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松阪市北部学校給食センター整備事業 入札説明書等に関する質問回答（第１回） 

＜入札説明書に関する質問回答＞ 

№ 頁 項目 質問内容 回  答 

1 8 第 3・1 入札参加

者の構成等 

「①入札参加者は、「設計企業」「工事監理企業」「調理

設備企業」「維持管理企業」「運営企業」を含む企業（以

下「構成員」という。）のグループ（以下「応募グルー

プ」により構成されるものとする。（中間を省略））とあ

りますが、設備企業として「構成員」として参加できる

ものと理解して宜しいでしょうか。 

また、参加可能な場合、参加資格要件に該当する箇所が

ありませんので、「3 構成員の制限」に該当しない場合、

参加可能と理解して宜しいでしょうか。 

本事業において、電気工事や管工事のみを行う設備企業

が構成員として参加することは認めていません。 

ただし、建築一式工事に係る特定建設業の許可を受け、

入札説明書に示す建設企業の参加資格要件を満たす設

備企業にあっては、この限りではありません。 

2 8,9,10 第 3・1・①，第 3・

2 入札参加者の参

加資格要件 

8 頁の１入札参加者の構成等 ①に「業務範囲を明確に

した上で各業務を複数の者の間で分担することは差し

支えない。」とありますが、9 頁の 2 入札参加者の参加

資格要件の(1)設計企業の参加資格要件及び 10 頁の(3)

工事監理企業の参加資格要件に記載されている資格要

件を満たしていれば、設計企業及び監理企業の構成員が

それぞれ複数あってもよろしいでしょうか？ 

本事業において、設計企業及び工事監理企業について、

共同企業体で参加することは認めていません。 

3 9 第 3・2・(1) 設計

企業の参加資格要

件 

設計企業に関しまして、建設企業同様に２者によるＪＶ

として参画することもお認め頂けますでしょうか。※工

事監理企業においても同様 

また、認めて頂いた場合の参加資格要件や様式(様式 14

を設計企業用に変更して使用)についてご教示頂けます

でしょうか。 

上記№2 の回答をご参照ください。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

4 10 第 3・2・(5) 維持

管理企業の参加資

格要件 

①・・・・、担当する業務に係る競争入札に参加する資

格を有していること。との記載がございますが、松阪市

物品・業務委託競争入札参加資格の登録がされていれ

ば、維持管理企業として参加資格要件を満たしていると

の理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおり、入札参加資格の登録がされていれば、

参加資格要件を満たすものです。 

登録されていない場合にあっては、参加資格確認申請書

の提出までに、入札参加資格の新規登録あるいは登録変

更を行ってください。新規登録及び登録変更の詳細は、

本市契約監理課にお問合せください。 

5 12 第 3・4 入札参加

資格の確認 

「参加資格確認後、審査結果の公表までの期間に、入札

参加者が上記入札参加者の備えるべき参加資格要件を

欠くような事態が生じた場合には、失格とする。」とあ

りますが、グループ内の１社のみが参加資格要件を欠く

事態が生じた場合でも、当該グループは失格となるので

しょうか。 

ご理解のとおり、グループ内の１社のみに起因するもの

であっても、入札参加者が入札参加者の備えるべき参加

資格要件を欠くような事態が生じた場合には、失格とな

ります。 

6 20 第 6・3・(1) 一般

的事項 

各様式を作成する際の文字のフォントサイズは、原則

10.5 ポイント（図表及び図面類は 10.5 ポイント以下で

も可）と理解してよろしいでしょうか。 

提案書類に使用するフォントは、原則として、文字サイ

ズ 10.5 ポイント以上としてください。ただし、図表中

に用いる文字サイズは 10.5 ポイント以下でも構わない

が、読みやすさを考慮したものとしてください。 

7 20 第 6・3・(1)・② 会

社名等が分かる表

記の禁止 

「『入札参加者名』（構成員名等を含む。）がわかる記述

を避けること」とありますが、構成員からの再委託先及

び下請先の企業名については、記述が認められるとの理

解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

8 20 第 6・3・（1）・② 会

社名等が分かる表

記の禁止 

「提案書類には、入札参加者名（構成員名等を含む）が

わかる記述を避けること。」と定められていますが、入

札参加者以外の協力会社名や商品のメーカー名につい

ては、会社名の記載をしても宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

9 20 第 6・3・(1)・④ 提

出書類について 

製本に関して、合紙やインデックス等の添付はしないこ

ととありますが、参加資格確認申請書においては様式ご

とに多くの添付書類を綴じ込み、また提案書類では多く

の様式を綴じ込む為、確認作業が行ない易い様に、合紙

やインデックス等をお認め頂けますでしょうか。 

参加資格確認申請書及び提案書類において、合紙又はイ

ンデックスの使用を認めます。ただし、厚表紙やビニー

ル等は使用しないでください。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

10 20 第 6・3・（1）・④ 提

出書類について 

様式 23～28、様式 30～41、様式 43～51、様式 53～61、

図面類に関して、上下左右の余白は、自由に設定して良

い（ワードファイルの枠の大きさは変更して良い）との

理解でよろしいでしょうか。 

様式において、上下左右の余白を調整頂くことは可能で

す。ただし、ファイルへの綴じ代や読みやすさを考慮し

たものとしてください。 

11 21 第 6・3・（3）・② 入

札書以外の提案書

類 

「「(1)・(2)・(3)・(4)・(5)・(6)」の提案書ごとに、

各ページの下中央に通しでページ番号をふること。（表

紙については、ページ番号不要）」とあります。（1）の

提案書については、入札書（様式 16）を除いてページ

番号を付せばよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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＜要求水準書に関する質問回答＞ 

