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令和４年度播磨町学校給食調理配送等業務 

（播磨西小学校）委託仕様書 

 

第１ 総則 

  令和４年度播磨町学校給食調理配送等業務（播磨西小学校）の委託については、本仕

様書の定めるとおりとする。 

第２ 履行期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

第３ 委託の対象となる学校 

  播磨町立播磨西小学校（以下「学校」という。）とする。 

第４ 委託業務内容 

 １ 業務の種類 

(１) 食材料等の受領、検収及び保管 

(２) 給食の調理及び配缶 

(３) 配送（食器及び調理済給食の食缶等の運搬並びに喫食後の食器等の回収） 

(４) 配膳（学校での配膳、学校直送品の受領等） 

(５) 洗浄（回収した食器、食缶及びコンテナ等の洗浄） 

(６) 保管（食器及び食缶を消毒保管） 

(７) 残菜、厨芥及び廃油等の処理 

(８) 残食の計算 

(９) （１）から（８）までに掲げる業務に付帯する業務 

 ２ 稼働予定日数 

   稼働予定日数は、年間１９０日（ただし、１０日未満の増減はこの範囲に含む。）

とする。 

 ３ 献立の内容等 

(１) 献立は１コースとし、その内容は、学校給食会が作成する献立表（様式１及び

様式１の２。以下「献立表」という。）による。 

(２) 献立のうち、炊飯業務を含む主食及び副食の調理（牛乳類、パン類等の製造を

除く。）を担当するものとする。 

 ４ 配送及び回収 

   配送は調理された給食の入った食缶等を播磨町教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）が、指定した時間までに給食配送車で、学校の代替配膳室に配送するものと

する。また、回収は給食終了後、学校の代替配膳室から教育委員会が指定した時間内

に回収するものとする。 

５ 調理業務等 

(１) 身体、服装の点検を行うこと。 

(２) 調理作業は、教育委員会が提供する食材料等を用い、給食の提供日当日に実施
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すること。ただし、教育委員会と協議し、許可を受けたものはこの限りではない。 

(３) 調理準備 

調理作業は、委託業務を請け負う事業者（以下「受託者」という。）の所有する

施設（以下「調理等施設」という。）において、別添の播磨町立中学校給食衛生管

理の基準（以下「学校給食衛生管理の基準」という。）により行うこと。なお、こ

れらに定めのない事項及び作業の詳細については、教育委員会と協議すること。 

(４) 調理等作業区分 

  調理は、給食時間に合わせ、適温で提供するよう、作業実施前までに調理作

業工程書（様式２及び様式２の２。以下「工程書」という。）及び食材料の品目・

種類等に応じた作業動線図（任意様式。以下「動線図」という。）を作成の上、

教育委員会に提出するものとし、作業実施後は、工程書に必要事項を記入の上、

教育委員会に提出するものとする。また、作業実施前後で工程書及び動線図に

変更等があった場合は、作業実施後の行程書提出時に当該変更等の内容を記入

した工程書及び動線図を添付することとし、アレルギー対応に当たっては、別

途動線図等を作成すること。なお、作業区分は、次のとおりとする。 

(ア) 食品の検収 

(イ) 保存食材の採取 

(ウ) 下処理 

(エ) 調理 

(オ) 調味（教育委員会による中間検査を受ける） 

(カ) 検食の準備 

(キ) 検温並びに保存食の採食（調理済食品）、記録及び廃棄 

(ク) 配缶及び配膳 

(ケ) 配送 

(５) 試作 

献立を試作する必要がある場合は、教育委員会と協議の上、献立表により行う

こと。なお、試作に係る費用は原則として受託者の負担とする。 

(６) 配缶 

配缶は、工程書に従い実施すること。なお、工程書に記載のある計量等を含む

ものとする。また、小学校低学年、中学年及び高学年とで分量が異なる点、特に

留意すること。 

(７) 学校への配送及び回収 

ア 調理等施設において主食(飯物)、副食（汁物、焼き物等）をコンテナに格納

し、学校に配送する。なお、配送時には道路交通法等関係法令を遵守し、交通

事故の予防に心がけること。特に、学校敷地内及びその周辺は、徐行運転し、

事故防止に細心の注意を払うこと。 

イ 学校の給食配送車駐車場及びコンテナの取り出し作業場所は、別記１「校舎
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配置図」のとおりとする。 

