汚染の恐れのある食品の場合は 85～90℃で 90 秒以上）、加熱調理後

に、食品を冷却する場合は、30 分以内に中心温度を 20℃付近（又は 60 分以内に中

心温度を 10℃付近）まで下げること。配送過程においては、10℃以下又は 65℃以上

の適切な温度管理を行い、配送時刻の記録を行うこと。 

  ⑪ 食器類及び配送ケース等の洗浄、消毒及び保管 

    食器類及び配送ケース等は、回収後、洗浄・すすぎ・消毒を行った後、清潔に保

持し細心の注意を払い適切に熱風消毒保管庫等で衛生的に保管すること。 

  ⑫ 残菜等の処理 

    残菜等は、適法に処理すること。また、食材料の搬入に使用された段ボールや包

装等についても同様に処理すること。 

  ⑬ 緊急対応 

    台風等の災害時における緊急対応については、甲に指示を求め、その指示に従い

柔軟に対応すること。 

 

11 業務従事者等の健康管理 

 (1) 乙は、配送業務従事者を含む業務従事者に対して、日常的に健康状態の点検を行う

とともに、年１回健康診断を行うこと。 

 (2) 乙は、業務従事者に対して、月１回以上（年 12 回以上）の検便による腸内細菌検

査を行い赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌（O-157、O-26、O-111）、また必要

に応じて 10月～３月にはノロウイルスの検査をすること。 

 (3) 新規の採用者を業務に従事させる場合は、従事する日の１か月前以内に健康診断及

び検便による腸内細菌検査を行うこと。 

 (4) 乙は、これらの結果及び記録について、甲へ報告できるようにすること。 



 

12 事故対応 

  乙は、異物混入、誤配送や遅延が無いように注意し業務を行うが、異物混入、交通事

故等による配送の遅れ等が生じた場合や生じる恐れのある場合は、速やかに甲へ連絡す

るとともにその指示に従うこと。また、異物混入の内容によっては検査等を行い原因を

究明すること。 

  また、本仕様書に記載された事項の違反が認められる場合及び契約不履行の事態を生

じた場合は、乙はその損害を賠償すること。 

  なお、乙が業務不履行を生じた場合は、甲は本契約を解除することができる。 

 

13 その他 

 (1) 乙は、作業に必要な各種帳票類の保管、管理を行い、関係省庁の調査等に協力する。 

 (2) 全号の規定による調査の結果、関係省庁等から指示・指導を受けた場合には、甲・

乙は両者協力して対応する。 

 (3) 受託業者の労働争議その他の事情により、受託業務の遂行が困難となった場合の業

務の代行保障について、対応策を提示すること。 

 (4) 本仕様書に記載のない事項については、甲・乙誠意をもって協議し、決定する。 


