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番号 質問事項 回  答 

１ 

「プロポーザル実施説明書」内にて提案

限度価格は外税と記載がありますが、

「公告」内にて内税との記載がありま

す。例えば消費税率 10％となった場合

には委託費に反映されるとの認識で宜

しいでしょうか。 

業務委託契約約款で「この契約締結後、消

費税法（昭和 63 年法律第 108 号）等の改

正等によって消費税等額に変動が生じた

場合は、委託者は、この契約をなんら変更

することなく契約金額に相当額を加減し

て支払う。」旨の規定を行います。 

２ 

本プロポーザルのスケジュールとして、

業者との契約締結が７月中旬とありま

すが、実際に決定業者が引継ぎ業務が可

能となる日程はいつからでしょうか。給

食提供期間中に直営職員様からの引継

ぎは行われるものとの認識で宜しいで

しょうか。 

契約締結後となります。 

給食提供期間中の引継ぎについては、受託

事業者と協議します。 

３ 

「仕様書」にてジャム、果物、デザート

等の配缶作業を行うとありますが、その

際に使用するビニール袋等は配缶で使

用するものですので、通常の負担区分の

考え通り、消耗品には当たらず、貴市の

負担との認識で宜しいでしょうか。 

厨房内消耗品等として、受託者の負担とし

ます。 

４ 

現在の調理終了時間・配缶時間・配送車

のセンター出発時間、各校への配送時

間・回収時間は何時でしょうか。ご提案

に際して必要となりますのでお教え願

います。 

別添「南部センター配送時間」のとおりで

す。 

５ 

甲が実施する食育活動に協力とありま

すが、現在、甲が実施している食育活動

とはどのようなものがあるのでしょう

か。 

夏休み期間中の 7月に家族料理教室、朝食

メニュー料理教室、また、全国給食週間に

合わせて学校給食展などを実施しており

ます。 

 



 

番号 質問事項 回  答 

６ 

現在行っている食育活動の過去 3 年間

の実績及び内容を教えて下さい。 
№5 の回答のとおりです。なお、所属の栄

養士による、各学校での食育指導も実施し

ております。 

７ 
食育活動の協力とありますが、食育活動

の内容をご教示願います。 
提案事項ですので、回答致しかねます。 

８ 

視察受け入れ、見学、試食会、学校訪問

の過去 3 年間の実績及び内容を教えて

下さい。 

視察の受け入れは 8回、見学・試食会は、

10回程度です。朝食メニュー料理教室で学

校訪問も毎年実施しています。 

９ 
調理従事者が学校給食を喫食した際の

給食費はいくらでしょうか。 

現在業務従事者の給食費の負担額は、月額

5,000円です。 

10 

受託者職員が喫食する給食費を月額で

教えて下さい。支払は現金または振込の

どちらになりますでしょうか。 

上記のとおりです。また、支払いは佐野市

の納付書により、指定金融機関の窓口で納

付していただきます。 

11 

経費負担区分において、白衣・帽子・短

靴・エプロン等について「貴市が承認し

たもの」とありますが、承認基準はどの

ようになっているのでしょうか。 

通常の学校給食で使用しているユニフ

ォームであれば承認されるとの認識で

宜しいでしょうか。 

当市で使用している白衣等に準拠したも

のを基準といたします。 

「通常」の基準が不明なため、回答致しか

ねます。 

12 

負担区分で白衣は受託事業者で市の承

認したものと記載されていますが指定

のものはありますでしょうか。 

上記のとおりです。 

13 

従業員が使用する駐車場については費

用が発生するのでしょうか。発生する場

合、費用はいくらでしょうか。 

センター敷地内（３４台まで）については、

費用の負担は求めない予定です。 

14 

駐車場を利用させていただく場合に、駐

車場は有償・無償のどちらでしょうか。

また有償の場合、料金はおいくらでしょ

うか。 

上記のとおりです。 

なお、34台を超える場合は、近隣駐車場等

を受託者で確保してください。 

15 

アレルギー対応について、現在対応され

ているアレルゲンは何でしょうか。ま

た、将来的に現在よりアレルギー対応す

る食物が増える可能性はあるでしょう

か。 

仮定での話となりますが、対応する食物

が増え、人員増が余儀なくされた場合、

委託費の見直しは行われるとの認識で

宜しいでしょうか。 

「卵、乳、えび、かに、落花生、いか、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、さけ、さば、鶏肉、

