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下松市立保育所（潮音保育園）給食調理等業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

下松市立保育所（潮音保育園）給食調理等業務 

 

２ 業務場所 

下松市立潮音保育園  下松市潮音町４丁目２番１号 

 

３ 給食基本食数等 

給食基本食数は、次の表のとおりとする。ただし、園児の入退園又は登園園児数、延長

保育利用園児数若しくは一時預かり利用児童数により増減があるため、委託者下松市（以

下「甲」という。）の指示に従い、これに対応するものとする。 

 

区  分 人数 午前おやつ 昼食 午後おやつ 

 

潮音保育園 

定員110人 

３歳未満児 ３９ ３９ ３９ ３９ 

３歳以上児 ７１  ７１ ７１ 

職員 ３０  ３０ ３０ 

合 計 １４０ ３９ １４０ １４０ 

注）１  土曜日の園児数が定まらず変動するため、適宜対応するものとする。 

２  検食、保存食、展示食及び業務従事者の食数は含んでいない。 

 

４ 業務期間 

（１）履行期間 

令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

ただし、翌年度以降において甲の予算の当該金額について、減額又は削除があ

った場合は、この契約は変更又は解除する。受託者（以下「乙」という。）は、

この規定による契約の変更又は解除により損害を受けた場合であっても、その損

害の賠償を甲に請求することはできない。 

（２）履行のための準備期間 

契約締結日から令和４年３月３１日まで 

 

５ 業務内容 

（１）総則 

ア 乙は、上記２に掲げる保育園（以下「園」という。）における給食の趣旨を十分

認識し、別紙２「保育所給食調理等業務委託実施の基本事項」に基づき、園児に

安全かつ安心で良質な食を提供すること。なお、この基本事項は、国からの指示

等により変更されることがあり、その際は、契約を変更し、これに従うものとす

る。 
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イ 乙は、園内の調理室を使用して調理すること。したがって、園の施設外で調理

して搬入する方法は認められないものであること。 

ウ 調理については、原則として、甲が素案を作成し、園の献立会議で決定した献

立を実施するものとし、乙の都合で変更することは認められないこと。 

エ 乙は、園児の発達段階や健康状態に応じた幼児食、離乳食、アレルギー対応食

等への配慮など、安全面、衛生面、栄養面等での質の確保を図ること。 

オ 乙は、業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）に対して、あらかじ

め、衛生面及び技術面の教育又は訓練を実施し、業務に従事させること。また、

業務に従事した後においても、適切に業務が遂行できているか定期的に確認する

とともに、必要な教育又は訓練を毎年実施すること。 

カ 乙は、園が実施する食育に積極的に協力すること。 

（例：クッキング保育、地産地消の日、給食だよりの作成等） 

（２）調理 

乙は、次の表の左欄に掲げる食事の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内

容に従って調理すること。 

食事の種類 内   容 

普通食 

原則として、甲乙協議の上で決定した献立表どおりに調理す

ること。 

年齢別に食材に配慮し、味付けや量、大きさ、やわらかさ等

を工夫すること。 

特 

別 

食 

離乳食 

基準献立（普通食献立表）に準じた内容とし、月齢や個人差

に配慮した回数、食材や形状、味付けとすること。また、献立

のバリエーションを持たせるよう工夫すること。 

アレルギー 

対応食 

アレルギー性疾患を持つ園児に対しては、生活管理指導表等を

基に、保護者、園の職員（以下「職員」という。）、業務従事者

等による関係者協議を開催し、これに基づいた除去食を行うこ

と。また、代替食についてもできる限り対応すること。業務従事

者はアレルギーに対し知識を持って対応すること。 

その他 

体調不良園児に対する給食は、園長又はその代理者との協議

により、園児の状況に応じた調理を行うこと。 

（例）・ご飯をおかゆにして提供する。 

・揚げ物を煮物に変更して提供する。 

（その日の食材を使用） 

特別に配慮を要する園児の食事（流動食等）に対応すること。 

おやつ 

おやつは食事で補いきれないエネルギー、栄養素、水分の補

給であることを理解し、量や品質の配慮をすること。また、豊

かな食体験の場となるように創意工夫し、手作りおやつを毎週

２～３回以上実施すること。 
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行事食 

園外保育、誕生日会、バイキング、試食会等、園が必要とす

る行事食を実施すること。必要に応じて行事参加者（保護者 

等）の行事食を実施すること。 

クッキング保育 

園児が保育室で調理実習を行うときには、衛生的な調理器具

の提供や調理の実演等、積極的に協力をすること。終了後は、

使用器具の洗浄、消毒及び保管を行うこと。 

調 乳 
調乳を必要とする乳児に対し、保育士が調乳できない場合は

保育士の希望する時間にミルクの調乳を行うこと。 

その他 
季節や状況に応じて、昼食時以外にも園児へお茶の提供を行

うこと。 

 

