
 

回  答  書 

事業名 朝霞地区一部事務組合立障害者支援施設すわ緑風園給食調理業務委託 

質問事項 回  答 回答者氏名 

とろみ調整剤の発注管理は、施設様管理

でよろしかったでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 すわ緑風園 

高木 

別表３ 給食経費の負担区分に関して 

食器洗浄機洗剤、手洗い洗剤、中性洗剤、

消毒用アルコール、消毒用塩素に関しての

費用は施設様負担でよろしかったでしょ

うか？ 

お見込みのとおりです。 すわ緑風園 

高木 

別表３ 給食経費の負担区分に関して 

人件費について、年度報告書の様式はあ

りますでしょうか？ 

特定の様式はありません。 

人件費として支出した額、給

料、賃金、諸手当、福利厚生費

を報告書として一覧表にして

報告してください。 

すわ緑風園 

高木 

職員様の食事は、提供しないということ

でよろしかったでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 すわ緑風園 

高木 

第４章 その他 ２施設等の使用につい

て 

駐車場の使用については、要件を満たし

た場合に使用する事ができ、申請するもの

とする。とありますが、「要件を満たした

場合」の詳細をご教授お願いできないでし

ょうか？ 

 

通勤距離が片道２キロメー

トル以上のものであり、始業時

間が午前７時００分以前又は

終業時間が午後６時４５分以

降である場合園長に許可を得

て使用できるものとしていま

す。また行事等が行われる場

合、使用できないこともありま

す。 

すわ緑風園 

高木 

仕様書 第２章３（１） 

ペーストについて（目視だけでは不可）

とありますが、確認方法をご教示下さい。 

塊が残っていないなめらか

な状態と味の濃淡を、味見をし

て確認します。 

すわ緑風園 

高木 

仕様書 第３章２（４） 

配膳方法について、食堂と配膳車提供の

割合を教えて下さい。 

現在は新型コロナウイルス

感染予防対策で分散化してい

るため食堂が２０人、配膳車３

０人です。 
 対策前は食堂が３６人で配

膳車１４人でした。委託業務と

しては、全員分を食堂カウンタ

すわ緑風園 

高木 

 

 

 

 

 



 

ーに配膳するところまでです。

今後の感染者状況等に応じて

割合が変わることがあります。 

 

仕様書 第３章４（２） 

栄養士１人以上、調理師１人以上の有資

格者とありますが、正副責任者の兼務は可

能でしょうか。 

正副責任者は栄養士又は調

理師の資格を有している者を

それぞれ１人配置することと

しています。 

すわ緑風園 

高木 

仕様書 第４章 ２ 

駐車場の要件とはどのような要件でし

ょうか。また費用は発生しますか。 

 通勤距離が片道２キロメー

トル以上のものであり、始業時

間が午前７時００分以前又は

終業時間が午後６時４５分以

降である場合、園長に許可を得

て使用できるものとしていま

す。また、行事等が行われる場

合、使用できないこともありま

す。 

費用は発生しません。 

すわ緑風園 

高木 

現在の年間の委託予算をご教示下さい。 ２６，９２８千円です。 総務課 

中村 

現在の厨房従事者の人員体制及び作業

工程表をご教示下さい。 

 現在の厨房従事者は６人で

す。 

作業工程表は別添を参照し

てください。 

すわ緑風園 

高木 

従業員用の駐車場をお借りする費用は

おいくらですか？ 

費用は発生しません。 すわ緑風園 

高木 

厨房消耗品について、使い捨て手袋、マ

スク以外の受注者負担分をご教示下さい。 

仕様書別表３給食経費の負

担区分を参照願います。仕様書

にないものは第４章その他の

８に記載のあるとおりです。 

すわ緑風園 

高木 

第１落札候補者・第２落札候補者には、

発注者より開札後連絡があるとの解釈で

よろしいでしょうか？ 

入札結果を組合ホームペー

ジに掲示します（朝霞地区一部

事務組合事後審査型制限付一

般競争入札執行試行要綱第２

２条参照）。 

総務課 

中村 

給食業務委託仕様書 

第３章業務委託 ４－２オ 

食品衛生責任者は正副責任者の兼任は

お見込みのとおりです。 すわ緑風園 

高木 



 

可能でしょうか。 

給食業務委託仕様書 第４その他 ２施

設等の使用 

駐車場の使用につきまして要件の内容

と申請の手続きをご教授いただけますで

しょうか。 

 

通勤距離が片道２キロメー

トル以上のものであり、始業時

間が午前７時００分以前又は

終業時間が午後６時４５分以

降である場合、園長に許可を得

て使用できるものとしていま

す。また、行事等が行われる場

合、使用できないこともありま

す。 

すわ緑風園 

高木 

ハンバーグ、餃子等の主菜に関して、手

作りでの調理と既製品の割合をご教授い

ただけますでしょうか。 

手作りを基本としています。 

ぎょうざ、しゅうまい、えび団

子等は既製品を使用していま

す。 

すわ緑風園 

高木 

ブロッコリー、葉物、インゲンなどの凍

菜使用の種類はどの程度かご教授いただ

きたく存じます。 

 

