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１ 業務名 

中学校給食調理等業務（〇〇校） 

 

２ 履行場所 

中学校 所在地 

〇〇中学校 堺市〇区… 

〇〇中学校 堺市〇区… 

 ：  ： 

 ：  ： 

 ：  ： 

 ：  ： 

 

３ 履行期間 

令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで 

注）必要に応じて、履行期間前に、履行準備行為を実施するものとする。 

注）本市は全員喫食制度の導入を予定しており、その進捗状況により、履行期間を

短縮する場合があり、その場合には減額の変更契約を行うものとする。 

 

４ 基本条件 

(1) 各年度の給食実施日数は年 200日前後とし、学校課業日に中学校給食を実施する。

ただし、各年度の暦や学校行事等との関係で、中学校毎に増減する場合がある。 

(2) 各中学校の生徒数と教職員数を合算した数は、次のとおりであり、令和 3 年度第 1

学期は、これを基準とする。令和 3年度第 2学期以降については、第 1学期を前年

度の 5月 1日時点、第 2学期以降分を当該年度の 5月 1日時点における生徒数と教

職員数を合算した数を基準とする。 

この業務の最大喫食率は 15％である。ただし、喫食率が 15％を超える場合は、発注

者と受注者とでその超過部分の実施について協議するものとする。 

中学校 
生徒数＋ 

教職員数 
中学校 

生徒数＋ 

教職員数 

〇〇中学校 〇〇人 〇△中学校 〇〇人 

  ：    ：  ：  

  ：    ： ：  

(3) 本市が作成した堺市中学校給食衛生管理手引（随時改訂されるものであり、改訂後

も同様である。）に基づいた衛生管理を確実に実施すること。また、堺市中学校給食

衛生管理手引に記載のない事項については、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理

マニュアル」及び学校給食法第 9条第 1項の規定に基づく文部科学省の「学校給食

衛生管理基準」に準拠すること。また、文部科学省が作成した「調理場における衛

生管理＆調理技術マニュアル」、「調理場における洗浄・消毒マニュアル」、「学校給

食調理場における手洗いマニュアル」についても準拠すること。 

(4) 発注者が受注者に貸与する設備、厨房備品及び消耗品については表 1のとおりであ
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る。受注者が準備する配膳室用調理器具・備品・消耗品等については表 2のとおり

であり、受注者が物品を調達し、使用するものとする。 

 

５ 利用対象者及び調理食数 

利用対象者は生徒及び教職員等とし、中学校毎の調理食数は本市の中学校給食予約シ

ステム等を通して月単位で受注者に指示するものとする。調理食数は中学校給食のみで

あり、後述するランチサポートミニは含まない。契約金額の総価契約部分と単価契約部

分の区分は、調理食数を基準とする。 

 

６ 業務内容 

(1) 従事者の配置 

受注者は、下記の従事者を配置すること。 

① 総括責任者（1名以上） 

業務全般を統括し、各業務責任者や従事者と密接な連携を図り委託業務の円滑な

遂行を図るとともに、窓口として本市や中学校との連絡調整にあたること。総括責

任者の不在に備えて、又は受注量に応じて、業務の履行に関して本市との連絡調整

ができる体制を整備すること。 

② 栄養士（1名以上） 

管理栄養士又は栄養士の有資格者を配置すること。栄養士は、調理業務、配送業

務、配膳業務における衛生管理の徹底を図るとともに、本市の献立作成に中学校給

食調理等業務上の立場から協力すること。栄養士の不在に備えて、又は受注量に応

じて、業務の履行に関して本市との連絡調整ができる体制を整備すること。 

③ 調理業務責任者（1名以上）、調理業務従事者 

給食施設に、調理業務責任者と調理業務従事者を配置すること。調理業務責任者

は、集団給食の調理業務に 2年以上の経験を有する調理師有資格者のうちから選任

すること。調理業務責任者は、給食施設において調理業務従事者を管理して、調理

業務を中心となって遂行すること。調理業務責任者の不在に備えて、又は受注量に

応じて、業務を適正に履行し、本市と連絡調整できる体制を整備すること。 

④ 配送業務従事者 

配送車両の運転に必要な自動車運転免許証等の有資格者を配置し、中学校給食の

配送、配膳室への搬入、車両の洗浄消毒を行うこと。 

⑤ 配膳業務責任者（各中学校 1名以上）、配膳業務従事者 

各中学校の配膳室に、配膳業務責任者と配膳業務従事者を配置すること。1 日の

業務開始から終了までは、配膳業務責任者として 1名以上配置し、配膳業務責任者

は食品衛生責任者の有資格者とすること。各中学校への給食搬入時から生徒の弁当

箱返却時までは、喫食数が 100食（中学校給食とランチサポートミニの合算した数

であり、この項目において同じ。）未満の場合は最低 1人以上、喫食数が 100食以上

かつ 200 食未満の場合は最低 2 人以上、200 食以上かつ 300 食未満の場合は最低 3

人以上、300 食以上かつ 400 食未満の場合は最低 4 人以上の配膳業務従事者を配置

すること。 
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ただし、この配置人数は配膳業務を適正に履行するための最低人数であり、献立