（３）盛り付け・配膳・下膳・後片付け 

ア  調理後の食品温度を適切に管理するとともに、盛り付けについては、料理の味

や温度を損なわないように短時間で行うよう心がけること。 

イ  献立にあった甲の用意する食器に盛り付けること。また、箸、スプーン、フォ

ーク等は、クラスごとにまとめて配膳すること。 

ウ  配膳は、保育室等指定された場所に食缶で配食することとし、確実に引渡しを

行うこと。ただし、行事等の際は、各園児の食器に盛り付けて配膳すること。な

お、配膳の際は、ほこり等が混入しないよう注意すること。 

エ  特別食は、普通食と区別がつくように食器の色を変え、記名して対応し、職員

との連携を図り、誤って配膳されることのないようにすること。 

オ  下膳された食器等は、指定された場所から受け取ること。 

カ  食器、箸、スプーン、フォーク、お盆、哺乳びん、調理器具等は使用の都度、

洗浄、消毒及び保管を行うこと。 

キ  残菜量を確認して、甲が指示する方法により記録すること。 

（４）食材調達等の補助 

ア  乙は、業務に使用する食材の購入事務の補助として、甲の指示する方法及び内

容により、食品納入業者に食材等の連絡を行うこと。また、食数等に変更を生じ

た場合は、前記に準じてその都度食品納入業者に連絡すること。  

イ  乙は、食材の保管に十分留意し、在庫管理を行うこと。  

ウ  乙は、乙の業務責任者の指示に従い検収を行うとともに、必要に応じて食品庫

や冷凍冷蔵庫等への格納を行い、その結果を甲に報告すること。 

（５）保存食  

ア  乙は、保存食として原材料及び調理し配膳した食品を食品ごとに５０ｇ程度ず

つ清潔な容器（ビニール袋等）に入れ、密封し、－２０℃以下で２週間保存する

こと。 

イ  保存期間を過ぎた保存食は、乙において速やかに処分すること。 

（６）検食 

調理終了後速やかに盛り付けし、調理の内容が献立のとおりに作成されているか、
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食品衛生、形態、味付け等が適当かどうか検討するため、園児への供食３０分前に、

園長又はその代理者の検食を受けること。手作りおやつについても同様とすること。 

（７）展示食 

昼食の配膳が終了次第、乙は、３歳児相当の食事の見本又は写真を所定の場所に

展示すること。ただし、気温が高い時期は、衛生面を考慮し、実物展示を控えるこ

と。展示後の食器は、当日又は翌日に洗浄、消毒及び保管を行うこと。 

（８）残菜等の処理 

乙は、業務で発生したゴミ、残菜等について、甲の指示する方法に従って分別し、

所定の場所に搬出すること。 

（９）献立の変更 

園の行事、甲の都合等で献立が変更になった場合には、乙は、甲の示す献立に変

更すること。 

（１０）施設、設備、食器、器具備品等の使用 

ア  甲は、業務遂行上必要な施設、設備、食器、器具備品等を無償で使用させるも

のとし、乙は、善良な管理者としての誠意を持って丁寧に使用すること。  

イ  冷房は室温２５℃以上又は湿度８０％以上で使用するものとし、使用前に園長

又はその代理者に申し出て、その日の食事及びおやつをすべて保育室へ配食し、

業務終了後は、速やかに停止すること。  

ウ  乙は、常に施設、設備、食器、器具備品等が損傷又は破損していないか留意し、

破損している場合はその破片を確認すること。破片が確認できない場合は、直ち

に園長又はその代理者に報告するとともに給食業務日誌に記載すること。 

エ  施設、設備、食器、器具備品等を損傷又は破損した場合は、園長を経由し、甲

に速やかに報告すること。修繕については、甲において行うものとする。ただし、

乙の過失により施設等を損傷した場合は、乙は修繕に要した費用を賠償すること。 

オ  業務に使用する施設、設備、食器、器具備品等の日常の維持管理は、乙におい

て行うこと。（ワゴンを含む。）  

カ  業務の実施に当たり、業務場所において別紙１の１に示す器具備品等以外の物

件を使用しようとするときは、事前に甲の承認を受けること。 

キ  業務に伴う電気・ガス・水道料は甲の負担とするが、乙はこれについて、省エ

ネルギーに努め適切な管理の下に使用すること。 

ク  グリストラップの日常の維持管理は、乙において行うこと。ただし、定期的な

清掃及び汚泥の収集業務については、甲が行うこととする。 

（１１）調理工程 

調理工程については、別紙１の２に示す食事時間及び給食調理工程表を基本と

し、園の実情に応じて対応すること。 

（１２）必要書類の作成事務  

ア  市の栄養士が作成した献立を基に、毎月、保護者に配布する献立表を園長、栄

養士等と協議の上、作成すること。 
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イ  １日の業務の終了に際し、給食業務日誌を作成し、園長又はその代理者に提出

