所沢市立保育園給食調理業務委託に関する質問と回答について
公開日：令和３年６月２５日（金）

No.

1

2

3

資料名等

質問内容

《調理室資料》
調理室資料をいただきましたが、厨房の詳細図面及び付帯する
小手指保育園 機器リストを頂くことは可能でしょうか。
新所沢保育園

《別紙2-1,2-2》
仕様書P.12

《別紙2-1,2-2》
仕様書P.2

両園での提供方法の詳細を教えていただけますでしょうか。
・厨房での個別盛付の対象年齢、食缶提供等
・ダムウェーダー、エレベータ-の使用等

両園の、各年齢の内訳人数を教えていただけますでしょうか。

回答
詳細な図面については、防犯上の観点から公開を控えさせてい
ただきます。
また、機器リストは作成していないため提供できません。
現在は新型コロナウイルス感染症対策として、原則全て個別盛り
付けとしています。提供方法は、個別の盛り付けと食缶での配食の
どちらもあります。
小手指保育園はダムウェーダー、新所沢保育園はエレベーターを
それぞれ使用しています。
令和３年６月１日現在の在園数です。
【小手指保育園】0歳児クラス：8名、1歳児クラス：13名、2歳児クラ
ス：16名、3歳児クラス：26名、4歳児クラス：26名、5歳児クラス：26名
【新所沢保育園】0歳児クラス：16名、1歳児クラス：26名、2歳児クラ
ス：30名、3歳児クラス：35名、4歳児クラス：36名、5歳児クラス：34名

4

《別紙2-1,2-2》 朝おやつ、昼食、午後おやつ、補食、夕食について、メニュー内容 献立表の掲載ページで確認してください。（「献立表の内部リンク」
がわかる配布献立をひと月分、参考に頂くことは可能でしょうか。 をクリックで献立表掲載ページへ移行します。)
仕様書 P.2

5

《別紙2-1,2-2》 両園について下膳時間の目安を教えて頂けますでしょうか。ま
た、配膳、下膳の受け渡しは厨房入口で行われますでしょうか。
仕様書 P.2

下膳の時間は、仕様書Ｐ2「8 食事開始時間等（目安）」に記載の
終了時間を参考にしてください。なお、補食・夕食の下膳時間は、概
ね19時前後になります。
下膳につきましては、園の職員が配膳室（給食室前）まで戻してい
ます。

6

現在各園でアレルギーを持っている園児は1名～18名程度です。
品目については以下のとおりです。
両園について、現在対応しているアレルギー対応の種類を教えて
【現在対応している品目】
《別紙2-1,2-2》
頂けますでしょうか。また、宗教食等についてもございましたら、お
小麦、乳、卵、軟体類、甲殻類、魚卵、魚類、ごま等
仕様書 P.8
教えください。
宗教食につきましては、園の状況に応じて、可能な範囲での対応
としています。

No.

資料名等

質問内容

7

《別紙2-1,2-2》
仕様書 P.8

8

《別紙2-1,2-2》
両園において、土曜日の食数は平日の20%とのことですが、
補食、夕食についても同様の考え方で宜しいでしょうか。
仕様書 P.2

食材が納品される目安の時間を教えてください。

回答
肉、豆腐、魚、野菜に関しては7時から9時の間に納品がありま
す。その他については概ね15時までの間に納品があります。

意見のとおりです。

バイク、自転車通勤自体は可能ですが、各園に停められるかどう
かについては状況によりますので、各園で調整となります。
自転車、バイク等で通勤することは可能でしょうか。駐輪、 各園の駐車場は保護者様の送迎用のため、通勤に伴う受託者の
駐車場の使用が可能であれば何台まで使用可能でしょうか。 従業員用駐車場につきましては、受託者で確保することになりま
す。

9

《別紙1-1,1-2》
概要

10

《別紙2-1,2-2》
園内に洗濯機はございますか。使用用途として厨房従業員の
園内に白衣専用の洗濯機の設置はありません。
仕様書 P.13 白衣等を洗濯することは可能でしょうか。

11

《様式8》
提案書

12

その他

13

《様式7》
会社概要

園行事としてはお泊り保育、夏祭り、芋煮会、もちつき等がありま
す。その他にも豚汁つくりやお店屋さんごっこ等、各園で行っている
ものもあります。当市ＨＰ上に「保育施設等の紹介」を掲載してお
・年間行事計画（予定）表を開示ください。また、その中で給食委託
り、その中に各園での主な行事を記載していますので、参照してく
業者が関わる行事を具体的にご教示下さい。
ださい。
・上記の中で、例えば「運動会の準備」等、用務業務に近い業務は
業務内容は、仕様書のとおりとなり、用務に近い業務はありませ
発生しますか？
ん。
・園の食育計画表を開示下さい。
食育計画は各園で作成していますが、新型コロナ感染症対策に
より開催していない内容もあるため、公開は控えさせていただきま
す。
献立表（離乳食、午前おやつ、午後おやつ、補食、夕食を含む）を
開示ください。

社員欄その他の定義をご教示ください。

№4の回答を参照してください。

「その他」の欄は、正規社員、契約社員、パート社員に当てはまら
ない場合に記載してください。

No.