バナナ、豚肉、もも、やまいも、りんご」

の２０品目です。 

増える可能性は未定です。 

「２名以上を配置すること」としておりま

す。 



 

番号 質問事項 回  答 

16 
現在の食物アレルギーの対応食数及び

アレルゲンの種類をご教示願います。 

現在 30名にアレルギー対応しております。 

種類は、上記のとおりです。 

17 

アレルギー児童数及びアレルギー食品、

アレルギー食への対応、提供までの流れ

を教えて下さい。 

上記のとおりです。また、配送は通常の配

送車両で行い、個人別の保温容器・手提げ

バックで配送運転手から学校配膳員へ手

渡しです。 

18 

見積参考３ 

アレルギー対応食に関して、対応アレル

ゲンの種類をお示しください。 

また、個別対応か完全除去か等、対応パ

ターンをお示しください。（例：対応ア

レルゲンが卵・乳の場合、卵除去・乳除

去・卵乳除去の 3種類調理か、全除去の

み調理か） 

№15、16の回答のとおりです。また、対応

食は完全除去の１献立です。 

19 

調理従事者の人数が 30 名と記載されて

おりますが、現在、センターの栄養士様

が調理業務(検収作業含む)に加わるこ

とはあるのでしょうか。ある場合はどの

ような業務を行っているのでしょうか。 

調理の指導等であって、調理業務には従事

しておりません。 

20 

「様式第４号」内において各市町村様と

契約している受託契約金額を明記する

ようなフォームとなっておりますが、各

市町村様との個別契約であります。そん

な中、甲乙間での個別契約を行っている

契約金額について明記するというのは

弊社だけでなく、委託先の市町村様も関

わるものであり、コンプライアンス上、

委託金額の記載というのは抵抗がござ

いますが、受託金額は伏せることは出来

ないでしょうか。また、契約書の提出に

つきまして、4,000食以上の学校給食調

理施設受託実績が業者によっては十数

か所ある場合もございますので、ある程

度限定して提出させて頂いても宜しい

でしょうか。 

様式どおり契約金額の記載をお願いしま

す。 

「提案書の提出者を選定するための基準」

として、「同種同業務の業務実績」を設定

しておりますので、予めご承知おきくださ

い。 

また、本様式は合わせて「提案書を特定す

るための評価基準」のうちの、事業実績の

評価においても参照しますので、合わせて

ご承知おきください。 

21 

念のためご確認させて頂きたいのです

が、「様式第 14号の 2」の見積内訳書で

すが、５年総額で宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

 

 



 