して確認を受けること。  

ウ  その他甲が指示する給食事務に関する諸書類の作成を行い、期限内に提出する 

こと。 

（１３）安心・安全な給食提供の実施 

ア 甲が園の献立会議への出席を求めたときには、これに出席すること。 

  開催頻度：月１回（初旬）、概ね１３時から１５時まで 

イ 業務従事者は、次に掲げる事項について園長、栄養士、保育士等と協議し、園

における安心・安全な給食提供への取組を実施すること。なお、当該協議につい

ては、原則として、毎月１回以上行うこと。 

（ア）特別食に関すること。 

（イ）園児の嗜好及び喫食状況に関すること。 

（ウ）味付け等調理方法、調理時間、調理工程及び提供方法に関すること。 

（エ）園外保育に伴う給食時間の変更に関すること。 

（オ）行事開催日の業務に関すること。 

（カ）その他業務の実施に関し必要なこと。 

ウ 衛生管理、施設等の維持管理、保育園給食調理、食育等が円滑に行われるよう、

業務従事者に対して定期的に研修、指導を実施して資質向上に努めること。また、

甲が必要と認める研修会に参加すること。 

エ 乙は、保護者又は園の意見、要望等を業務に反映させることに努め、給食の質

及び内容の維持・向上について、誠意を持って取り組むこと。 

オ 業務従事者は、喫食状況等の把握のため、可能な限り園児とともに喫食するこ

と。回数については園の状況に応じて調整を行うこと。 

カ 乙は、業務の実施に当たり、業務従事者で十分な対応ができない場合は、統轄

部門の栄養士等を派遣するなど適切な対応を行うこと。 

（１４）防火管理等の協力 

乙は、甲が策定する地震、風水害、火災その他の災害が発生した場合における

安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた施設内防災計画に基づく体

制整備に協力すること。また、防火、防犯、災害に関する教育訓練に参加する等、

各種管理に協力すること。 

 

６ 業務日及び休日 

（１）業務日 

月曜日から土曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日及び年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）を除く。） 

（２）休日 

業務日以外の日 
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７ 業務従事者 

（１）業務従事者は、園における給食の趣旨を十分認識し、この仕様書に定めるものの

ほか関係法令を遵守して業務を行うこと。 

（２）業務従事者は、調理者としての責任を自覚し、給食内容の向上改善に資するもの

であることから自ら調理した給食を喫食すること。この場合における経費は、乙又

は業務従事者が負担すること。 

（３）常勤（１日６時間以上かつ１月２０日以上業務に従事することを常態とすること

をいう。以下同じ。）の栄養士又は調理師の免許を有している業務従事者（以下「常

勤の栄養士等」という。）を２人以上配置すること。 

（４）常勤の栄養士等は、調理の内容、工程、業務量等の実態を常に把握しておくため

に、毎週１日以上調理業務に従事すること。 

（５）常勤の栄養士等は、個別の対応が必要な園児の食事の様子を観察し、発達段階や

健康状態に応じた食事の形態や食材の選択などを園長、栄養士、保育士、業務責任

者等と協議し、専門的・技術的対応を行うこと。 

（６）業務の確実で効果的な遂行のため、適切な人員体制を整えること。 

（７）業務従事者の休暇等に対応した代替職員を確保しておくこと。 

（８）業務従事者の頻繁な人事異動を行わないよう留意すること。 

（９）業務従事者の変更がある場合は、乙が責任を持って業務の引継を行うこと。また、

これに伴う経費は乙の負担とする。 

 

８ 業務責任者 

（１）業務従事者のうち、常勤の業務責任者１人を配置するものとする。 

（２）業務責任者は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第２０条第１項に規定す

る特定給食施設、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する調理施設であ

って甲が認めたもの、又は下松市立の保育所（以下「給食施設」という。）において

３年以上の調理経験を有する者でなければならない。 

（３）業務責任者は、業務遂行上の責任者として業務従事者を指揮・監督し、また、園と

の連絡調整を行うものとする。 

（４）業務責任者は、甲が必要と認める協議に参加し、これに基づく業務の遂行につい

て、業務従事者を指揮・監督するものとする。 

（５）業務責任者が不在となる場合は、事前に甲と協議の上、甲が認める職務代理者を配

置するものとする。 

 