や各中学校の状況その他の事情を考慮して、配置時間や配置人数を必要に応じて追

加すること。 

配膳業務責任者の不在に備えて、又は受注量に応じて、業務を適正に履行し、本

市と連絡調整できる体制を整備すること。 

⑥ 配置報告 

責任者、従事者の配置日の 20日前（その日が土曜・日曜・祝日等休日の場合は、

その前日とする。）までに、その従事者名簿等を本市に提出すること。従事者を交替

する場合も同様に従事者名簿等を提出すること。また、中学校に配置する配膳業務

責任者、配膳業務従事者については、従事する中学校にも従事者名簿を提出するこ

と。 

(2) 調理・配送業務 

① 受注者の給食施設の条件 

(ア) 学校給食衛生管理基準第 2を標準とすること。 

○学校給食衛生管理基準 

 

第２ 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準 

１ 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準は、次の各号に掲げる項目ごと

に、次のとおりとする。 

（1） 学校給食施設 

① 共通事項 

一 学校給食施設は、衛生的な場所に設置し、食数に適した広さとすること。また、

随時施設の点検を行い、その実態の把握に努めるとともに、施設の新増築、改築、

修理その他の必要な措置を講じること。 

二 学校給食施設は、別添の「学校給食施設の区分」に従い区分することとし、調理

場（学校給食調理員が調理又は休憩等を行う場所であって、別添中区分の欄に示す

「調理場」をいう。以下同じ。）は、二次汚染防止の観点から、汚染作業区域、非汚

染作業区域及びその他の区域（それぞれ別添中区分の欄に示す「汚染作業区域」、「非

汚染作業区域」及び「その他の区域（事務室等を除く。）」をいう。以下同じ。）に部

屋単位で区分すること。ただし、洗浄室は、使用状況に応じて汚染作業区域又は非

汚染作業区域に区分することが適当であることから、別途区分すること。また、検

収、保管、下処理、調理及び配膳の各作業区域並びに更衣休憩にあてる区域及び前

室に区分するよう努めること。 

三 ドライシステムを導入するよう努めること。また、ドライシステムを導入してい

ない調理場においてもドライ運用を図ること。 

四 作業区域（別添中区分の欄に示す「作業区域」をいう。以下同じ。）の外部に開放

される箇所にはエアカーテンを備えるよう努めること。 

五 学校給食施設は、設計段階において保健所及び学校薬剤師等の助言を受けるとと

もに、栄養教諭又は学校栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）その他の関係者の

意見を取り入れ整備すること。 

② 作業区域内の施設 

一 食品を取り扱う場所（作業区域のうち洗浄室を除く部分をいう。以下同じ。）は、

内部の温度及び湿度管理が適切に行える空調等を備えた構造とするよう努めるこ

と。 

二 食品の保管室は、専用であること。また、衛生面に配慮した構造とし、食品の搬

入及び搬出に当たって、調理室を経由しない構造及び配置とすること。 

三 外部からの汚染を受けないような構造の検収室を設けること。 

四 排水溝は、詰まり又は逆流がおきにくく、かつ排水が飛散しない構造及び配置と

すること。 

五 釜周りの排水が床面に流れない構造とすること。 

六 配膳室は、外部からの異物の混入を防ぐため、廊下等と明確に区分すること。ま
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た、その出入口には、原則として施錠設備を設けること。 