番号 質問事項 回  答 

22 

食材の納品は当日納品でしょうか前日

納品でしょうか。 

当日納品、前日納品ともあります。 

23 

食材等物資の品目ごとの納入時間をご

教示いただけますか。 
品目に限らず、当日納品が同日午前 8時か

ら、また、前日納品が午後 1時からとなり

ます。 

24 

食材ごとの納品・検収時間を教えて下さ

い。また食材料の納品は当日納品でしょ

うか。 

上記のとおりです。 

25 厨房機器・備品等の明示を願います。 
別添「南部センター厨房機器一覧」のとお

りです。 

26 

現在の作業開始は何時から行っている

のでしょうか。 

正職員は午前 8 時 00 分から、臨時嘱託員

は午前 8時 30分からです。 

27 

ボイラーの取り扱いにあたって必要と

なる資格はあるのでしょうか。 

当市のボイラー技士が、ボイラーの運転管

理を行います。 

28 

ボイラーの運転業務は市の方で行うと

言う認識で宜しいでしょうか。 
上記のとおりです。 

29 

アレルギー対応献立専任調理業務従事

者について、アレルゲンとなる食材に触

れないように、作業動線・被服・従事業

務について甲の栄養職員等に確認して

従事することとありますが、アレルギー

対応献立専任専用の白衣が必要になる

のでしょうか。 

下処理等の作業動線に注意していただけ

れば、アレルギー専用の白衣は必要ありま

せん。 

30 

報告書（「とちぎハサップの衛生管理マ

ニュアルによる記録票」含む）の明示を

願います。 

記録媒体貸出により資料を開示します。 

場所 佐野市立南部学校給食センター 

貸出期間 平成 29年 4月 25日から 

       平成 29年 5月 12日まで 

受付時間  午前 8時 30分～午後 5時 15分 

※ 貸出希望者は事前に実施説明書に記

載してあります問合せ先にご連絡くだ

さい。CD-Rを使用予定です。 

31 
「とちぎハサップの衛生管理マニュア

ル」を開示下さい。 

上記のとおりです。 

 



 

番号 質問事項 回  答 

32 

現在の配送従事者として、4名（正職員

１名）、パート運転手 3名（6時間勤務）

とありますが、こちらは正職員・パート

合わせて 4 名との認識で宜しいでしょ

うか。 

お見込みのとおりです。 

33 

業務実施上の条件（資格要件）及び公告

には平成 29・30 年度の入札参加資格に

登録してあることとありますが、別記様

式第 2号の（3）には、平成 27・28年度

と記載がございます。どちらの年度も必

要になるのでしょうか。また、参加表明

書に添付するのはどちらの年度のもの

でしょうか。 

別記様式第 2 号の(3)当該部分を次のよう

に訂正します。 

「平成 29・30 年度佐野市物品等競争入札

参加資格者名簿」 

34 

参加表明書の正に添付する貸借対照表、

損益計算書、利益処分計算書の写しは何

ヵ年分必要になりますでしょうか。 

直近 2年分を添付してください。 

35 

参加表明書及び提案書の提出方法につ

いて、フラットファイルに綴る等の指定

はありますでしょうか。 

指定はありません。 

36 

提案書の作成方法について、様式 8号の

2・3 は作成及び表現方法等については

提出者の自由、用紙は A4 横置き・横書

き、片面印刷で枚数制限がありますが、

様式 8 号以外の書式は横書き以外の指

定がございません。それ以外については

提出者の自由で宜しいでしょうか。ま

た、提案書の枚数制限（各項目・全体）

は設けないでしょうか。 

様式第９号から第１３号までは、１様式あ

たり、2 ページ以内で作成してください。

簡潔明瞭な提案書となるよう配慮してく

ださい。 

37 

プレゼンテーションで使用する資料（パ

ワーポイント等）は提案書をベースに加

工したもので宜しいでしょうか。 

貴社の判断にお任せします。 

38 

プレゼンテーションの参加者を届け出

るとありますが、書式等はございますで

しょうか。こちらも社名を伏せての提出

になりますでしょうか。 

書式等はありません。社名をご記入くださ

い。 

 



 