№ 頁 項目 質問内容 回  答 

1 1 第 1・2・(1) 要求

水準の変更事由 

「市は、事業者の決定後本事業終了までの期間に、下

記の事由により、要求水準を変更する場合がある。」と

ありますが、変更項目が新項目となった場合は、事業

費の取り扱いについてご提示お願いします。 

各種契約に示すとありますが、工事については 24 条項

の適用でしょうか。 

要求水準の変更時の取扱いについては、設計業務委託

契約書（案）第 19 条、建設工事請負契約書（案）第

19 条、工事監理業務委託契約書（案）第 14 条、維持

管理業務委託契約書（案）第 17 条、運営業務委託契約

書（案）第 17 条をご参照ください。 

2 6 第 2・3 業務内容 「(1)施設整備業務 ⑩その他関連業務」、「(2)維持管

理業務 ⑨その他関連業務」、「(3)運営業務 ⑩その他

関連業務」とありますが、各業務のその他関連業務の

具体的業務をご提示お願いします。 

事業契約後に発生する可能性のある不確定業務（２者

間にて考慮されていない業務）について事業者側の負

担となってしまう事態を避けるための質問です。 

要求水準書は、本事業を実施する事業者に要求する業

務の最低限の水準を示すものであり、事業者からの提

案内容等のすべてを含むものでありません。 

そうした中、「その他関連業務」とは、要求水準書に加

え、事業者からの提案内容を満足する上で、当然に必

要な業務を意味するものです。 

3 7 第 2・4・⑨ 本件

施設の大規模修繕 

「市が行う業務」として、「本件施設の大規模修繕」が

記載されていますが、事業期間中に発生する一切の修

繕（大規模修繕を含む）は全て事業者の負担になると

の理解でよろしいでしょうか。それとも、事業期間中

に大規模修繕が発生する場合は、市の負担で実施して

いただけるのでしょうか。 

事業期間中の大規模修繕については、市では想定して

いませんが、必要となった場合には、事業者の責任で

実施してください。 

4 7 第 2・5・⑥ 維持

業務管理期間 

「維持管理業務期間」は「平成 31 年８月～」とありま

すが、入札説明書Ｐ４及び基本契約書（案）別紙２に

は、「維持管理業務期間」は「引渡し日の翌日から」と

なっています。維持管理業務期間は、「引渡し日の翌日

から」が正しいとの理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

5 8 第 2・6・(2) 面積

等 

造成区域のなかに地元用提供用地が含まれるとありま

すが、隣接する地元用提供用地に対して、建設工事中

あるいは事業運営開始後において、特別に配慮すべき

ことはありますか。 

地元用提供用地は、「別紙２ 造成計画平面図」におけ

る計画地北東側の白地部分を指します。 

工事期間中における地元用提供用地の使用について

は、本市北部教育事務所と調整ください。ただし、施

設供用開始以降においては、使用することはできませ

ん。 

6 8 第 2・6・(2) 面積

等 

造成区域の地元用提供用地について、工事期間中に事

業者へ貸与していただくことは可能でしょうか。 

上記№5 の回答をご参照ください。 

7 8 第 2・6・（6）・① 上

水道,② 下水道 

計画地東側進入路に量水器及び公共汚水桝を配置予定

とありますが、東側の位置及び深さ・口径を教えて下

さい。 

また、上記引込みに伴う分担金・受益者負担金・取付

工事費・手数料は松阪市負担でよろしいでしょうか。 

量水器及び公共汚水桝の設置位置は、東側市道との区

域界より約 1.0ｍの位置を予定しています。 

深さ及び口径について、上水道管は埋設深さ約 0.6ｍ、

口径 75 ㎜、下水道管は埋設深さ約 0.9ｍ、口径 100 ㎜、

公共汚水桝は１号マンホールを予定しています。 

また、引込みに伴う分担金・受益者負担金・取付工事

費・手数料は市にて負担します。 

8 8 第 2・6・（6）・① 上

水道 

「量水器を設置予定」とありますが、量水器の設置は、

本事業における事業者の業務範囲に含まず、貴市が実

施するとの理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

9 8 第 2・6・（6）・② 下

水道 

「公共汚水枡を設置予定」とありますが、公共汚水枡

の設置は、本事業における事業者の業務範囲に含まず、

貴市が実施するとの理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

10 8 第 2・6・（6）・③ 雨

水排水・貯留 

「調整池の設置を行う」とありますが、調整池の設置

は、本事業における事業者の業務範囲に含まれるとの

理解でよろしいでしょうか。 

調整池の設置は、計画地の造成工事にあわせて、市が

実施するものであり、本事業の業務範囲には含んでい

ません。 

11 9 第 2・7・(1) 提供

食数 

「本件施設は、最大 4,500 食/日の学校給食の供給能力

を有するものとすること。 また、アレルギー対応食は

除去食とし、 最大 60 食/日の供給能力を有するものと

すること。」とありますが、60 食は 4,500 食に含まれ

るとの認識でよろしいでしょうか。 

施設能力としては、最大 4,500 食/日の普通食と、最大

60 食/日のアレルギー対応食のそれぞれの供給能力を

持つことを求めるものです。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

12 9 第 2・7・(2) 献立

方式 

小中学校用と幼稚園用の２献立方式とありますが、２