(８) 学校での配膳業務 

ア 配送されたコンテナの受領及び確認並びに各クラスへの配膳準備等 

イ 学校へ直接配送される牛乳等の受領及び検収並びに各クラスへの配膳準備 

ウ 学校へ直接配送される食品の必要に応じた保冷庫への保管 

エ 給食終了後の食器具類の回収、コンテナの格納、代替配膳室の片付け、残食

計算及び清掃並びに配膳場所等の清掃 

※ 配送及び配膳ともに、工程書及び喫食時間等記録表（様式３）に必要事項を

記入し、教育委員会に提出すること。また、配膳の際は、手洗いを行うととも

に、専用の白衣を着用すること。なお、学校の代替配膳室については、別記２

のとおりとする。また、本仕様書に基づく業務は、播磨西小学校校舎大規模改

造工事（第Ⅲ期）に伴う業務であり、学校においては配膳室が使用できないこ

とから、契約履行にあたっては配膳の用に供するための別教室を転用するため、

当該教室（代替配膳室）の使用方法について、事前に教育委員会と協議するこ

と。 

(９) 食器具類の洗浄、消毒、保管、清掃等 

食器具類及び調理器具類の洗浄、消毒、保管及び日々の清掃を調理等施設におい

て実施すること。また、コンテナの清掃並びに給食配送車の清掃及び整備につい

ては、次に掲げるところにより調理等施設において実施すること。なお、洗浄作

業等に使用する洗剤等については、教育委員会の指導を受け、自然環境等へ影響

を与えることがないよう十分に配慮すること。 

 ア コンテナの清掃 

   内部、外部に付着した汚れを下洗いした後、コンテナ洗浄機等により洗浄し、

消毒した上、清潔に保管すること。 

 イ 給食配送車の清掃及び整備 

   内部に付着した汚れは下洗いした後、逆性石けん等で消毒すること。また、事

故防止のため、始業・終業時には必ず車輌の点検を行うこと。 

(１０) 残菜、厨芥及び廃油等の処理 

処理に当たっては、リサイクル等環境にやさしい方法を取り入れ、適正に実施す

ること。 

（１１）残食の計算 

残食については、教育委員会が指定する品目ごとに分けて計算し、指定した様式

により報告すること。 

（１２）施設管理 

調理等施設及び学校の代替配膳室は、毎日清掃し、常に整理整頓しておくこと。 

（１３）日常点検 

  ア 委託業務の各工程における衛生管理については、学校給食日常点検票（様式
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４）及び学校配膳日常点検票(様式５)（以下これらを「日常点検票」という。）   