ブロッコリー、カリフラワ

ー、いんげん、アスパラ、ほう

れん草、オクラスライス、コー

ン、グリンピース、絹さや、里

芋、かぼちゃは冷凍品を使用し

ています。かぼちゃはフレッシ

ュのものを使用することもあ

ります。 

すわ緑風園 

高木 

翌日分の食材は前日仕込みでよろしい

でしょうか。 

お見込みのとおりです。 すわ緑風園 

高木 

経費負担につきまして受託者負担は、使

い捨て手袋、マスク等がございますがアル

コール、ダスター、各種洗剤（手洗い、食

器、洗浄機）は発注者負担での認識でよろ

しかったでしょうか。 

お見込みのとおりです。 すわ緑風園 

高木 

配下膳方法につきまして、カウンターと

配膳車の２種類との認識でよろしかった

でしょうか。 

お見込みのとおりです。 すわ緑風園 

高木 

配茶の詳細につきまして、ご教授いただ

けますでしょうか。 

毎食時の他に、朝食後と間食

時の２回程度です。 

すわ緑風園 

高木 



 

仕様書 第２章 

２ 献立について 

 （１）発注業務は発注者栄養士が行う為、

仕入業者も施設側で選定されるとの認識

でよろしいでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 すわ緑風園 

高木 

仕様書 第２章 

２ 献立について 

（３）選択食月３回程度の開催は昼食の

み実施でしょうか？ 

基本は昼食時としています

が、献立によって夕食時に実施

する場合もあります。 

すわ緑風園 

高木 

仕様書 第２章 

３ 食事内容について 

 （１、２）食形態と特別食等 

 内訳食数は委託期間内での変動はござ

いますか？  

利用者の健康状態や摂食機

能等により変動します。 

すわ緑風園 

高木 

仕様書 第２章 

３ 食事内容について 

 （３）食べやすさの配慮 

 現時点での対応食数内訳を教えて頂け

ますか？ 

第２章 ３（３） 

ア １人 イ １人 ウ ４

人 エ ７人 オ ７人 カ 

１人 キ １６人 ク ３人 

ケ １人 

すわ緑風園 

高木 

仕様書 第２章 

５ 食事時間及び配膳・下膳時間について 

 （３）体調不良や通院で、遅れて喫食す

る時間について衛生上の取り決めがあり

ましたら、教えて頂けますか？ 

調理後（提供後）２時間まで

としています。 

すわ緑風園 

高木 

仕様書 第３章 

２ 委託業務内容 

 （１）段ボール・スチロールから移し替

えを納品時に行い、返却するとの認識でよ

ろしいでしょうか？ 

 合わせて現状の食材納品時間を教えて

頂けますか？ 

お見込みのとおりです。 

食材の納品時間は基本的に

は午前中ですが、午後納品の業

者も一部あります。 

すわ緑風園 

高木 

仕様書 第３章 

２ 委託業務内容 

 （９）食堂の清掃管理業務 

 施設側での定期的清掃などの実施はな

いとの認識でよろしいでしょうか？ 

平日は定期床清掃がありま

すが、仕様書に記載のとおり配

膳前後に厨房委託業務として

清掃を行っていただきます。 

 

すわ緑風園 

高木 



 

別表３  

 ・人件費 

  年度末に書面にて報告する書式はご

指定がありますか？ 

 ・業務用電話架設・使用料 

社内業務連絡（社内事務処理含む）目

的の使用は可能でしょうか？不可の場

合、業務用に架設することは可能でしょ

うか？ 

・人件費について 

特定の様式はありません。 

人件費として支出した額、給

料、賃金、諸手当、福利厚生費

を報告書として一覧表にして

報告してください。 

・業務用電話架設・使用料につ

いて 

 社内業務連絡については携

帯電話等をご用意ください（電

話機の設置はありますので、着

信取り次ぎは可能です）。 

すわ緑風園 

高木 

その他 

 ・従業員が利用できる駐車場及び駐輪場

はありますでしょうか。 

 ・従業員の通勤方法制限（バイク・スク

ーター禁止等）などありますでしょうか。 

駐車場及び駐輪場はありま

す。 

通勤距離が片道２キロメー

トル以上のものであり、始業時

間が午前７時００分以前又は

終業時間が午後６時４５分以

降である場合、園長に許可を得

て使用できるものとしていま

す。また、行事等が行われる場

合、使用できないこともあり、

駐車場・駐輪場の構造上又は管

理上駐車することが不適当と

認める場合、駐車場の使用がで

きないものとしています。 

すわ緑風園 

高木 

  令和４年５月３０日  

 

朝霞地区一部事務組合 

 