９ 業務従事者の服務等 

（１）業務従事者は、自己の健康管理に努めること。 

（２）人との対応は礼儀正しく、親切丁寧を旨とし、粗暴な言動があってはならない。 

（３）園では禁煙を守るとともに、業務の妨げとなる行為をしてはならない。 

（４）業務中には、調理室に関係者以外の者を立ち入らせないとともに、業務に関係のな

い物、不要な物、装飾品及び私物を持ち込んではならない。 
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１０ 安全・衛生管理 

（１）衛生管理は、大量調理施設衛生管理マニュアルに準拠するものとする。 

（２）乙は、業務従事者の健康管理について、絶えず注意を払うとともに、労働安全衛生

規則（昭和４７年労働省令第３２号）第４４条第１項の健康診断を年１回以上、検便

については月１回以上、実施しなければならない。検便検査の内容は、赤痢菌、サル

モネラ属菌及び腸管出血性大腸菌とし、１０月～３月は必要に応じてノロウイルス

の検便検査を行うこと。保菌者が出た場合はベロ毒素等の有無などについて追跡検

査を行い、その結果を甲に報告しなければならない。また、定期健康診断、検便検査

その他必要に応じて実施する検診・検査の結果、安全衛生上、就労に適さないと認め

られる者がいたときは、その旨を甲に通知するとともに、その者を就労させてはな

らない。 

（３）給食に異物が混入しないように注意し、目視点検を確実に行わなければならない。

万が一異物や細菌等の混入が発生した場合は、直ちに園長又はその代理者に報告を

行い、甲の指示により対応を行うこと。また、混入した異物及びその原因を明らかに

し、日誌に記載すること。 

 

１１ 提出書類 

（１）業務開始前  

乙は、業務開始前に次の書類を甲に提出しなければならない。 

提出書類 提出期限 

業務従事者報告書 業務開始２週間前まで 

勤務表 業務開始前まで 

次の書類を添付すること。 

ア 履歴書（給食調理の経歴含む） 

イ 調理師免許又は管理栄養士若しくは栄養士免許（写） 

当該免許を有している者のみ 

ウ 健康診断書（写） 

労働安全衛生規則第43条各号に掲げる項目について実施したもの 

エ 細菌検査報告書（検便）（写） 

業務開始前１月以内の検査結果を提出すること。 

オ 給食施設での調理経験を明らかにする書類（業務責任者に限る。） 

（２）業務開始後 

ア 乙は、次の書類を甲に提出しなければならない。なお、次の書類以外にも追加報

告を求めることがある。 

提出書類 提出期限 

業務従事者変更届 変更日の１週間前まで 

定期健康診断結果報告書 実施後１ヶ月以内 

細菌検査報告書 実施後２週間以内 

研修結果報告書 研修後２週間以内 
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業務完了報告書 完了後５日以内 

衛生管理点検表（月次点検） 実施後５日以内 

衛生管理点検表（年次点検） 実施後５日以内 

事故報告書 事故発生後１週間以内 

業務従事者変更届については、次の書類を添付すること。 

（ア）履歴書（給食調理の経歴含む） 

（イ）調理師免許又は管理栄養士若しくは栄養士免許（写） 

当該免許を有している者のみ 

（ウ）健康診断書（写） 

労働安全衛生規則第43条又は第44条第１項各号に掲げる項目について

実施したもの 

（エ）細菌検査報告書（検便）（写）（業務従事前15日以内のもの） 

（オ）給食施設での調理経験を明らかにする書類（業務責任者に限る。） 

イ 乙は、次の書類について毎日園長又はその代理者の確認を受け、月末には甲に１

月分まとめて提出しなければならない。 

提出書類 

献立表・給食業務日誌 

検収記録簿 

衛生管理点検表（日次点検） 

翌月勤務表 

 