により常に点検し、衛生管理の徹底に努めること。 

 イ 日常点検票に基づく衛生管理チェックは、業務責任者又は配膳員が毎日実施

し、作業終了後業務責任者が確認の上、教育委員会に提出すること。 

ウ 調理従事者（委託業務のうち給食の調理作業に従事するものをいう。以下同

じ。）の健康状態に常に注意し、毎日、個人別に記録を残すこと。 

６ 特別清掃 

(１) 目的等 

特別清掃は、夏季休業等により一定期間給食調理等に使用していなかった施設

等を、給食の再開前に衛生的に使用するため実施することを目的とする。なお、実

施に際しては、時間等を含め教育委員会と調整すること。 

(２) 対象施設及び内容 

学校の代替配膳室の清掃、点検、消毒等。なお、施設内の具体的な場所につい

ては、教育委員会から別途指示する。 

(３) 清掃作業 

 ア 準備 

(ア) 作業の従事者は、清潔で清掃にふさわしい着衣と髪覆いを着用すること。 

(イ) 清掃方法等については、教育委員会に十分に確認し作業を行うこと。 

   イ 作業上の注意 

(ア) 清掃作業等は、教育委員会と協議の上決定し、実施すること。 

(イ) 作業基準を遵守し、安全衛生に万全を期すこと。 

   ウ 厨芥等の処理 

     イにより発生した厨芥等の処理は、「５ 調理業務等」(１０)と同様とする。 

   エ その他 

(ア) 清掃作業中に事故や備品類の破損等が発生した場合は、作業を中断し、直

ちに学校及び教育委員会に連絡し、必要な指示を受け、迅速に対処すること。 

(イ) 清掃作業に使用する水、電気、ガス等については必要最小限にとどめるこ

と。 

(ウ) 学校で実施される工事及び害虫駆除等の際には、学校に協力すること。 

(エ) その他、清掃作業の内容等に不明な点がある場合は、教育委員会に確認及

び協議すること。 

(オ) 清掃用具等は常に整理整頓しておくこと。 

（４）調理等施設についても、同様の特別清掃を実施すること。 

７ 献立の内容及び食数の指示 

献立の内容及び食数については、教育委員会から次の表の左欄に掲げる事項につい

て、同表の中欄に掲げる書面により、原則として同表の右欄に掲げる時期に指示する

ので、これによること。なお、各指示の後、必要に応じて打合せを行う。 
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１か月分の献立の

予定 

献立表（様式１及び様

式１の２） 

当該献立に係る給食を実施する月

（以下「実施月」という。）の前月

の初日 

１か月分の献立及

び食数（いずれも１

日を単位とする。） 

工程書及び給食人数表

（様式６） 

実施月の初日の７日前 

食数等の変更 給食人員表（様式７） 変更しようとする日の２日前まで 

※アレルギー対応については、別途対応を要する。 

８ その他 

   配膳等の日常業務に使用する水、電気、ガス等については節減に努めること。 

９ 事故対策 

(１) 緊急連絡網の整備 

受託者は、非常事態に備え、速やかに情報連絡体制が取れるように、緊急連絡網

を整備し、常時管理するとともに、教育委員会にも提出すること。 

(２) 事故防止 

ア 受託者は、常に調理従事者の健康状態に留意し、調理従事者が心身ともに万全

な状態で作業に当たれるよう十分配慮すること。 

イ 調理作業中は、持ち場を離れないようにし、火災等の事故防止に努めること。 

(３) 事故対応 

ア 万一、給食による事故、食中毒、その他非常事態が発生した場合、受託者は適

切な応急処置を行うとともに、直ちに教育委員会に連絡した後、遅滞なく、   

事故報告書（調理関係）（様式８）を提出すること。 

イ 急病又は衛生上問題が生じる等の理由で、やむを得ず給食従事者（委託業務に

従事する者をいう。以下同じ。）が業務に従事できない場合は、受託者の責任に

おいて、委託業務が完全に履行できるよう代替策を講じるとともに、直ちに教育

委員会へ連絡すること。 

ウ 学校への配送途中に渋滞等により到着が遅れる場合は、直ちに学校長及び教育

委員会へ電話で連絡を取ること。また、回収途中での渋滞等による遅れについて

も同様とすること。 

エ 給食の学校への配送及び回収を行う際に給食配送車による交通事故が生じた

場合は、関係諸法令に基づいた措置を取るとともに、直ちに状況を教育委員会及

び関係者に連絡するとともに、その詳細を書面により速やかに教育委員会に報告

すること。 

第５ 経費負担区分 

  別記３「経費負担区分一覧表」のとおりとする。 

第６ 支払方法 

  委託料は、月を単位として支払うものとし、当月の委託業務の実施状況について委託
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業務完了報告書（様式９）により確認した上、当該月の翌月に受託者からの請求に基づ