③ その他の区域の施設 

一 廃棄物（調理場内で生じた廃棄物及び返却された残菜をいう。以下同じ。）の保管

場所は、調理場外の適切な場所に設けること。 

二 学校給食従事者専用の便所は、食品を取り扱う場所及び洗浄室から直接出入りで

きない構造とすること。また、食品を取り扱う場所及び洗浄室から３ｍ以上離れた

場所に設けるよう努めること。さらに、便所の個室の前に調理衣を着脱できる場所

を設けるよう努めること。 

（2）学校給食設備 

① 共通事項 

一 機械及び機器については、可動式にするなど、調理過程に合った作業動線となるよ

う配慮した配置であること。 

二 全ての移動性の器具及び容器は、衛生的に保管するため、外部から汚染されない構

造の保管設備を設けること。 

三 給水給湯設備は、必要な数を使用に便利な位置に設置し、給水栓は、直接手指を触

れることのないよう、肘等で操作できるレバー式等であること。 

四 共同調理場においては、調理した食品を調理後２時間以内に給食できるようにする

ための配送車を必要台数確保すること。 

② 調理用の機械、機器、器具及び容器 

一 食肉類、魚介類、卵、野菜類、果実類等食品の種類ごとに、それぞれ専用に調理用

の器具及び容器を備えること。また、それぞれの調理用の器具及び容器は、下処理用、

調理用、加熱調理済食品用等調理の過程ごとに区別すること。 

二 調理用の機械、機器、器具及び容器は、洗浄及び消毒ができる材質、構造であり、

衛生的に保管できるものであること。また、食数に適した大きさと数量を備えること。 

三 献立及び調理内容に応じて、調理作業の合理化により衛生管理を充実するため、焼

き物機、揚げ物機、真空冷却機、中心温度管理機能付き調理機等の調理用の機械及び

機器を備えるよう努めること。 

③ シンク 

一 シンクは、食数に応じてゆとりのある大きさ、深さであること。また、下処理室に

おける加熱調理用食品、非加熱調理用食品及び器具の洗浄に用いるシンクは別々に設

置するとともに、三槽式構造とすること。さらに、調理室においては、食品用及び器

具等の洗浄用のシンクを共用しないこと。あわせて、その他の用途用のシンクについ

ても相互汚染しないよう努めること。 

④ 冷蔵及び冷凍設備 

一 冷蔵及び冷凍設備は、食数に応じた広さがあるものを原材料用及び調理用等に整備

し、共用を避けること。 

⑤ 温度計及び湿度計 

一 調理場内の適切な温度及び湿度の管理のために、適切な場所に正確な温度計及び湿

度計を備えること。また、冷蔵庫・冷凍庫の内部及び食器消毒庫その他のために、適

切な場所に正確な温度計を備えること。 

⑥ 廃棄物容器等 

一 ふた付きの廃棄物専用の容器を廃棄物の保管場所に備えること。 

二 調理場には、ふた付きの残菜入れを備えること。 

⑦ 学校給食従事者専用手洗い設備等 

一 学校給食従事者の専用手洗い設備は、前室、便所の個室に設置するとともに、作業

区分ごとに使用しやすい位置に設置すること。 

二 肘まで洗える大きさの洗面台を設置するとともに、給水栓は、直接手指を触れるこ

とのないよう、肘等で操作できるレバー式、足踏み式又は自動式等の温水に対応した

方式であること。 

三 学校食堂等に、児童生徒等の手洗い設備を設けること。 

（3） 学校給食施設及び設備の衛生管理 

一 学校給食施設及び設備は、清潔で衛生的であること。 

二 冷蔵庫、冷凍庫及び食品の保管室は、整理整頓すること。また、調理室には、調理

作業に不必要な物品等を置かないこと。 

三 調理場は、換気を行い、温度は 25℃以下、湿度は 80％以下に保つよう努めること。

また、調理室及び食品の保管室の温度及び湿度並びに冷蔵庫及び冷凍庫内部の温度を

適切に保ち、これらの温度及び湿度は毎日記録すること。 
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四 調理場内の温度計及び湿度計は、定期的に検査を行うこと。 