献立の違いは基本的に味付けや食材のサイズ等が違う

といった内容でよろしいでしょうか。ご教示下さい。 

概ねご理解のとおりですが、別献立となる場合も月３

回程度はあるものとお考えください。 

13 9 第 2・7・(2) 献立

方式 

献立方式について、２献立方式と記載されております

が、小中学校１献立と幼稚園１献立の、合わせて２献

立との解釈でよろしいでしょうか。 

また、献立の比率は別紙６、別紙７の児童生徒数を勘

案した比率での解釈でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

14 9 第 2・7・(2) 献立

方式 

２献立方式について、頻度はどれくらいありますか？ 献立により影響されるため、頻度としては明確にお示

しすることは出来ませんが、別献立となる場合も月３

回程度はあるものとお考えください。 

15 9 第 2・7・(7) 施設

稼働日数 

「年間約 200 日の稼働日数を予定している。」とありま

すが、幼稚園のみの給食がある日は、何日程度ありま

すか。昨年度の実績があれば、教えて頂けますでしょ

うか。 

昨年度実績において、幼稚園のみ給食を実施した日は

ありませんでした。 

16 9 第 2・7・(7) 施設

稼働日数 

「年間約 200 日の稼働日数を予定している。」とありま

すが、光熱水費を算出する為、小学校の稼働日数及び

幼稚園の稼働日数について、それぞれ稼働日数をご提

示いただけませんでしょうか。 

幼稚園、小学校及び中学校のそれぞれの給食実施日数

としては把握していませんが、昨年度実績において、

嬉野学校給食センターの稼働日が 188 日/年、三雲学校

給食センターの稼働日が 193 日/年となっています。 

17 9 第 2・7・(8) 光熱

水費の負担 

「本事業の実施に係る光熱水費は、 市職員用事務室及

び会議室兼研修室等で使用した光熱水費も含め、 すべ

て事業者の負担とする。」とありますが、７頁 運営業

務の中に本業務の記述がない理由をご提示お願いしま

す。 

本事業の実施に係る光熱水費をすべて事業者負担とす

ることは、運営業務に限らず、設計業務、建設業務、

維持管理業務等にも該当するものです。 

18 9 第 2・7・(8) 光熱

水費の負担 

事業者側で負担する水光熱費について、電気会社、ガ

ス会社は、事業者側で自由に選択しても宜しいでしょ

うか。 

使用する電気会社及びガス会社は、事業者の提案によ

るものです。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

19 9 第 2・7・(8) 光熱

水費の負担 

事業者側で負担する水光熱費について、電気・ガス・

上下水道の基本となる料金単価をご提示いただけませ

んでしょうか。 

電気及びガスについては、使用する電気会社及びガス

会社にご確認ください。上水道については、「松阪市水

道給水条例（平成 17 年１月１日条例第 288 号）」、下水

道については「松阪市公共下水道使用料条例（平成 17

年１月１日条例第 226 号）」をご参照ください。 

20 11 第 3・4・(3) 申請

等業務 

建築確認申請の提出先は、松阪市建築開発課とありま

すが、設計・建設の事業期間を考慮しますと、設計の

期間がかなり厳しく、期間内に業務の履行を確実に行

うためには、申請の審査期間が担保できる民間の審査

機関に提出したいと考えますが、よろしいですか。 

申請者が市長となるため、建築確認申請の行為として

は、「計画通知」として、市へ申請してください。 

21 11,13 第 3・4・(1) 設計

体制づくりと責任

者の設置と進捗管

理,(6) 設計責任者

の配置と進捗管理 

「(1) 設計体制づくりと責任者の設置と進捗管理 

事業者は設計業務責任者を配置し、 組織体制と合わせ

て、 設計着手前に書面 にて市に通知すること。」、 

「(6) 設計責任者の配置と進捗管理 

設計責任者を配置し、 設計の進捗管理を事業者の責任

において実施すること。」 

とありますが、設計業務責任者と設計責任者は同意語

との理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおり、設計業務責任者と設計責任者は同一

の責任者を指すものです。 

22 13 第 3・4・(7) 設計

変更について 

「市は、 基本設計及び実施設計の内容に対し、工期及

び業務委託料の支払額の変更を伴わず、 かつ事業者の

提案主旨を逸脱しない範囲で、 変更を求めることがで

きるものとする。」とありますが、工期については、設

計・工事の工期との理解でよろしいでしょうか。 

本規定における「工期」とは、設計業務の工期を意味

するものです。 

23 14 第 3・5・(2)・③ ユ

ニバーサルデザイ

ン 

「障害者専用駐車スペースを、 玄関に近い位置に１台

分設置すること。」とありますが、１台の固定でしょう

か。 

障害者専用駐車スペースを最低限１台確保することを

求めるものです。 

24 14 第 3・5・（2）・⑤ 諸

室の構成 

表 諸室の構成 一般エリアに記載の機械室・ボイラ

ー室について、部屋として計画しなくても宜しいでし

ょうか。 

本件施設で用いる熱源や空調方式等は、事業者の提案

によるものです。そのため、必要に応じて、機械室・

ボイラー室を設置してください。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

25 16,17,18,

19,20 

第 3・5・（2）・⑦ 諸

室の概要と要求事

項 