番号 質問事項 回  答 

39 

地元採用計画について、委託前に南部学

校給食センターに従事している者とあ

りますが、現在給食センターに従事して

いる嘱託職員様という認識で宜しいで

しょうか。また、北部学校給食センター

に従事している者とは、南部学校給食セ

ンターの正職員様が北部学校給食セン

ターに異動される為に退職されてしま

う方のことでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

40 

別記様式 2 号（6）の法人税、法人消費

税、消費税及び地方消費税を完納してい

る証明書は、納税証明書その 3の 3（法

人税及び消費税及び地方消費税につい

て未納税額のない証明書）で宜しいでし

ょうか。 

国税については、お見込みのとおりです。 

佐野市に事業所がある方は、法人市民税に

ついて別途証明書(写)を添付してくださ

い。 

41 

法人税・消費税等の納税証明書は直近 2

年分の「その 1」各 1部、「その 3の 3」

1部の提出で宜しいでしょうか。 

上記のとおりです。 

42 
提出する納税証明書について、直近何ヶ

月以内のものであれば有効でしょうか。 
3か月以内とさせていただきます。 

43 
食器・食缶洗浄機用の洗剤の年間使用量

及び使用実績をご教示願います。 
プロセンテＤＷ、中性デターセーフ他で、

28年度の執行額が約 135万円です。 

45 

受託者で負担となる衛生消耗品等の年

間費用実績をご教示願います。 
次亜塩素酸ソーダ、洗濯用洗剤、手指消毒

液、アルコール、ペーパタオル、使い捨て

手袋・エプロン等で、28年度の執行額が約

66万円です。 

46 

配送車輌に関する燃料等維持管理費の

年間実績をご教示願います。 
燃料費の 28年度執行額は、は約 60万円で

した。なお、燃料費の他に、排ガス浄化装

置用尿素液が約 1万円程度。また、任意保

険が受託業者様負担となります。 

47 

配送車輌に関する任意保険費用は貴市

と受託事業者どちらの負担となります

か。 

受託業の負担となります。 

48 
業務従事者の給食センターへの入館時

間は何時から可能でしょうか。 
午前 7時 50分頃を想定しております。 

 

49 
２学期の給食開始日はいつからとなり

ますか。 
夏休み明けの 8月 30日(水)からです。 

50 

現在の業務従事者の人数及び人員体制

（正職員数、嘱託職員数、班編成、配属

時間等）をご教示願います。 

見積参考資料をご確認ください。 

なお、調理は 4班体制です。正職員は 8:00

～16:45 勤務、パート職員は 8:30～15:30

勤務です。 



 

