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播磨町学校給食調理配送等業務 

（播磨西小学校、播磨南小学校及び播磨南中学校） 

公募型プロポーザルに係る質問及び回答一覧 

 

受付

番号 
質問内容 回答内容 

1 

委託概要書について 

播磨町学校給食調理配送等業務において、

播磨南小学校及び播磨南中学校のみの参加

でも可能でしょうか？ 

播磨南小学校及び播磨南中学校のみの参加

は認めておりません。 

2 

委託概要書 P4．（9）業務内容について 

食材料の納品時間（前日・当日）及び品目

をご開示願います。 

大まかな分類として、生鮮食材は当日納

品、それ以外は前日納品とご認識くださ

い。 

2-2 

パン・牛乳等は播磨南小学校へ納品でしょ

うか？ 

牛乳は、播磨西小学校、播磨南小学校及び

播磨南中学校の各校に直接納品されます

が、パンは、調理施設（企画提案者が保有

等する調理等施設）及び調理校（播磨南小

学校）に納品されます。 

2-3 

播磨南中学校へ配送した後、配送車を播磨

南中学校に保管して配膳業務を行うことは

可能でしょうか？ 

配送車両の駐車スペースは確保する予定で

すので、一時的な保管は可能です。 

また、給食配送後に配送車運転者が配膳員

を兼務いただいても差支えございません。 

3 

プロポーザル実施要領 P2.「4参加資格

（11）」について 

調理等施設の保有等は播磨西小学校のみで

しょうか？  

本プロポーザルは、播磨西小学校、播磨南

小学校及び播磨南中学校の各校での学校給

食を実施する企画提案を求めるものであ

り、企画提案者は参加資格を満たす必要が

あります。 

なお、保有等を予定している調理等施設が

建設中である等、特別な事情があり、令和

4年 3月 1日までの保有等が困難な場合に

ついては、企画提案書提出時にその旨ご相

談ください（必要な対応について、別途協

議し、指示します）。 

3-2 

また、調理施設が保有等できない場合、播

磨南小学校及び播磨南中学校への参加は可

能でしょうか？ 

播磨南小学校及び播磨南中学校のみの参加

は認めておりません。 
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4 

プロポーザル実施要領 P5.「6審査の実施

等（2）審査の方法④ア 1.学校給食に対す

る取組」について 

現在、町で実施されている食育活動や行事

食等があれば、時期・内容をご開示願いま

す。 

毎月 19日の食育の日頃は、地場産食材を

使用した献立を立て、その食材料に関係す

る情報をプリント配布する等の活動を実施

しているほか、クリスマス等一般的な行事

に併せて概ね月に 1～2回程度行事食を実

施することにより食育活動を実施しており

ます。 

また、夏季休業期間中に播磨町学校給食展

を開催し、播磨町の給食の広報活動を行っ

ております。 

5 
企画提案書について、指定の様式等は御座

いますか？ 

任意様式としております。 

5-2 
また、パワーポイント等を用いた独自提案

でも可能でしょうか？ 

差支えございません。 

6 

別紙 3学校別仕様書（播磨南小学校・播磨

南中学校）について 

播磨南小学校及び播磨南中学校の配膳室は

何か所御座いますか？ 

播磨南小学校については、現在建設中の播

磨南小学校共同調理場（仮称）内の 1か所

が配膳室に、播磨南中学校については、同

学校別仕様書別記 1（播磨南中学校）に記

載の給食棟（渡り廊下と隣接するダムウェ

ーダー付き 4階建て）の各階が配膳室とな

ります。 

7 

別紙 3学校別仕様書（播磨南小学校・播磨

南中学校）について 

町が想定する受配校への配送する配送スケ

ジュールをご開示願います。 

受注者の調理配送ノウハウによるところが

大きいと認識しておりますので、各校の給

食開始時間に間に合う工程を企画提案いた

だくようお願いいたします。 

8 

各校のアレルギー対応の方法（除去食・代

替食）及び対象児童数、対象品目をご開示

願います。 

除去食材は、卵・乳製品・ごまとしてお

り、単品代替は、卵・乳製品・種実類とし

ております。 

詳細な対応については、原則として、播磨

町立学校におけるアレルギー疾患対応マニ

ュアルによるほか、適宜協議・相談により

安全に配慮いただくこととなります。 

9 
各校でのアレルギー対応食の受け渡し方法

をご教示願います。 

除去食・代替食は、各教室に専用ポット等

を使用し、配膳いただきます。 

10 

別紙 3学校別仕様書（播磨南小学校・播磨

南中学校）について 

播磨南小学校の調理場の図面及び調理用厨

房設備及び貸与可能調理用器具の一覧をご

本プロポーザルへの参加検討が目的である

場合に限り、播磨南小学校給食棟発注時図

面（設備機器リスト含む）を開示いたしま

す（要望いただいた企画提案予定者に個別
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開示願います。 に対応します）。なお、調理用器具につい