表 諸室の概要及び要求事項【給食エリア】に記載の

室温・湿度について、作業時間中に守る条件として宜

しいでしょうか。（光熱水費算出の為） 

また、24 時間空調の稼働が必要な諸室があればご提示

をお願いします。 

「表 諸室の概要及び要求事項【給食エリア】」に記載

の室温・湿度については、ご理解のとおりです。 

また、市側から、24 時間空調を求める諸室はありませ

ん。 

26 16 第 3・5・（2）・⑦ 諸

室の概要と要求事

項 

給食エリアについて、検収室と野菜下処理室に「ピー

ラー等による皮むき作業専用の室として、皮剥室を設

けること」とありますが、検収室と野菜下処理室の２

箇所に皮剥室を設けるではなく、どちらか１箇所に最

適なスペースを提案させていただくことでよろしいで

しょうか。 

検収室には、泥付の野菜を処理スペースとピーラー等

を設置し、野菜下処理室には、ピーラーを使用しない

野菜の皮むきの作業スペースを確保してください。 

27 16 第 3・5・（2）・⑦ 諸

室の概要と要求事

項 

検収室と野菜類下処理室の２室に皮剥室を設ける記載

がございますが、事業者の提案でどちらかの室内に設

けることでも、よろしいでしょうか。 

上記№26 の回答をご参照ください。 

28 16 第 3・5・（2）・⑦ 諸

室の概要と要求事

項 

荷受け室：検収室との境界はアコーディオンカーテン

等横方向へ機能的に開閉する構造とありますが、引分

け自動扉や上下電動式のシートシャッター等でもよろ

しいですか。 

アコーディオンカーテンでなくとも、引分け自動扉や

上下電動式のシートシャッター等、こまめな開閉が可

能なものであれば可能です。 

29 16～21

頁、22 頁 

第 3・5・(2) 施設

計画表，第 3・5・

（3）・② 各室出入

口 

22 頁の②各室出入口に「有効開口幅は 900mm 以上とし」

とありますが、これは 16～21 頁の表の「室名」欄に記

載のある室に適用し、表の「概要及び要求事項」欄に

記載のある諸室（例えば 21 頁の書庫、倉庫、給湯室等）

には適用しないことでよろしいでしょうか。 

「概要及び要求事項」欄に記載のある諸室の出入口に

ついては、有効開口幅は 900mm 未満とすることも可能

ですが、用途を考慮し使用に支障のない有効開口幅と

してください。 

30 17 第 3・5・（2）・⑦ 諸

室の概要と要求事

項 

（魚肉類・卵・下処

理室） 

「魚肉類・卵下処理室には、手作り調理が行えるフー

ドミキサー・食品成形機等を設置し、」とありますが、

フードミキサー・食品成形機等について、具体的な器

具指定はありますか？ 

フードミキサー及び食品成形機については、作業性や

安全性等を考慮したものが選定されることを前提と

し、詳細は事業者の提案によるものとします。ただし、

フードミキサーの刃は取り外して、洗浄・消毒できる

ものとしてください。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

31 17 第 3・5・（2）・⑦ 諸

室の概要と要求事

項 

洗浄室：強制排気設備を備えた窓を設置することとあ

りますが、意図がよくわかりませんので、具体的に御

教示下さい。 

温度や水蒸気を逃がすための機械換気設備の設置を求

めるものです。 

32 17 第 3・5・（2）・⑦ 諸

室の概要と要求事

項 

「洗浄室」 

強制排気設備を備えた窓とありますが、オペレーター

付き排煙用窓と同様の窓の理解でしょうか。 

上記№31 の回答をご参照ください。 

33 17,19 

,26 

第 3・5・（2） 

・⑦ 諸室の概要と

要求事項 

「洗浄室」,「揚物・

焼物・蒸物調理室」

第 3・5・（5）・③・

ア 換気・空調設備

「湿度 80％以下、温度 25℃以下で管理すること」、「洗

浄室、調理室などは特に暑さ対策が必要な諸室は、吹

き出し口にパンカールーバーを用いるなど、局所空調

が可能となる配慮をすること」とありますが、洗浄室、

揚物・焼物・蒸物調理室は全体空調ではなく局所空調

の対応でよろしいでしょうか。 

洗浄室、調理室などは特に暑さ対策が必要な諸室にお

いて、全体空調に加え、局所空調を併用することを求

めるものです。 

34 18 第 3・5・（2）・⑦ 諸

室の概要と要求事

項 

残滓庫、油庫：用具庫等を設置することとありますが、

スチール製の掃除具用ロッカー程度と考えればよいで

すか。 

ご理解のとおりです。 

35 18 第 3・5・（2）・⑦ 諸

室の概要と要求事

項 

煮炊調理室において、「災害時に調理釜を使用して炊き

出しを行なう」と記載されておりますが、32 ページ・

ｳ・a 調理釜の項目にある炊き出しに必要な調理釜を

煮炊室以外の最適な室に配置する提案をさせていただ

くことは可能でしょうか。 

災害発生時の停電時においても、炊き出しに利用可能

な調理釜を煮炊調理室以外に配置する提案は可能で

す。 

36 19 第 3・5・（2）・⑦ 諸

室の概要と要求事

項 

（揚物・焼物・煮物

調理）3 行目 

「設置する調理設備は、献立及び作業内容により共用

することを検討し、コスト削減を図ること。」とありま

すが、献立及び作業内容により共用するとはどのよう

な内容を想定してみえるか、具体的に教えて頂けます

でしょうか。 

スチームコンベクションオーブン等の多様な調理作業

に対応可能な調理設備の導入を想定するものです。 

37 19 第 3・5・（2）・⑦ 諸

室の概要と要求事

項 

調理員用休憩室の使用は休憩及び食堂との理解でよろ

しいでしょうか。 