番号 質問事項 回  答 

51 

現在、給食センターに従事されている嘱

託職員及び臨時職員の雇用条件（時給・

賞与・勤務時間、社保加入有無、通勤手

当等）についてご教授願います。 

見積参考資料をご確認ください。 

なお、時給は 1,030円で、賞与、通勤手当

等の諸手当はありません。社保未加入。雇

用保険、労災保険のみ加入です。 

52 

提案限度額 549,730,800円（税込み）で

示されていますが各年度の税率を教え

て下さい。また、委託料のお支払いは年

間 12ヵ月で宜しいでしょうか。 

提案限度額は現在の消費税率で示してお

ります。月額単価×60月＝契約金額を想定

しています。支払いは受託者と協議しま

す。 

53 

委託業務開始までの費用は乙が負担と

すること。と記載がありますが、委託金

に含むと言う事で宜しいでしょうか。 

業務を行うために必要な経費を見積額と

して積算して提案してください。 

54 

「プロポーザル実施説明書」等を確認さ

せて頂き、地元雇用・現在勤めている方

の雇用というものを大事にしていると

認識させて頂きました。 

一方で調理従事者の条件として、センタ

ーでの 2年以上の勤務者の 1/3以上の配

置とあり、調理師などの専門知識を有す

る とあります。 

貴市の意向に沿ったご提案をさせて頂

きたいと存じますので、正職員様以外で

現在勤務されている方の資格の有無・経

験年数をお教え願います。（現在勤めて

いる方で当該条件に当てはまる人数を

把握する為） 

また、調理師などの専門知識を有する

とあるのは必ずしも有資格者である必

要はないとの認識で宜しいでしょうか。 

南部学校給食センター臨時嘱託員の調理

員については、2年以上の勤務者は 13名、

調理師の資格取得者は 11 名、栄養士の資

格取得者は 1名です。 

「調理師などの専門知識を有し」について

は、提案書の業務実施体制の評価対象とな

ります。 

55 

現在従事されているパート調理員（南

部、北部）の方の人数、年齢、お住まい、

業務経験・資格等教えて下さい。 

南部学校給食センター臨時嘱託員の調理

員については、19 名です。年齢は 20～60

代です。17名が佐野市在住です。2年以上

の勤務者は 13 名、調理師の資格取得者は

11名、栄養士の資格取得者は 1名です。 

北部学校給食センターについては、19名で

す。年齢は 30～60 代。18 名が佐野市在住

です。2年以上の勤務者は 12名、調理師の

資格取得者は 4名、栄養士の資格取得者は

2名です。 

56 

実施説明書８ページ１０ 

北部学校給食センターに現在従事され

ているパート調理員の人数、時給、諸手

当の内容、調理師または栄養士の資格保

有者の人数をお示しください。 

№51の回答、および上記のとおりです。 



 

番号 質問事項 回  答 

57 

見積参考４ 

現在の調理従事者のうち、パート調理員

の時給と、諸手当の内容、調理師または

栄養士の資格保有者の人数をお示しく

ださい。 

№51、55の回答のとおりです。 

58 

現在の調理従事者のそれぞれの役割及

び技能、班編成、運営体制等を教えて下

さい。 

現行の運用は調理 4班体制です。各班に正

職員が 2 名程度配置され、1 名が班長とし

て班内外の調整役です。 

59 

現在の調理配送業務の一日の流れを教

えて下さい。 
午前 8時より検収・下処理・調理を開始。 

午前 9時 35分から食器事前配送。 

午前 10時 40分に配缶。配送開始。 

午後 1時より回収出発、食器洗浄開始。 

午後 3時 20分頃 食器洗浄終了。 

午後 3 時 30 分以降、打合せ会議、人員変

更確認、機器メンテナンス等。 

60 

現在従事されているパート運転手の方

の人数、年齢、お住まい、業務経験・資

格等教えて下さい。 

3名です。年齢は 60代。佐野市在住。 

運転業務の経験は全員 2年以上です。 

61 

現在従事されているパート運転手の方

の雇用条件（給与、保険内容、交通費等）

を教えて下さい。 

№51の回答のとおりです。 

62 

現在の配送従事者のそれぞれの役割及

び技能、班編成、運営体制等を教えて下

さい。 

正職員 1名。パート 3名の 4人体制で、正

職員が班長です。 

63 

配送車両の車検証、走行距離、配送コー

ス、時間等を教えて下さい。 
車両については、5台共に、平成 24年 8月

登録、最大積載量 2000 ㎏、車両重量 3160

㎏、車両総重量 5325 ㎏、長さ 617 ㎝、幅

187 ㎝高さ 304 ㎝、燃料は軽油、所有者は

佐野市です。 

その他、別添「南部センター配送時間」の

とおりです。 

64 

コンテナのサイズ及び配送車 1 台あた

りの積載数を教えて下さい。 
コンテナサイズは別添「南部センター厨房

機器一覧」のとおりです。 

配送車両 1台にコンテナ 6台まで積載でき

ます。 

65 
現在の南部学校給食センターの調理・配

送従事者以外の体制を教えて下さい。 
事務職員 2名、ボイラー技士 1名、栄養士

3名です。 

66 

ゴミ処理方法を教えて下さい。その際運

搬等、車両を使用する業務はあるのでし

ょうか。 

施設の所定の場所に集積していただきま

す。収集と運搬は他の業者に委託しており

ます。 

67 

配缶について、パン、ご飯、牛乳以外は

すべてセンター内で配缶と考えてよろ

しいでしょうか。 

デザートの一部は、納入業者による各学校

への直接配送の場合もあります。 



 