１２ 費用等の負担区分 

業務に係る費用等の負担区分は、次のとおりとする。 

費 用 等 の 内 訳 甲 乙 

施設、設備、食器、器具備品等 〇  

光熱水費（電気・ガス・水道） 〇  

食材費（業務従事者食材費を除く） 〇  

施設清掃器具  〇 

調理に係る消耗品（洗剤、ペーパータオル、保存食用・その他用ポリ

袋、アルミホイル、たわし、スポンジ等） 

 
〇 

害虫等の防駆除に係る経費 〇  

残菜・ゴミの処理 〇  

業務用電話代（甲が設置した電話に限る） 〇  

白衣、調理用靴、長靴、エプロン等  〇 

事務処理用の情報機器（パソコン）及び付随する消耗品（用紙等）及び

事務用品 
 〇 

事務処理用の印刷機器等（甲が設置したプリンター、複写機、インク） 〇  

保健衛生費（マスク、手袋、残留塩素測定試薬・その他消毒薬品等）  〇 
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健康診断・検便に係る経費  〇 

業務従事者に係る諸経費（人件費、研修会参加費等）  〇 

事業者が行うべき官公庁手続に係る経費  〇 

業務従事者食材費  〇 

上記表に定めのないものの費用等負担区分は、甲と乙との協議により定めるものと

する。なお、乙は、業務開始に当たり備品購入等が必要な場合は、業務の履行のための

準備期間に、甲乙の協議の上、備品等購入事業等に係る委託契約（上限：1,000,000円）

を甲と締結するものとする。 

 

１３ 食中毒や事故等発生時の対応 

（１）食中毒や事故等（調理ミス、異物の混入、食事の誤配等）が発生した場合は、乙

は、直ちに園長又はその代理者へ報告を行い、甲の指示により対応を行うこと。ま

た、事故報告書により、事故発生後速やかに、その原因、対応、対策等について、

甲に報告すること。 

（２）食中毒や事故等が発生した場合は、乙は、甲と協議の上、速やかに給食確保など

安定的な業務の持続についての対策を行うこと。 

（３）食中毒や事故等発生後の対策について、乙は、業務工程の見直し等必要な措置を

講じるとともに、業務従事者に対し、必要な教育又は訓練を実施し、再発防止に努

めること。 

（４）食中毒や事故等発生時の対応として、乙は、製造物責任法（平成６年法律第８５

号）に基づく生産物賠償責任保険等に加入するなど適切な対応を行うこと。 

（５）乙の責任で食中毒等の事故が発生した場合及び契約に定める義務を履行しないた

め甲に損害を与えた場合は、乙は、甲に対し賠償責任を負うものとする。 

 

１４ 委託料の支払 

委託料の支払は月払とし、各月の業務の成果が検査に合格した後、乙から提出される

適法な支払請求書を受理してから３０日以内に当該月の委託料を乙に支払うものとす

る。 

 

１５ 給食提供の確保 

乙の責に帰すべき理由により業務の遂行が不可能となった場合、乙はこの仕様書に

規定する給食の提供を責任を持って確保する。また、この場合の費用は乙において負担

する。ただし、甲が必要と認める場合は、この限りでない。 

 

１６  個人情報の取扱い及び守秘義務 

（１）乙は、業務を通じて取得した個人情報について、その取扱いに十分留意すること。 

（２）乙及びその職員は、業務を行うに当たり業務上知り得た秘密を第三者に漏らすこ

とや自己のために使用することはできない。乙が受託者でなくなった後や、その職

員でなくなった場合も同様とする。 
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１７ その他 

（１）業務を行う上では、環境へ配慮し、食材や資源の有効活用や省エネルギーに努める

こと。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員が乙の代表者若しくは役員又は実質的に経営に関与して

いる者ではないこと。また、乙は、下松市暴力団排除条例（平成２３年下松市条例第

１６号）の規定を遵守すること。 

（３）業務の開始に当たっては、乙は、乙の責任において、甲又は甲が指定する者から業

務開始日前２月の間に引継ぎを受けるものとする。また、引継ぎに当たっては、甲と

協議の上、引継書を作成し甲に提出するものとする。 

（４）乙は、業務を円滑に開始するために、業務従事者に対し、常勤の者にあっては６日

以上、それ以外の者にあっては２日以上の業務場所での引継ぎ等の必要な研修及び

訓練を受けさせなければならない。ただし、下松市立保育所で調理業務に従事し、引

き続き乙の職員として調理業務に従事する者に対しては、上記の日数を２日以上と

する。 

（５）乙は、契約の途中で業務責任者の変更があった場合、業務及び給食事務について、

乙が責任を持って十分に引継ぎを行わなければならない。 

（６）乙は、契約の終了に際し、甲又は甲の指定する者に対し、業務の引継ぎ等を行わな

ければならない。 

（７）前号の業務の引継は、乙が責任を持って行うこと。また、これに伴う経費は乙の負

担とする。 

（８）業務遂行上、疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 

（９）この仕様書に記載されていない事項については、甲乙双方誠意を持って協議し、 

決定するものとする。 

 

 