資料名等

質問内容

14

募集要領
Ｐ.1

夫々の園に記載の金額は「3年総額」の認識で間違いないでしょう
か。

15

《別紙2-1,2-2》
仕様書 P.6

回答
意見のとおりです。

業務分担では発注業務は市の業務の様ですが、受託業者の提
出書類に発注書があるのは何故ですか？【提出資料】 受託者は、
次により報告書を作成し、その都度、各提出先に１部を提出するこ
発注業務は市が行います。
と。とありますが、【業務分担】 本業務委託において、市と受託者の
提出書類に「発注書・検収簿」があるのは、同書類は発注と検収
業務分担は次のとおりとし、業務分担の一 覧を下表に示す。１ 市
を兼ねた内容となっており、検収後、園に提出する必要があるため
が行う業務 に (3) 給食食材の調達 発注書を作成し、出納事務を
です。
行う。とあります。
確認となりますが、発注業務は委託者の業務でしょうか。それとも
受託者の業務でしょうか。
【委託業者】
小手指保育園
新所沢保育園
【委託金額】
小手指保育園
新所沢保育園

16

その他

： 株式会社レクトン
： 株式会社東京天竜

・現在の各園の委託業者はどちらですか？
： 53,133,486円
・現在の各園の委託金額をご教示ください。
： 66,869,970円
・現在の各園の配置スタッフ数（在籍数と調理に当たる一日の人数
夫々）は何人ですか。
各園の現在の調理従事者の総数は下記のとおりです。なお、一
・また、調理に当たる一日のスタッフ全員の一人当たりの時間を教 日の出勤人数は状況等により変わります。
えてください。
小手指保育園 ： 9名
新所沢保育園 ： 11名
調理に当たる時間については、仕様書Ｐ1「5 業務の実施日及び
時間」及び、同Ｐ2「8 食事開始時間等（目安）」を参照の上、計画し
てください。

17

18

引継ぎの期間につきましては、現受託者と新受託者とで調整して
《別紙2-1,2-2》 ・引継ぎは1ヶ月丸々引継ぎ機会を貰えますか。それとも、1ヶ月の
内、例えば1週間等、1ヶ月の中で時間機会は限られていますか。 決めていただくことになります。
仕様書 P.4
・委託実施園保護者向け試食会の費用も受託者負担ですか。
試食会の食材費は、市が負担します。

募集要領
Ｐ.2

委託実施園保護者向け試食会の予定は何日ですか。

試食会は、3月下旬に期間は1日で開催予定です。

No.

資料名等

19

その他

20

募集要領
Ｐ.2

21

22

質問内容
各園に厨房スタッフが借りられる駐車場、駐輪場はありますか？
また、ある場合、それは有償ですか？駐車場、駐輪場夫々につい
てご教示ください。

回答
№9の回答を参照してください。

・見積合わせはどの様な方法で行いますか。
・見積合わせに参加できる上限人数は何人ですか。

公募型プロポーザル方式にて選定した事業者と、随意契約（地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号）として予定価格を設定し
行います。新型コロナウイルス感染症対策として密を避けるため、
事業者の出席人数は2名まででお願いします。

その他

各園のアレルギー対応食、午前おやつ、離乳食、昼食、午後
おやつ、補食、夕食夫々の提供（盛付と配膳）方法詳細をお教
え下さい。（例）盛付は全て厨房で行うか。其れとも0～2歳児
は厨房で盛付け、3～5歳児は食缶等で運び保育室で盛付か。保
育室まで園スタッフが行う等。（盛付、配膳業務の甲乙の区分
と方法）また、食事用エレベーターの使用はありますか？

アレルギー対応については、№6の回答を参照してください。
盛付、食事用エレベーターについては、№2の回答を参照してくだ
さい。
配膳、下膳につきましては、基本的には、配膳は配膳室（給食室
前）までの準備となり、各クラスでの配膳は園の職員が行います。
下膳につきましても園の職員が配膳室（給食室前）まで戻していま
す。
配膳、下膳に関して通常、委託事業者が実施することは想定して
いませんが、食育活動や日々の喫食状況等の確認等で園児、保育
士とのコミュニケーションを園と相談しながら進めていくことは可能
です。