番号 質問事項 回  答 

68 

エプロン、靴の使用区分について教えて

下さい。 
エプロンは作業区分ごとに 5色（検収、下

処理、調理、配食、洗浄）です。 

靴は調理エリアごとに 3色（下処理、調理、

洗浄）です。 

69 

食品衛生責任者の選任と記載がありま

すが、管轄保健所へ営業許可の届け出の

必要はありますでしょうか。 

営業許可の届け出は必要ありません。 

70 

契約期間の今後 5年の内に修繕、備品・

機器購入等の予定があれば教えて下さ

い。 

特に予定はありません。 

71 

提出書類の正は原本、副は複写（原本の

コピー）と言う認識で宜しいでしょう

か。 

お見込みのとおりです 

72 

提案書作成様式内に「ロゴマークの使用

を含め、会社名が分るような記載をしな

いこと」と記載されていますが様式 6～

8は会社名記載スペースがあります。提

案書の文中に記載しない事と言う意味

でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

73 

様式 9～13 までの提案書は同じ項目を

含んでいれば、任意でもよろしいでしょ

うか。また、枚数制限の有無、文中に図

表、写真の差し込みは可能でしょうか。 

様式は所定の書式を使用してください。ま

た、№36の回答を参照してください。なお、

図表、写真の差し込みは可とします。 

74 

プレゼンテーションはパワーポイント

を使用しての実施可能と言う認識で宜

しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

75 

「佐野市南部学校給食センター調理・配

送業務委託事業審査委員会」の委員の

方々の人数、役職、経歴等教えて下さい。 

選考手続き中のため、現時点ではお答えで

きません。 

76 

業務実績の添付資料として契約書（写

し）の提出がありますが、業務名、履行

場所、履行期間、委託料、委託者、受託

者がわかる頁のみで宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

77 

提案企業概要調書内の営業所等の状況

ですが、本社と管轄する栃木県内の営業

所の記載で宜しいでしょうか。 

栃木県内に限らず、本社と他に営業所等が

あれば記載してください。 

78 

机、椅子、キャビネ等事務室用品類は受

託者負担とありますが、どこに設置すれ

ばよいのでしょうか。 

2 階の食堂内のスペースを想定していま

す。 

79 

仕様書 2/9 ページ 週１回以上敷地内

清掃とありますが、どの程度の清掃で時

間帯は何時からになりますでしょうか。 

現在は、週 1回、9時から 2名で 30分程度、

敷地内の落ち葉やごみ掃除と敷地全面の

植え込みの手入れを実施しています。 

良好な環境を保つため、季節によって、必

要な頻度も変わってくると思われます。 

 



 

番号 質問事項 回  答 

80 

現場説明会で調理員さん方が T シャツ

を着用していましたが、委託になっても

午後の洗浄作業等は白衣に準ずる T シ

ャツの使用は可能でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

81 

佐野市立南部学校給食センターの図面

をご提示いただけますでしょうか。 

別添「南部センター案内図・位置図」「南

部センター1階平面図、同 2階平面図」「南

部センター調理場見取図」のとおりです。 

82 
任意の 1 カ月分の献立表をご提示いた

だけますでしょうか。 
別添「献立表」のとおりです。 

83 

実施説明書３ページ２ 

提案書は「会社名がわかるような記述を

しないこと」となっておりますが、参加

表明書については、副本も含め、会社名

を明記してもよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

84 

実施説明書 7ページ１０ 

評価項目の事業実績に関して、提案書の

作成様式のなかに、事業実績に係るもの

がございませんが、事業実績の評価は別

記様式第４号のみとなり、提案書上には

事業実績について記載する必要はない

でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

85 

別記様式２号 

上記の様式に添付する業務実績に関す

る契約書の写しは、別記様式４号で同等

の実績の契約書の写しを添付する場合

も必要となりますでしょうか。 

別記様式第４号の実績一覧に契約書の写

しの添付があれば、別記様式第２号への添

付は不要です。 

 

 