五 調理場の給水、排水、採光、換気等の状態を適正に保つこと。また、夏期の直射日

光を避ける設備を整備すること。 

六 学校給食施設及び設備は、ねずみ及びはえ、ごきぶり等衛生害虫の侵入及び発生を

防止するため、侵入防止措置を講じること。また、ねずみ及び衛生害虫の発生状況を 1

ヶ月に 1 回以上点検し、発生を確認したときには、その都度駆除をすることとし、必

要な場合には、補修、整理整頓、清掃、清拭、消毒等を行い、その結果を記録するこ

と。なお、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、食品を汚染しないようその取扱いに

十分注意すること。さらに、学校給食従事者専用の便所については、特に衛生害虫に

注意すること。 

七 学校給食従事者専用の便所には、専用の履物を備えること。また、定期的に清掃及

び消毒を行うこと。 

八 学校給食従事者専用の手洗い設備は、衛生的に管理するとともに、石けん液、消毒

用アルコール及びペーパータオル等衛生器具を常備すること。また、布タオルの使用

は避けること。さらに、前室の手洗い設備には個人用爪ブラシを常備すること。 

九 食器具、容器及び調理用の器具は、使用後、でん粉及び脂肪等が残留しないよう、

確実に洗浄するとともに、損傷がないように確認し、熱風保管庫等により適切に保管

すること。また、フードカッター、野菜切り機等調理用の機械及び機器は、使用後に

分解して洗浄及び消毒した後、乾燥させること。さらに、下処理室及び調理室内にお

ける機械、容器等の使用後の洗浄及び消毒は、全ての食品が下処理室及び調理室から

搬出された後に行うよう努めること。 

十 天井の水滴を防ぐとともに、かびの発生の防止に努めること。 

十一 床は破損箇所がないよう管理すること。 

十二 清掃用具は、整理整頓し、所定の場所に保管すること。また、汚染作業区域と非

汚染作業区域の共用を避けること。 

２ 学校薬剤師等の協力を得て（1）の各号に掲げる事項について、毎学年 1 回定期に、（2）

及び（3）の各号に掲げる事項については、毎学年 3 回定期に、検査を行い、その実施記録

を保管すること。 

(イ) 前記アに加えて、次の項目を準拠すること。 

・給食施設は、検収室、食材料保管室、下処理室、調理室、盛付室、保温カート

保管室及び洗浄室を有し、それぞれの区域を明確に区分すること。また、汚染

作業区域と非汚染作業区域の動線に交差及び重複が生じない構造であること

（学校給食衛生管理基準別添の「学校給食施設の区分」を参照）。 

・各区域に手洗い設備を設置すること。 

・低温での保管が必要な食材料の保管室は、冷蔵機能又は冷凍機能を有し、食数

に応じた十分な広さがあるものを用途別（食材料用及び調理済み用等）に備え、

適切な温度の管理がなされた衛生的なものであること。常温で保管する食材料

の保管室は適切な温度、湿度の管理がなされた衛生的なものであること。また、

両者については、本市の中学校給食の食材料が本市以外の一般食材料（後述す

るランチサポートミニを含む。）と混ざらないように区分して保管するスペース

があること。 

・給食用の弁当箱及び全ての移動性の器具や容器は、熱風式消毒保管庫（これと

同等以上の機能を有すると本市が認める機器も可とする。）により摂氏 85℃で

30分以上消毒し、乾燥させ、外部から汚染されない構造の保管設備で衛生的に

保管することができること。 

・調理室に、揚げ物機、調理用スチームコンベクションオーブン、真空冷却機及

び調理釜（これらと同等以上の機能を有すると本市が認める機器も可とする。）

を設置すること。また、中学校給食を入れた弁当箱を保温カートに入れる前に、
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弁当箱を再加温する「再加温用」スチームコンベクションオーブン（前述の「調