調理員用休憩室の用途は、概ねご理解のとおりと想定

されますが、具体的な使用用途は事業者の提案による

ものです。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

38 20 第 3・5・（2）・⑦ 諸

室の概要と要求事

項 

非汚染作業区域前室の構成について、男女別更衣室と

記載が有りますが、調理員がＴシャツの着用等の対応

を取る事で、前室内に非汚染用の白衣を着用する為の

更衣室を設けなくてもよろしいでしょうか。 

この場合においては、前室内に更衣スペースを確保す

ることで、更衣室としての設置は不要なものとします。 

39 21 第 3・5・（2）・⑦ 諸

室の概要と要求事

項 

運転手控室に関して、事業者が配送業務上において設

置しなくても業務に支障を来さないと判断した場合

は、必ずしも設置しなくてもよろしいでしょか。 

運転手控室の設置については、事業者の提案によるも

のです。 

40 21 第 3・5・（2）・⑦ 諸

室の概要と要求事

項 

市職員用事務室において、「執務室の一部に打合せスペ

ースを確保」と記載されておりますが、打合せスペー

スを事務室内ではなく専用の室を設けることでもよろ

しいでしょうか。 

専用室ではなく、執務室の一部に打合せスペースを確

保してください。 

41 21 第 3・5・（2）・⑦ 諸

室の概要と要求事

項 

「事業者用事務室」

集中管理パネルを設置することとありますが、事業者

は常駐者を必要とお考えでしょうか。 

特定の人物が常駐することを求めるものではありませ

んが、施設の稼働時間内においては、事業者用事務室

に原則として誰かが在室するものとしてください。 

42 22 第 3・5・（3）・② 各

室出入口 

各室出入口について、「有効開口幅は 900mm 以上」と記

載されておりますが、給食エリアの汚染作業区域、非

汚染作業区域に適応することでよろしいでしょうか。

給食エリアのその他の区分や一般エリアでは、台車な

ど搬出入がない、人のみの出入用途の室などは室に応

じた寸法を勘案する提案をさせていただくことでよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

43 22 第 3・5・（3）・② 各

室出入口 

残滓庫、油庫：給食エリア内の諸室間出入口は、手を

使わずに開閉できるものとすること。（ただし、冷蔵

庫・冷凍庫及び倉庫への出入り口を除く）とあります

が、油庫、廃材庫、備品・洗剤庫、及び区分（その他

主要な諸室）のエリアも除くと考えてよろしいですか。

ご理解のとおりです。 

44 22 第 3・5・（3）・③ 外

部窓 

「天窓は設置しないこと」とありますが、部屋の上部

にガラス面が垂直なハイサイドライトを設置すること

はよろしいでしょうか。 

ハイサイドライトを設置することは問題ないです。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

45 24 第 3・5・（5）・② 電

気設備 

励磁電流に対して記載がありませんが、対策の有無や

費用についてどのように考えましたら宜しいでしょう

か。 

励磁電流対策を含め、電気設備は事業者の提案による

ものです。 

46 24 第 3・5・（5）・②・

イ 非常用発電設

備 

表 非常用発電回路とする負荷において、非常用負荷

の空調関連機器における負荷内容で、厨房とあります

が給食エリアのどの部分のことか教えてください。 

無窓の居室、厨房及び湯沸室の「給排気ファンの全数」

を負荷とすることを求めるものであり、厨房について

は、災害発生時の停電時においても、炊き出しに利用

可能な調理釜を設置する諸室を対象とすることを求め

るものです。 

47 25 第 3・5・（5）・②・

エ 通信・情報設備

「必要所室への直接通話が可能な内線電話（又はイン

ターホン設備）を適宜設置すること。」とありますが、

内線設置する箇所のご教示願います。 

稼働時間において、人がいることが想定される諸室に

は概ね設置されることを想定していますが、具体的な

設置個所については、事業者の提案によるものです。 

48 26 第 3・5・（5）・②・

キ 防犯設備 

「防犯設備について、冷蔵庫、冷凍庫の温度に異常が

あった場合」とありますが、火災などの発生する恐れ

のある温度帯の異常規模か、食材の保存による適正温

度帯の異常規模かをご教授ください。 

食材の保存に適正な温度帯の異常を想定しています。 

49 26 第 3・5・（5）・③ 機

械設備 

洗浄室、調理室など特に暑さ対策が必要な諸室は、吹

出し口にパンカールーバーを用いるなど、局所空調が

可能な配置とすること。とありますが、パンカールー

バー以外の局所方式でも可能と理解して宜しいでしょ

うか。 

また、室温や湿度が守れる場合には局所空調は不要で

も宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

50 26 第 3・5・（5）・③・

ア 換気・空調設備

「各諸室の温度、湿度は事務室にて集中管理ができる

こと。」とありますが、事業者用事務室と理解してよろ

しいですか。 

ご理解のとおりです。 

51 26 第 3・5・（5）・③・

ア 換気・空調設備

「各諸室の温度、湿度は事務所にて集中管理ができる

こと。」とありますが、事業者用事務室と考えてよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

52 27 第 3・5・（5）・③ 機

械設備 

イ給水・給湯・給蒸気設備 