ては、別記 2経費負担区分（播磨南小学

校・播磨南中学校）に則り、受注者負担と

なりますので、当該費用については適切に

お見積りください。 

11 

別紙 3学校別仕様書（播磨南小学校・播磨

南中学校）について 

現在の播磨南小学校の給食調理は直営でし

ょうか？委託済みでしょうか？ 

令和 2年度までは直営で実施しており、令

和 3年度は新調理施設建築のため給食棟が

使用できないため、食缶配送（デリバリ

ー）方式での委託で実施しております。 

11-2 

直営の場合、現調理員の皆さまは民間への

転籍は可能でしょうか？可能な場合、現調

理員の皆さまの勤務条件（勤務開始時間・

終了時間・給与・賞与等）をご教示願いま

す。 

現在、播磨南小学校について、本町が直接

任用している調理等業務従事者はございま

せん。 

12 

別紙 3学校別仕様書（播磨南小学校・播磨

南中学校）別記 2経費負担区分（播磨南小

学校・播磨南中学校）「2経費負担区分に

ついて（2）受注者の負担する経費」につ

いて 

ア調理校（共同調理場）の光熱水費（ガス

及び電話料金）とありますが、ガスにおい

て想定される費用があればご開示願いま

す。 

播磨南小学校共同調理場（仮称）内の空調

設備は、都市ガスを動力としており、回転

釜やフライヤー等の調理設備は、ＬＰガス

を動力としております。 

したがって、当該設備の使用に伴う光熱費

については、受注者負担となりますので、

適切にお見積りください。 

12-2 

また、電話料金はどちらの部分の料金でし

ょうか？ 

現在建設中の播磨南小学校共同調理場（仮

称）の施設内部に敷設を予定している固定

電話については、本町をはじめ関係業者等

とのやり取りで主に受注者にご活用いただ

くため、当該電話料金については受注者負

担としております。 

13 

プロポーザル実施要領別紙「播磨町学校給

食調理配送等業務（播磨西小学校、播磨南

小学校及び播磨南中学校）委託公募型プロ

ポーザル参加申込に係る提出書類」提出書

類 1様式第 2号について 

入札参加資格において、支店に委任してお

りますので、そちらの住所及び印鑑で提出

してもよろしいでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 
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14 
提出書類 3委託料の見積書について 

封緘印は代表者印でしょうか？ 

入札参加資格においてご登録いただいてい

る印でご封緘ください。 

14-2 
正 1、副 1について 

別々の封筒でしょうか？ 

お見込みのとおりです。 

14-3 

副について 

社名などを消した状態での提出でよろしい

でしょうか？その場合、印は不要と認識し

てもよろしいでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 

15 

提出書類 9～11について 

事業報告書の中に貸借対照表及び損益計算

書が含まれますが、9～11を一緒に提出し

てもよろしいでしょうか？ 

差支えございません。 

なお、該当するページに書類番号が分かる

ようインデックスを作成してください。 

15-2 

決算報告書は不要でしょうか？ 提出書類 9～11については、一般的に決算

に関する書式として必要とされる書類を想

定しておりますので、決算報告書として財

務諸表をまとめられている場合は、当該決

算報告書をご提出いただければと存じま

す。 

なお、質問 15のように事業報告書（11）

の中に貸借対照表（9）及び損益計算書

（10）が含まれており、決算報告書を提出

することで提出書類が重複する場合は省略

いただいて差支えございません。 

16 

提出書類 13「播磨町町税完納証明書及び

委任状」について 

播磨町内に本社・支店・営業所がない場

合、提出不要と認識してもよろしいでしょ

うか？ 

お見込みのとおりです。 

17 

提出書類 15及び 16について 

播磨西小学校に参加しない場合、15及び

16は不要でしょうか？ 

播磨西小学校に参加しない場合（播磨南小

学校及び播磨南中学校のみの参加）は企画

提案内容に不備があるため、企画提案自体

を受付いたしかねます。 

18 

プロポーザル実施要領 P2.「2業務概要」

について 

播磨西小学校業務に関して、調理場所を播

磨南小学校で行うことは可能でしょうか？ 

現在建設中の播磨南小学校共同調理場（仮

称）の施設では、播磨南小学校及び播磨南

中学校（給食実施日当たり 1,000食）分に

加え播磨西小学校（給食実施日当たり 400

食）分を調理する能力が不足するほか、播

磨西小学校分として使用する食缶や食器等
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を衛生的に保管する物理的なスペースが確