理用」スチームコンベクションオーブンとは別である。）を設置すること。 

・保温カートを予熱し、保管しておく清潔な場所を所有していること。調理した

中学校給食を入れた弁当箱を番重（株式会社台和 コンテナ№20-1、保温カー

ト毎に 8個付属）に並べて、再加温後に保温カートに入れ、配送車両に積載す

ること。動線は、下記のとおりになるように努めること。 

積み込み時：調理⇒盛付⇒再加温⇒保温カート⇒配送車両 

返却時  ：配送車両⇒保温カート⇒カート保管室 

配送車両⇒弁当箱・番重⇒洗浄室 

② 給食管理 

(ア) 給食のサイズ 

成長期の子どもたちの食事量に対応して、「小盛」サイズ、「標準」サイズ、

「大盛」サイズの 3サイズを提供する。「小盛」サイズ、「大盛」サイズの定義

は以下のとおりとする。 

・「小盛」サイズ：標準サイズの主食の量を減量するもの。 

・「大盛」サイズ：標準サイズの主食の量を増量するもの。 

(イ) 適温給食 

給食は、主食と温かい副食は本市が用意する保温カートを、冷たい副食は受

注者が用意する保冷コンテナ等を、本市が指定する汁物等は受注者が用意する

保温食缶等を使用して、各中学校の配膳室に適温で配送すること。 

(ウ) 献立 

・献立は本市が作成する。受注者は、給食調理等業務上の立場から、本市の献

立作成に協力すること。 

・新献立等については、試作について協力すること。 

・献立表作成のため、本市が指定する日時に、指示する献立の試作品を調理し

その写真を提出すること。 

・使用する食材料は、発注者が指定するものが調達し、受注者が指定する場所

へ配送する。 

・安全で衛生的に効率よく調理するため、献立ごとに調理作業の手順、時間及

び従事者を示した「作業工程表」と食材料の動線を示した「作業動線図」を、

本市の指示する日までに作成し報告すること。 

(エ) 検食 

受注者は、各中学校において給食開始 30分前に、1食分の給食を中学校長又

は中学校長の指示する者に配膳し、検食を受けること。検食の結果は業務改善

の参考とすること。 

③ 食材料管理 

(ア) 給食施設に納入される食材料は、原則、調理業務責任者が検収表に基づき検収

を行い、記録をすること。 

(イ) 受注者の責に帰する食材料の損失については、受注者が弁済すること。 

④ 調理・配送作業 
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(ア) 保温カートの予熱 

・保温カートは、受注者の保温カート保管室で保管し、衛生的に取り扱うこと。 

・受注者は、弁当箱等に入れた中学校給食を収納する前に保温カートの予熱運転

を行い、庫内の温度を 85℃に温めること。 

(イ) 調理 

・調理は、本市が作成した「調理指示書」に従って行うこと。 

・調理にあたっては、安全及び衛生に細心の注意を払うこと。 

・本市の中学校給食を調理する時間帯は、各作業区域で中学校給食とそれ以外の

調理作業を並行して行わないこと。 

・本市の中学校給食の調理を行う際は、先に行っていた作業の後に、給食施設内

の機器類や作業台等の洗浄、消毒を確実に実施し作業を行うこと。 

・主食、副食毎の調理重量を実施日ごとに確認し、記録すること。 

(ウ) 盛付 

・調理した中学校給食は、「調理指示書」に従い、本市が用意する弁当箱・蓋（主

食用 1種類、副食用 2種類（温かい、冷たい）、カップ・蓋 1種類に盛り付けす

ること。 

・主食については、本市が指定する分量（「小盛」サイズ、「標準」サイズ、「大盛」

サイズ）に分けて盛り付けすること。 

・本市が指定する汁物等の献立については、保温食缶に配食し、中学校に搬入す

ること。その際、消毒済みのカップ・蓋、配食用の器具も、外部から汚染を受

けない蓋付容器等に入れ、中学校に搬入すること。 

(エ) 再加温 

盛り付けを行った弁当箱（温かい副食）は、番重に入れ、再加温用スチーム

コンベクションオーブンで再加温を行った後に、中心温度が 75℃以上で 1分間

保持されていることを確認し、保温カートに入れること。調理・盛付後から再

加温までの時間は、可能な限り短縮すること。また、再加温毎に温度確認を行

うこととし、温度確認をしたものは中学校には提供しないこと。 

(オ) 中学校毎の仕分け 

・中学校毎に、「小盛」サイズ、「標準」サイズ、「大盛」サイズの数を間違いなく

仕分けること。 

・上記のほかに、本市が指示する場合、指定の食数を保健給食課へ配送すること。 

・調理食数以外に、中学校毎に、保存食用として「標準」サイズを 1食と、異物

混入時や配膳時の不備等への対応として予備食を本市が指定する数量用意する

こと。これらは調理食数に含まれず、契約金額に影響しない。 

(カ) 検食 

調理業務責任者は、配送前に検食を行うこと。 

(キ) 配送 

・配送は、本市が用意する保温カート、受注者が用意する保冷コンテナ等や保温

食缶等を使用して行うこと。 

・主食、温かい副食（上記④エの再加温した後）については、保温カートに入
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れて配送すること。それ以外については、本市の指示に従うこと。 