給蒸気設備とは、蒸気設備と理解して宜しいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

53 27 第 3・5・（5）・③ 機

械設備 

イ給水・給湯・給蒸気設備 

「飲料水、蒸気及び 80℃以上の熱湯を十分に供給しう

る設備を適切に配置すること。」とありますが、80℃以

上の給湯を施設内に送ると理解して宜しいでしょう

か。その場合、給食エリア以外の給湯も同様に計画が

必要でしょうか。 

80℃以上の給湯を供給する場合、単水栓の吐水口でも

80℃で吐水するのでしょうか。火傷の危険があるため、

ミキシングバルブ等で制御できるように計画してもよ

ろしいでしょうか。 

80℃以上の給湯を行うのは、給食エリアを想定してい

ます。給湯方式は、事業者の提案によるものです。 

54 27 第 3・5・（5）・③・

ウ ガス設備 

「緊急遮断弁は、・・・・・・事業者の諸室にて手動で

遮断できる機能も有すること。」とありますが、事業者

の諸室をご教示願います。 

緊急遮断弁を手動で遮断できる諸室は、事業者の提案

によるものです。 

55 28 第 3・5・（5）・③・

ク 防虫・防鼠設備

「従業員の出入口は、二重扉として、」とありますが、

従業員の出入口は玄関以外に設けるという意味です

か。 

従業員の出入口を、玄関以外に必ず設置することを求

めるものではありませんが、玄関を含め、外部からの

出入口を設ける場合、本規定を適用することを求める

ものです。 

56 28 第 3・5・（5）・③・

ク 防虫・防鼠設備

「従業員出入口は二重扉として、」とありますが前室と

の理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

57 30 第 3・5・（6）・②・

ア 人（従業員）の

動線 

「各作業区域の入り口には、手洗い・消毒等の洗浄設

備、エアシャワー、エアカーテン等を設けること」と

ありますが、エアシャワーで機能が満足されれば、エ

アカーテンはなくてもよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

58 31 第 3・5・（6）・③・

ア・d. キャビネッ

ト・本体部 

「ポールコーナー」とありますが、具体的にどのよう

なものなのかご教示ください。 

金属板の接合部分を鋭角な形状とするのではなく、清

掃性等を考慮し、円弧とすることを求めるものです。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

59 32 第 3・5・（6）・④・

ウ・a. 調理釜 

「災害発生時の停電時においても、炊き出しに利用可

能な調理釜１基を配備する事。熱源等は事業者の提案

によるものとする。」とありますが、緊急時運搬できる

移動式釜を近隣施設に保有していれば、調理場内に配

備しなくてもよいでしょうか。 

移動式調理釜を設置することで対応することも可能で

すが、近隣施設ではなく、本件施設内に保有する計画

としてください。 

60 34 第 3・5・（6）・④・

カ 厨芥処理設備 

厨芥処理設備について、「圧送された厨芥を一時貯留す

る調整タンクを設け」と記載されておりますが、最新

の機種において調整タンクが必要ない場合がございま

す。その事例もあることから、調整タンクを設けない

構造で厨芥処理設備の機能を有するものでもよろしい

でしょうか。 

ご理解のとおりです。 

61 34 第 3・5・（10）・①

配送車車庫 

「配送車車庫は、給食エリア等を含む本体施設と同一

棟とすることも、・・・」と記載されておりますが、本

体施設の庇下に駐車する場合でも構わないという理解

でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

62 34 第 3・5・（10）・②

倉庫 

「必要各品を保管する場所を適宜配置」と記載されて

おりますが、事業者として施設内に設置又は必要ない

と判断した場合は、必ずしも外構に配置する必要はな

いという理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

63 35 第 3・5・（10）・⑤

ごみ置き場 

「ごみ置き場は、残菜等、廃棄物、資源物（以下「廃

棄物等」という。）を保管するスペース」とありますが、

残菜等（調理過程で発生する生ごみ・残食）に関して、

本件施設の「残菜庫」から「ごみ置き場」に移動させ

るのではなく、残菜等の重量や衛生面を考慮した上で

「残菜庫」から直接、業者に引き渡す対応でもよろし

いでしょうか。 

残菜庫から、直接業者に残菜を引き渡す計画としても、

問題ありません。 

64 35 第 3・5・（10）・⑩

構内舗装・排水 

「降雨時のぬかるみ等を防止するため、植栽帯以外は

透水性舗装をおこなうこと。」とありますが、植栽帯以

外全てを透水性舗装との理解でよろしいでしょうか。 

植栽帯以外については、透水性舗装に加え、車両動線

や用途を考慮した適切な舗装計画を提案ください。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

65 36 第 3・5・（10）・⑩

構内舗装・排水 

「建築物周囲及び敷地内の雨水等は直ちに排水するよ

う排水施設を設置すること。」とありますが、雨水排水

は既存の調整池に放流すると理解でよろしいでしょう

か。 

また、排水施設はどの様な施設かご教示願います。 

ご理解のとおり、雨水排水は調整池に放流する計画と

してください。 