保出来ないことから、不可能と考えます。 

18-2 

可能な場合、十分な駐車スペースはお借り

できますでしょうか？ 

質問 18の回答内容のとおり不可能と考え

ますが、共通仕様書 10特記事項（5）に記

載のとおり、本業務に係る通勤に伴う車両

の駐車は認めておりません。 

自転車での通勤可否の判断及び駐輪スペー

ス使用の可否の判断については、優先交渉

権者決定後に学校長と調整いただくことを

想定しております。 

また、業務上必要な車両の駐車スペースに

ついては、企画提案時に当該駐車スペース

が必要である内容が把握できる書類を添付

してください。この場合においては、優先

交渉権者決定後に本町も交えて学校長と協

議を行います。 

19 

プロポーザル実施要領 P7.「7スケジュー

ル」について 

現地見学を行うことは可能でしょうか？ 

可能ですが、学校との日程調整が必要です

ので、事前にご相談ください。 

20 

学校別仕様書（播磨西小学校）及び学校別

仕様書（播磨南小学校・播磨南中学校）に

ついて 

各学校の厨房図面をいただけますでしょう

か？ 

播磨西小学校については、企画提案者が保

有等する調理等施設となります。 

播磨南小学校及び播磨南中学校について

は、質問 10の回答内容をご参照くださ

い。 

21 

別紙 3学校別仕様書（播磨南小学校・播磨

南中学校）P3.「14配缶・配送（運搬）・

配食（配膳）」（2）カについて 

「受配校配膳員は各教室前に配置された給

食を喫食まで監視する」とは、喫食が終わ

るまで教室前で待機という意味合いでしょ

うか？ 

ご指摘の項目における「喫食まで監視す

る」とは、配膳員が配置した給食につい

て、当該給食を生徒が配膳準備中に転倒さ

せ、又は異物を混入させ、その他不適切な

環境下に置かれることがないよう、喫食の

開始まで監視すること（併せて必要に応じ

て当該給食を適切な環境下に置く措置を取

ること）を指します。 

したがって、喫食開始までの間、配置した

給食の安全を確保する意味合いとご認識い

ただければと存じます（待機ではございま

せん）。 
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21-2 

また、各教室につく配膳員は現在何名で行

っていますでしょうか？ 

令和 3年度は、播磨南小学校共同調理場

（仮称）建設中のため、播磨南小学校の配

膳室が使用できないことから、状況が異な

り参考にならない点もあり得ますが、現

在、業務委託している受注者においては、

喫食までの監視業務も含めて、平均的に給

食実施日につき、播磨南小学校 4～5人、

播磨南中学校 4～5人の配膳員を配置して

おります。 

22 

別紙 3学校別仕様書（播磨南小学校・播磨

南中学校）P4.「15貸与物品等」（14）に

ついて 

「道路交通法の規定に基づく安全運転管理

者に準じる者を選任しなければならない」

とありますが、選任基準に該当しない場合

は、免除でしょうか？ 

ご指摘の項目は、本町資産である公用車

（給食配送車両）を貸与するに当たって、

受注者にも公務員と同等の交通規範を求め

るものです。 

したがって、道路交通法上、本業務の履行

においては、安全運転管理者の選任までは

必要はありませんが、本町と受注者との間

においては本仕様書に基づき安全運転管理

責任者（あくまでも安全運転管理者に準じ

る者であって、法に基づいた役職ではござ

いません。）を選任いただく必要がありま

す。 

なお、企画提案時において「準じる者」に

該当する者が見受けられない場合は、「今

後、安全運転管理者になり得る者」と読み

替えて、貴社内部で安全運転指導や車両点

検指導等を行う者を安全運転管理責任者と

して選任してください。 

23 

別紙 2学校別仕様書（播磨西小学校）P3.

「14配缶・配送（運搬）・配食（配膳）」

（2）ウについて 

「検食を１食分セットし～」とあります

が、代替配膳室内には手洗い設備はござい

ますか？ 

代替配膳室内に手洗い設備はございませ

ん。 

本業務対応のために、同仕様書別記 1の 2

平面図中、1階職員室前にある手洗場の水

栓に給湯器を設置する予定です。 

24 

別紙 2学校別仕様書（播磨西小学校）P3.

「14配缶・配送（運搬）・配食（配膳）」

（2）エについて 

「食缶等をクラス別の配膳用カートへ積み

替え、 配膳用カートの配置位置まで 配送

代替配膳室の面積が小さいため、代替配膳

室内に配置することは不可能と想定してお

ります。 

具体的な配置位置は、本町、学校及び受注

者により調整しますが、現時点において
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（運搬）する」とありますが、配置位置と

は配膳室内で宜しかったでしょうか？ 

は、配膳用カートを代替配膳室前の 1階廊

下に配送（運搬）いただくこととしており

ます。 

25 

代替配膳室について 

配膳室内の冷蔵庫は 1 台でしょうか？牛

乳以外の冷蔵品（デザート等）の提供の場

合は、保冷するスペースはありますか。 

「両開き式の大型冷蔵庫 1台」又は「片開

き式の冷蔵庫 2台」を配置予定としてお

り、これらで、牛乳及び牛乳以外の冷蔵品

を保冷する予定としております。 

 