・各中学校の配膳室には、概ね午前 11時 00分以降に到着するように配送する

こと。また、再加温後から各校の配膳室に納入するまでの時間は可能な限り

短縮することとし、給食開始時間（各中学校により異なるが、概ね午後 12

時 15 分から午後 12 時 45 分まで）までに学校給食を提供できるように配送

車両の数を確保すること。 

・配送温度は、上記②イのとおりとすること。必要であれば、蓄冷材等を使用

すること。 

・配送は衛生的に支障のないように行うこと。 

・配送車両は、配送業務にかかる作業中は専用とし、配送業務以外の業務と兼

用で使用しないこと。 

・配送の際は、事故等が生じないように細心の注意を払うこと。 

・配送車両の中学校への出入りについては、本市及び各中学校の指示に従うこ

と。また、中学校内では、生徒の安全を十分に確認し、徐行運転を行うこと。 

・適切なルートを設定し、そのルートを事前に本市に報告すること。 

・事故その他の事情により、配送が予定時刻より遅れる場合は速やかに本市及

び中学校に連絡し、対応策を協議すること。 

(ク) 弁当箱等の回収、洗浄、消毒及び保管 

生徒から下膳された弁当箱等、番重、保温食缶、配食器具は、当日の給食終

了後に速やかに回収し、当日に洗浄・消毒を行い、徹底した衛生管理の下、清

潔な状態で、他の一般調理に使用した食器や器具等と分けて保管すること。 

(ケ) 保温カートの清掃、消毒 

返却された保温カートは、清掃、消毒、乾燥を正しく行い、適切に保管する

こと。 

(コ) 残菜等の処理 

・残菜等は適切な方法で処理を行うこと。また、食材料の搬入に使用された包

装資材等についても同様とする。 

・残菜等は非汚染作業区域に持ち込まないこと。 

・給食施設において、残菜の状況を、実施日毎に、主食・副食別に分けて計量

し、記録・報告すること。 

・6月、11月の残食調査期間は、本市が指定する中学校において、本市が指示

するとおり詳細に計量し、記録報告すること。 

(サ) 保存食の採取 

食材料及び調理済の中学校給食を種類ごとに採取して、清潔な容器（ビニー

ル袋等）に完全に密封して、-20℃以下で 2週間以上保存すること。 

(3) 配膳業務 

① 受注者は、各中学校の配膳室の食品営業許可（飲食店営業）を取得すること。 

② 配送された中学校給食（牛乳を含む。）の 1食分を保存食として配膳室の保存食用

冷凍庫に保管すること。 

③ 配送された中学校給食（牛乳を含む。）の数量を確認し、給食開始時まで適切に温
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度管理し、保管すること。 

④ 本市が指示する方法により、給食開始時に、生徒に円滑に中学校給食を受け渡し、

生徒の給食時間を確保すること。 

⑤ 返却された弁当箱等の個数を確認し、不足する場合は中学校に申し出ること。 

⑥ 配膳室不在時は施錠を行うこと。 

⑦ 配膳室の火元の確認を行い、火災等を防止すること。 

⑧ 中学校給食申込用マークシート及び「ずっと予約」申出書を配膳室に設置して生徒

等に配付し、申込み等に関して中学校等と調整すること。 

(4) ランチサポートミニ業務 

① ランチサポートミニの概要 

(ア) 生徒が家庭弁当を持参できない場合の補完支援策として、ランチサポートミニ

を有料で提供する。 

(イ) ランチサポートミニの内容は、ご飯とレトルトパウチ食品とする。 

(ウ) ランチサポートミニを提供する当日の朝（概ね午前 8時頃から 9時頃まで）に、

配膳室で、生徒等からの直接注文を受け付け、代金の収受を行い、引換券を発

行する。 

(エ) 注文のあったランチサポートミニは、中学校給食と一緒に配送する。 

(オ) 配膳室のコンロで、レトルトパウチ食品を温め、ランチサポートミニを注文し

た生徒に、ご飯とレトルトパウチ食品を提供する。 

② 提供するランチサポートミニの規格は次のとおりとし、サイズは 1種類とする。 

(ア) ご飯（精米で 100グラム） 

(イ) レトルトパウチ食品 

③ ランチサポートミニの価格は、1食 250円とする。 

④ ランチサポートミニ注文受付 

(ア) 配膳室で、弁当を提供する当日の朝に、生徒等からの直接注文を受け付け、代

金の収受を行うこと。 

(イ) 注文用紙は、当日不足が生じないようにすること。 

(ウ) 注文用紙の控えは、適切に保管すること。 

(エ) 生徒から受けた注文数を給食施設に連絡すること。 

⑤ 給食施設での作業 

(ア) 当日、各校の配膳室から報告があった個数を的確に把握すること。 

(イ) 注文数のご飯は給食施設で炊飯し、中学校給食の主食とは別に管理すること。

炊飯したご飯は、中学校給食で使用する主食用弁当箱に配食をすること。 

(ウ) 注文数のご飯及びレトルトパウチ食品を各中学校に仕分けること。 

(エ) レトルトパウチ食品は、給食施設で清潔な容器に入れること。 

⑥ 配送業務 

ランチサポートミニは、中学校給食と一緒に配送すること。 

⑦ ランチサポートミニ受渡し 

(ア) 配膳業務従事者は、中学校に配送されたランチサポートミニを受け取り、数量

を確認すること。 
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(イ) ランチサポートミニは衛生的に取り扱い、容器を床に置かないこと。 