排水施設については、場内の雨水排水を行うＵ字側溝

等を想定しています。 

66 37 第 4・3・（1）基本

的な考え方 

「②学校施設環境改善交付金の内示後において、 本件

施設の建設工事に着工すること。」とありますが、学校

施設環境改善交付金の現況スケジュールをご提示くだ

さい。 

なお、工事準備工については、この限りではないとの

理解でよろしいでしょうか。 

平成 30 年５月上旬に内示が出るものと考えており、６

月以降で着工可能になると思われます。 

内示前にあっては、資材や人員の手配等を行うことは

可能であるものの、現場に立入ることはできません。 

67 37 第 4・3・（1）基本

的な考え方 

学校施設環境改善交付金の内示後において、本件施設

の建設工事に着工することと定められておりますが、

具体的な内示の時期の見込みをお示しください。 

上記№66 の回答をご参照ください。 

68 37 第 4・3・（1）基本

的な考え方 

「③建設工事請負契約書に定められた本件施設の建設

の履行のために必要となる業務は、建設工事請負契約

書において市が実施することとしている業務を除き、

事業者の責任において実施すること。」とありますが、

建設業務は、６ページの④建設業務、⑥調理設備調達・

設置業務、⑦食器・食缶等調達業務、⑧調理備品等調

達業務、⑨施設備品等調達・設置業務、⑩その他関連

業務 との理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

69 37 第 4・3・（1）・④ 「④事業の前提となる事柄に関する近隣地区住民への

説明及び調整・同意の取り付け等は、市が実施する。 な

お事業者は、 市からの要請に応じてこれに協力するも

のとする。」とありますが、説明会等への事業者側の出

席は不要との理解でしょうか。 

必要に応じて、市から事業者に要請を行い、住民への

説明会等への出席をお願いする場合も想定されます。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

70 37 第 4・3・（1）・⑤,

⑥ 

「⑤建設に当たって必要な法令等に基づく許可・確認

等及び関係諸官庁との協議は事業者が行い、これに起

因する遅延については、事業者の責とする。」、「⑥前記

の許可・確認等に伴い、関係諸官庁から条件を付され

た場合には、 事業者の責任及び費用負担において履行

するものとする。」とありますが、⑥の関係諸官庁から

条件を付された場合に、工期遅延に関連する場合は、

その限りでないとの理解でよろしいでしょうか。 

関係諸官庁から条件を付された場合においても、 事業

者の責任及び費用負担において履行するものとするこ

とを求めるものですが、関係諸官庁から付された条件

が事業者の責に帰すことができない事由による場合

で、かつ、工事遅延が生じた場合においては、建設工

事請負契約書（案）第 21 条が適用されます。 

71 38 第 4・3・（2）・② 各

種申請等業務 

建築確認申請に係る手数料など各種申請等業務の実施

に伴い発生する手数料は全て事業者が負担するとの理

解でよろしいでしょうか。事業者の負担となる場合、

当該手数料の金額は、様式 18「施設整備費内訳書」の

「各種許認可申請等業務費」欄に計上するとの理解で

よろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

72 43 第 5・2・（4）事業

期間終了時の措置

及び大規模修繕の

考え方 

「事業期間終了年度もしくは、その前年度に必要とな

る修繕をまとめて実施」とありますが、維持管理業務

委託料が平準化して支払われる場合、当該年度の支払

額を大きく上回る修繕費が必要となり、維持管理企業

の資金負担が大きくなると考えられます。このため、

「事業期間終了年度もしくは、その前年度」と限定せ

ず、「維持管理期間中に必要となる修繕を計画的に実

施」することで、事業期間終了後２年以内に大規模修

繕が発生しないようにする提案を認めていただけない

でしょうか。 

本規定の趣旨は、まとめて修繕を行うことを求めるも

のではなく、事業期間内において計画的な修繕を実施

した上で、事業期間終了年度もしくはその前年度に必

要となる修繕の実施を行い、事業期間終了後２年以内

に大規模修繕が生じないようにすることを求めるもの

です。 

73 43 第 5・2・（4）事業

期間終了時の措置

及び大規模修繕の

考え方 

「事業期間中に発生する修繕業務は、市の帰責事由、

不可効力を除き、すべて事業者の事業範囲とする」と

ありますが、事業期間中に大規模修繕が発生した場合

についても事業者の負担により実施する必要があると

の理解でよろしいでしょうか。 

事業期間中の大規模修繕については、市では想定して

いませんが、必要となった場合には、事業者の責任で

実施してください。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

74 43 第 5・2・(4) 事業

期間終了時の措置

及び大規模修繕の

考え方 

「事業期間中に発生する修繕業務は、 市の帰責事由、

不可効力を除き、 すべて事業者の事業範囲とする。」

とありますが、見学者、食材運搬車等、事業者以外に

よる損傷等は、市の帰責責任との理解でよろしいでし

ょうか。 

見学者及び食材運搬車による施設の損傷に係る修繕

は、市の帰責事由に含むものです。 

75 44 第 5・5・（1）業務

の実施 

「責任範囲が明確でない場合は、 市とその責任と負担

を協議の上、修繕等を実施するものとする。」とありま