き支払う。 

第７ 物品の貸与 

  委託期間中、食器及び食缶、運搬用コンテナ等を貸与するので、これを使用して給食

の提供を行うこと。 

  貸与を受けた物品は、委託業務についてのみ使用するとともに、受託者の責任におい

て管理し、適正に維持・保管するものとする。なお、委託期間終了後は、直ちに返還す

るものとする。 

第８ 調理等施設の利用制限 

１ 受託者は、調理等施設の非汚染作業区域において、「第４ 委託業務内容」「１ 業

務内容」（２）に掲げる業務（以下「調理・配缶業務」という。）が行われている間に、

委託業務以外の業務を行うときは、委託業務に支障を来たさない範囲で行うとともに、

あらかじめ、当該行おうとする業務の内容を教育委員会に届け出なければならない。 

２ 教育委員会は、調理等施設において１の規定による届出に係る業務が行われた場合、

委託業務に支障が生じ、又はその恐れがあると認めるときは、当該届出に係る業務の

内容の変更を求めることができる。 

第９ 受託者の責務 

 １ 履行上の注意 

受託者は、委託業務が学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）その他の学校給食

に関する法令の規定に基づき教育の一貫として行われるものであることを十分に認

識し、安全・衛生に努めるともに、委託業務を継続的かつ安定的に実施しなければな

らない。 

 ２ 給食従事者の配置等 

(１) 給食従事者の配置 

受託者は、委託業務を実施するため、少なくとも次に掲げる給食従事者を配置

するとともに、これらの者が継続的に委託業務に従事できるように配慮しなけれ

ばならない。 

ア 調理業務責任者 

イ 調理業務責任者代理者 

ウ 調理従事者 

エ 栄養士 

オ 食品衛生責任者 

カ 給食配送車運転者等 

キ 学校配膳員 

(２) 給食従事者の職務等 

ア 調理業務責任者 

(ア) 調理業務責任者は、受託業務が円滑に遂行するため、当該業務の執行上の
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責任者として、受託者が次に掲げる要件を満たす調理従事者のうちから選任す

る。 

ａ 常勤の正規の社員であること。 

ｂ 給食調理業務に３年以上の調理経験があること。 

(イ) 調理業務責任者は、受託業務の執行に当たっては、教育委員会と随時協議

するとともに、当該業務の執行管理及び衛生管理の事務をつかさどる。 

イ 調理業務責任者代理者 

調理業務責任者代理者は、調理業務責任者が不在の時にその職務を代理する者

とし、「ア 調理業務責任者」（ア）に準じて受託者が選任する。 

ウ 調理従事者 

(ア) 調理従事者は、給食の作業に従事する。 

(イ) 調理従事者の配置の要件は、次のとおりとする。 

ａ 調理師免許を有している社員が、委託業務に２人以上従事していること。 

ｂ 大量調理の経験者がいること。 

エ 栄養士 

(ア) 栄養士は、検収に協力し、かつ、食材料等を含む物品の管理をするととも

に、工程書に基づき調理従事者に指導等を行い、調理業務責任者とともに衛生

管理の徹底を図る。 

(イ) 常勤の正規の社員とする。 

オ 食品衛生責任者 

     食品衛生責任者は、兵庫県食品衛生法基準条例（平成１１年兵庫県条例第５６

号）第２条第１項の規定に基づく責任者とする。 

カ 給食配送車運転者等 

(ア) 給食配送車運転者等は、学校への給食の配送及び食器具等の回収並びにこ

れらのために給食配送車を運転する者とする。 

(イ) 給食配送車を運転する者は、当該給食配送車を運転することができる運転

免許を有し、現に公道を運転することができる者でなければならない。 

キ 学校配膳員 

(ア) 学校配膳員は、学校での配膳業務に従事する。 

(イ) 学校配膳員の数は、学校での配膳業務に支障のないよう十分な人数を配置

すること。ただし、給食配送車運転者と兼務できるものとする。 

(３) 給食従事者の届出 

受託者は、給食従事者として配置する者のうち「（１）給食従事者の配置」アか

らオに掲げる者については、調理従事者等届出書（様式１０）により、「（１）給

食従事者の配置」カ及びキに掲げる者については、配送従事者等届出書（様式１

０の２）により教育委員会に届け出ること。 

(４) 給食従事者の変更 
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（３）により届け出た給食従事者を変更しようとする場合は、あらかじめ調理