(ウ) 配膳室内コンロで鍋に湯を沸かし、レトルトパウチ食品を加温すること。 

(エ) 加温したレトルトパウチ食品は封を開けずに、生徒に受け渡すこと。また、受

け渡すまで衛生的に保管すること。 

(オ) 当日ランチサポートミニを注文した生徒に、ランチサポートミニを確実

に手渡すこと。 

(カ) ランチサポートミニの米飯容器は返却棚に、レトルト容器については、

弁当箱と混ざらないようにゴミ袋に集めること。 

⑧ その他 

(ア) 残渣等がこぼれないようにゴミ袋をしっかり封をし、中学校給食と一緒

に回収すること。 

(イ) ランチサポートミニの利用者数は、学校及び実施日毎に記録し、本市の指示に

応じて、文書で本市に報告すること。 

 

７ 従事者の衛生管理 

(1) 従事者の衛生管理については、厚生労働省作成の「大量調理施設衛生管理マニュア

ル」を遵守すること。 

(2) 栄養士、調理業務責任者・従事者、配送業務従事者、配膳業務責任者・従事者の健

康診断（胸部レントゲンは必須項目とする。）については、労働安全衛生法等の法令

に基づき、年 1回以上実施し、その結果を本市に報告しなければならない。また、

これらの者の健康状態を常に注意し、異常を認めた場合には、速やかに健康診断を

受診させること。 

(3) 栄養士、調理業務責任者・従事者、配送業務従事者、配膳業務責任者・従事者の便

検査については、次のとおり実施し、その結果を本市に報告すること。報告内容は、

便検査の実施者、実施日、検査結果等で包括したもので足りるが、詳細な結果につ

いては受注者で保管し、本市が指示した場合は提出すること。 

① 赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌Ｏ157・Ｏ26・Ｏ111 

月 2回以上 

② ノロウィルス（ＰＣＲ法限定） 

10月から 3月までの間の本市が指定する 2月で各 1回の計 2回及び本市が別途指

定するとき 

(4) 栄養士、調理業務責任者・従事者、配送業務従事者、配膳業務責任者・従事者に対

して、健康状態（下痢、発熱、腹痛、嘔吐、化膿性疾患及び手指等の外傷等の有無

等）を毎日、個人ごとに確認するとともに、本人又は同居人についても発熱や、感

染症又はその疑いがあるかどうかを毎日点検し、異常があると思われるときは、そ

の状態により、適切な処置をとること。 

 

８ 専門的知識の向上 

(1) 受注者は、すべての従事者に対し、中学校給食における知識及び技術、人権意識につ

いて、社内研修等の機会を設けることにより、その向上を図らなければならない。特
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に、人権意識に関するものについては、1年に 1回は必ず実施しなければならない。 

(2) 上述の社内研修等を実施した場合は、その内容を書面にて報告しなければならない。 

 

９ 報告 

受注者は、日常点検票、検収表、作業工程表、作業動線図、検便検査結果報告書等の

必要な帳票・報告書を提出すること。 

 

10 その他 

(1) 受注者は、支払限度額が 1事故あたり 2億円以上の賠償責任保険（ＰＬ法に基づく。）

に加入すること。 

(2) 各中学校における試食会等の実施に付随する作業等についても協力すること。 

(3) 献立変更等による業務変更については、本市との協議により業務を実施すること。 

(4) 本市がデータで配付する「給食素材集」をカラー印刷し、各中学校の配膳室に毎日

掲示すること。 

(5) 中学校に出入りする場合は、必ず名札を着用すること。 

(6) 本市は、給食施設、配送車両、配膳室等の立入検査を随時実施し、契約書、仕様書

及び堺市中学校給食衛生管理手引等に基づき業務が適正に履行されているかを確認

するので、その対応を行うこと。 

(7) 本仕様書は業務の大要を示すもので、定めのない事項であっても、本仕様書に付随

する業務は誠意をもって実施すること。 
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暴力団等の排除について 

 

 

１．入札参加除外者を再委託先等とすることの禁止 

（1） 受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外を受けた者又

は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者を、再委託先並びに受注者及び再委託

先の資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方（以下「再委託先等」という。）

としてはならない。 

（2） これらの事実が確認された場合、本市は受注者に対し、当該再委託先等との再委

託契約等の解除を求めることができる。 

 

２．再委託契約等の締結について 

受注者は、再委託先等との再委託契約等の締結にあたっては、契約締結時には本市

の契約約款に準じた暴力団排除条項を加えることとする。 

 