その他

各園のアレルギー対応食、午前おやつ、離乳食、昼食、午後おや
つ、補食、夕食夫々の下膳方法詳細をお教え下さい。（例）保育ス
タッフに各保育室で食器をまとめて頂き、それをワゴンに乗せ厨房
出入口で受け渡し等。特に補食、夕食については明確にご教示くだ
さい。加えて、補食、夕食の下膳が厨房スタッフの業務の場合、何
時が下膳時間と下膳業務が終わる時間をご教示ください（下膳業
務の甲乙の区分と方法）また、下膳時も食事用エレベーターの使用
はありますか。

下膳方法につきましては、№21の回答を参照してください。
補食、夕食の下膳時間については、№5の回答をご参照ください。
下膳につきましても、食事用エレベーター等を使用できます。

≪所沢市公立保 現在使用の献立表、献立台帳などの開示は可能でしょうか。
育園給食実施の 午前おやつ午後おやつ、離乳食の内容について教えて下さい。
23
市販菓子の提供はありますか。ある場合の頻度はどのくらいで
基本事項≫
しょうか。
基本的事項１

献立表、おやつ、離乳食につきましては、№4の回答を参照してく
ださい。
6月の市販菓子の提供は、カップケーキが2回、パンが3回でした。

No.

資料名等

質問内容

≪所沢市公立保
育園給食実施の 冷凍野菜や冷凍フライなどの使用はありますか。ある場合はどう
24
基本事項≫ いったものを使用しているのか教えて下さい。
基本的事項2

回答

冷凍野菜はコーン等、冷凍フライはコロッケ等を使用しています。

≪所沢市公立保
現在は、新型コロナウイルス感染症対策により、クラスでの食事
育園給食実施の 給食担当者がクラスへ行き一緒に食べる頻度はどの程度でしょう は行っていませんが、頻度は園によって異なります。また、クラスで
25
基本事項≫ か。
の食事は、園で月１回開催する給食会議で決めています。
基本的事項8
現在のアレルギー児の人数、アレルギーの種類はどの程度でしょ

≪所沢市公立保 うか。
育園給食実施の アレルギー食は除去食以外に代替え食を調理し提供するのか、
26
または保護者が代替え食を持参するのか現在の対応の詳細を教
基本事項≫
基本的事項10 えて下さい。

アレルギー児の人数等は、№6の回答を参照してください。
アレルギー食は、基本は代替え食を調理し提供しています。
アレルギーチェック表は添付しましたので、確認してください。

食物アレルギー用チェックリストの開示は可能でしょうか。

≪所沢市公立保
育園給食実施の 夕食・補食の配膳方法はどのように行っているのでしょうか。
配膳等につきましては、№2、№5、№21を参照してください。
土曜日も夕食・補食の提供はありますか。ある場合の現在の利用
27
土曜日の状況につきましては、№8の回答を参照してください。
基本事項≫
人数はどの程度でしょうか
基本事項11
≪所沢市公立保 クッキングを実施しているクラスは何歳児になりますか。
育園給食実施の 現在使用しているクッキング計画表の開示は可能でしょうか。
28
専門性を活かした関わりとは現状はどのようなことを行っています
基本事項≫
か。
基本事項12

クッキングの実施は1歳児クラスから5歳児クラスになります。
クッキング（食育）計画表につきましては、№11の回答を参照してく
ださい。
専門性を生かした関わりは、クラスに入り調理やりんごの皮むき
等の実演を行っています。

≪沢市公立保育
園給食実施の基
29
本事項≫
基本事項13

行事食につきましては、№11の回答を参照してください。
行事食につきましては、各園で決定し実施しており献立表は作成
していないため公開できません。

現在行っている行事食の詳細について教えて下さい。
行事食の献立台帳などの開示は可能でしょうか。

No.

資料名等

質問内容

回答
会議の開催頻度及び内容については次のとおりです。
・献立検討会議

≪沢市公立保育
月に1回開催しており、年間3、4回各園から出席していただきま
園給食実施の基 献立会議と給食会議との記載がございましたが、それぞれの実施 す。内容は献立について話合います。会議の場所は市役所となり
30
内容、頻度はどの程度でしょうか。
ます。
本事項≫
基本事項16

・給食会議
月に1回開催しており、各園の給食について話合います。開催場
所は各園になり、昼食後に行う園が多いです。

31

32

募集要領
P.4

募集要領に副本１４部となっておりますが、様式４応募申請
書には副本１２部との記載になっております。どちらの部数で
提出すればよろしいでしょうか。

必要部数は12部になりますので、募集要領を訂正いたします。
ご指摘ありがとうございました。

各園の現在の在籍調理従事者数及び1日あたりの調理従事者
各園の現在の在籍調理従事者数等は、№16の回答を参照してく
《別紙2-1,2-2》 数を教えて下さい。
ださい。
各園とも従事者が通勤する際の駐車場の有無。有の場合は制
仕様書 P.4
各園の駐車場等については、№9の回答を参照してください。
限台数、１台当たりの利用料金も教えて下さい。