従事者等変更届出書（様式１１）又は配送従事者等変更届出書（様式１１の２）

により教育委員会に届け出ること。なお、給食従事者の変更に当たっては、委託

業務に支障のないように配慮すること。 

(５) 給食従事者の健康管理 

ア 給食従事者には、過去１年以内に健康診断を受診した者で、過去１か月以内に

細菌検査（サルモネラ菌、パラチフスＡ菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌（血

清型Ｏ－１５７）、赤痢菌の５項目）を受け、異常が認められない者を充てるも

のとする。ただし、急病等による応援として委託業務に従事する者は、２週間

以内に行った細菌検査の結果、異常が認められないことが確認できる報告書を

提出すること。 

イ 給食従事者は、１０月から３月の期間においては、毎月ノロウイルス検査（Ｒ

Ｔ－ＰＣＲ法による遺伝子検査又はイムノクロマト法によるノロウイルス抗原

定性検査をいう。以下同じ。）を受けなければならない。 

ウ 受託者は、給食従事者に対し学校給食衛生管理の基準により、委託業務に支障

が出ないよう必要な健康管理を行うこと。 

エ 契約期間中、何らかの事情により給食従事者が委託業務に従事しない期間が発

生した場合であっても、細菌検査等（細菌検査、ノロウイルス検査及びその他必

要に応じた検査をいう。以下同じ。）は実施すること。 

オ 細菌検査等の結果については、検便結果成績報告書（様式１２）により教育委

員会に報告すること。 

(６) 給食従事者に対する研修 

ア 受託者は、次の研修を実施し、給食従事者の資質の向上を図るように努める

ものとする。ただし、（エ）の研修については、全ての給食従事者が年１回以上

参加しなければならない。 

(ア) 安全に関するもの 

(イ) 調理技術に関するもの 

(ウ) 調理機器の日常点検、管理、取扱い等に関するもの 

(エ) 学校給食衛生管理に関するもの 

イ アに掲げる研修の計画等については、事前に教育委員会へ報告すること。 

３ 衛生管理及び衛生検査 

(１) 受託者は、給食従事者に対する衛生教育を実施し、調理施設及び設備の衛生管

理を徹底するとともに、定期又は臨時の自主的衛生検査を行うなど、衛生管理の

点検を行い、改善に努めなければならない。 

(２) 受託者は、教育委員会が実施する衛生検査及び保健所の立ち入り検査等に際し

ては、積極的に協力すること。 

４ 関係書類の取扱い 
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受託者は、必要な帳票類を履行場所に備え、給食従事者が常用できるようにしてお

かなければならない。 

５ 業務報告 

   受託者が行う委託業務に係る各種の報告、届出等については、前各項に定めるもの

のほか、別記４「報告書記録項目一覧表」のとおり提出すること。なお、様式につい

ては、教育委員会と受託者が協議の上、変更することができる。 

６ 履行状況の確認 

(１) 受託者は委託業務の履行に当たっては、教育委員会と事前に十分な打合せを行

い、委託業務の履行上疑義があるときは、あらかじめ確認しておくこと。 

(２) 受託者は、随時、教育委員会に委託業務の履行状況を報告し、当該業務の円滑

な運営を図ること。 

７ 調査報告及び業務改善 

(１) 受託者は、委託業務に関し、教育委員会から調査又は報告を求められたときは、

これに協力しなければならない。 

(２) 受託者は、（１）の調査又は報告に基づき業務の改善に関する指示を受けたとき

は、当該業務の改善に関する報告書を教育委員会に提出するとともに、必要な改善

をしなければならない。 

８ 守秘義務 

受託者は、業務上知り得た秘密は、一切第三者に漏らしてはならない。契約が解除

され、又は契約期間が満了した後においても同様とする。 

９ 代替保証 

受託者は、労働争議その他の事情により、一時的に本仕様書に定めるところにより

給食を実施することができないときは、受託者の責任により代替食を用意して生徒等

に提供すること。この場合において、受託者が代替食を提供することができないこと

により、受託者に代わって教育委員会が用意した代替食の費用を補償すること。 

 10  事前調理実習 

受託者は、必要に応じて次に掲げるところにより、給食開始日の 2日前までに事前

調理実習を実施すること。 

(１) 実施に当たっては、あらかじめ教育委員会と協議すること。 

(２) 食数及び献立は、献立表及び給食人数表に従うこと。 

(３) 事前調理実習に要する経費は、受託者の負担とする。 

 11 その他 

(１) 関係法令等を遵守し、業務を行うこと。 

(２) 本仕様書に定めのない事項については、教育委員会と受託者が協議して決定す

る。 

(３) 本仕様書に疑義があるときは、教育委員会と受託者が協議し、疑義を解消する

ものとする。 
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(４) 前２号に規定する協議を行ったときは、協議結果を書面化し、双方で確認の上、

各１部を控えるものとする。 