３．誓約書の提出について 

（1） 受注者は、堺市暴力団排除条例第 8条第 2項に規定する暴力団員又は暴力団密接

関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし契約金額（税込）が 500

万円未満の場合もしくは受注者が国若しくは地方公共団体その他公共団体又は本市

の外郭団体である場合はこの限りでない。 

（2） 受注者は、契約金額（税込）が 500万円以上となる再委託先等がある場合には、

これらの者から堺市暴力団排除条例第 8条第 2項に規定する暴力団員又は暴力団密

接関係者でない旨の誓約書を徴収して、本市へ提出しなければならない。 

（3） 受注者及び再委託先等が当該誓約書を提出しない場合は、入札参加停止を行うも

のとする。 

 

４．不当介入に対する措置 

（1） 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力

団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる

行為（以下「不当介入」という。）を受けたときは、直ちに本市に報告するとともに、

警察に届け出なければならない。 

（2） 受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたと

きは、直ちに本市に報告するとともに、当該再委託先等に対して、警察に届け出る

よう指導しなければならない。 

（3） 本市は、受注者が本市に対し、（1）及び（2）に定める報告をしなかったときは、

堺市暴力団排除条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。 

（4） 本市は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行に

ついて遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が（1）に定める報告

及び届け出又は（2）に定める報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行

期間の延長等の措置をとるものとする。 
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表１ 

 

配膳室 貸与厨房機器・備品・消耗品等 

 

番号 品     名  番号 品     名 

1 調理台 11 返却用ラック 

2 受渡し台  12 保温カート 

3 冷蔵庫 13 パーテーション 

4 牛乳保冷庫  14 掃除用具入れ 

5 保存食用冷凍庫  15 空調設備 

 6 ２槽シンク 16 給湯設備 

7 １槽シンク 17 アルコール用噴霧器（手洗い設備） 

8 二口コンロ   

 9 コンロ台   

10 パンラック   

 

 

 



14/15 

表２ 

受注者が準備する配膳室用調理器具・備品・消耗品等 

消耗品、器具類（抜粋） 

番号 品名 備考 

1 消毒用アルコール エタノール 58.8W/W％以上 60.0W/W％未満 

2 スプレー式アルコール容器 移動用及び器具消毒用 

3 プッシュ式アルコール容器 手指消毒用  

4 爪ブラシ   

5 手洗い用液体石鹸   

6 ペーパータオル   

7 ペーパータオルホルダー   

8 次亜塩素酸ナトリウム   

9 塩素濃度測定器用試験管   

10 塩素濃度測定用薬剤 ＤＰＤ法 

11 使い捨て手袋  

12 やけど防止用手袋 保温カート用 

13 消毒用除菌マット 保温カート用 

14 最高・最低温度計（2台） 冷蔵庫用、牛乳保冷庫用 

15 温度計 保存食用冷凍庫用 

16 中心温度計  

17 ランチサポートミニ用なべ  

18 給食保管用容器 牛乳・個付食品・給食等 

19 
配食用器具類 

レードル・トング（消毒保管庫で消毒可能

な材質のもの） 

20 

配膳用ビニール袋 

環境に配慮した有料化対象外の袋（プラス

チック製買物袋有料化実施ガイドラインに

準ずる） 

21 フリージングパック（保存食用）   

22 ゴミ袋   

23 ポリバケツ 牛乳パック洗浄用・清掃用・トイレ清掃用 

24 ハサミ 牛乳パック洗浄用 

25 モップ（糸）   

26 モップ（柄）   

27 洗浄用具   

28 清掃用具 配膳室用・配膳員専用トイレ用 

29 ポリペール 牛乳パックリサイクル用 

30 厨芥容器  

31 シューズラック  

32 タオル  

33 不織布ふきん  

34 洗剤 合成洗剤の場合は、台所用合成洗剤（食器・

調理器具用）と同等であること。また、食

品衛生法（第 6条、第 11条第 1項、第 2項、

第 62条）に準拠すること。 

35 温湿度計   
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36 時計   

37 事務用品  

（注）・材質等に指定のあるものは、指定されたものを使用すること。 

・食材にふれる可能性のあるものは、環境ホルモン等、有害物質を使用したものは使

用しないこと。 

・使用数、容量及び形状については、仕様に沿って業務を適正に履行できるよう、適

切に用意すること。 

・品名については全てではありません。 

 

 

被服関係（抜粋） 

番号 品名 備考 

1 白衣   

2 帽子   

3 マスク 唾液等浸透しない材質のもの 

4 配食用エプロン  

5 洗浄用エプロン  

6 デッキシューズ 清潔区域用 

7 靴 配膳区域用 

 