すが、協議は市と代表企業にて行うとの理解でしょう

か。 

当該場合においては、市と維持管理企業で協議を行う

ことを予定しています。 

76 44 第 5・5・（3）業務

担当者 

「業務の対象である維持管理業務を行うに際しては、

業務担当者を必要数常駐させること。」とありますが、

「常駐」の定義についてご教示ください。 

維持管理業務において、業務内容により常駐が必要な

場合のみ、常駐することを求めるものです。 

ただし、常駐しない場合においても、維持管理業務責

任者への連絡体制等については確保してください。 

77 44 第 5・5・（3）業務

担当者 

業務の対象である維持管理業務を行うに際しては、業

務担当者を必要数常駐させること。とありますが日常

清掃業務に於いても業務担当者は常駐でしょうか。 

上記№76 の回答をご参照ください。 

78 45 第 5・6・（2）・⑤ 修

繕業務 

「事業期間内に要求水準に示す性能及び機能を保つた

めに必要な修繕・更新はその規模にかかわらず実施す

ること」とありますが、事業期間中に大規模修繕(建築

設備・調理設備も含む)が発生した場合についても事業

者の負担により実施する必要があるとの理解でよろし

いでしょうか。 

事業期間中の大規模修繕については、市では想定して

いませんが、必要となった場合には、事業者の責任で

実施してください。 

79 53 第 5・13・（3）・③

舗装、排水施設等 

排水施設（調整池を含む）は適切に機能すること。と

ありますが調整池の具体的な維持管理業務内容をご教

示願います。 

「植栽・外構保守管理業務」に示すように、調整池の

ごみ、落葉・落枝、空き缶、石等は取り除き、適正に

処理することを求めるものです。 

80 58 第 6・7・（2）業務

内容 

調理・配送リハーサル（シュミレーション）に際し、

２～３回程度、夏休み中の登校日等を活用することは

可能ですか？ 

調理・配送リハーサルへの対応については調整するこ

とを考えていますが、現状において、何ら確約できる

ものではありません。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

81 63 第 6・10・（2）・② 従

業員等の健康管理 

「健康診断は、年１回の定期健康診断を含め、学期毎

に年３回実施すること」とありますが、定期健康診断

以外は、簡易的な健康診断で可能でしょうか。 

定期健康診断については、労働安全衛生規則第 44 条に

基づく健康診断の項目を想定していますが、定期健康

診断以外の健康診断の内容については、事業者の提案

によるものです。 

82 65 第 6・10・（2）・⑦・

ア 定期検査 

「調理員の衛生管理状況及び検食・保存食（調理済食

品）の状況の検査は、年３回定期に行うこと。」とあり

ますが、「状況の検査」とは、どのような内容と程度を

想定してみえるか教えて頂けますでしょうか。 

検食及び調理済み食品に関する保存食の保存方法が適

切に実施されているか否かの状況を検査することを求

めるものです。 

83 67 第 6・12・（3） 配

送・回送時間 

配送先各学校の給食終了時間を教えて下さい。また、

回収可能時刻が、13 時 30 分以降になっていますが、

時間より早く回収計画を立てることは可能ですか？ 

配送先各学校の給食終了時刻は、豊地幼稚園 12:30、

中川幼稚園 12:30、豊田幼稚園 12:30、中原幼稚園

12:30、豊地小学校 13:00、中川小学校 13:05、豊田小

学校 13:00、中原小学校 13:00、天白小学校 13:05、鵲

小学校 13:00、小野江小学校 13:00、米ノ庄小学校

13:00、嬉野中学校 13:15、三雲中学校 13:15 となって

います。 

給食終了後に片付け等を行うため、指定する回収可能

時刻より早い時刻に回収することはできません。 

84 別紙 11 配送先配膳室等の

現状 

配送車両の選定に当たり、各配膳室前に駐車できる車

両の全長制限についてご教示ください。 

豊地幼稚園については、前面道路が近接しているため、

車両全長が５ｍ程度以下であることが求められます

が、その他配送校においては、２ｔトラック程度にお

いては車両全長の制限はないものと考えられます。 

85 別紙 11 配送先配膳室等の

現状 

配送先配膳室等の現状の表において、搬入口とは扉な

どの有効寸法との解釈でよろしいでしょうか。また、

配送車等の搬入口のプラットホームの寸法をご教授い

ただくことは可能でしょうか。 

搬入口の有効寸法、プラットホームの寸法については、

別紙１を参照ください。また、参考として、搬入口を

含む配膳室の写真を別紙２に添付しますので、ご参照

ください。 

86 別紙 12 学校給食予定献立

表（例） 

幼稚園の献立表例をお示しいただくことは可能でしょ

うか。 

幼稚園及び小中学校の献立表（例）については、別紙

３をご参照ください。 

87 別紙 12 学校給食予定献立

表（例） 

幼稚園の献立例を頂くことはできますか？ 上記№86 の回答をご参照ください。 
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＜基本契約書（案）に関する質問回答＞ 

№ 頁 項目 質問内容 回  答 

1 7 第 17 条 「本件落札者は、本件事業の入札に関して第 14 条第 1

項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除す

るか否かを問わず、甲の請求に基づき、賠償金として、

連帯して契約金額の合計額の 10 分の 2 に相当する額を

甲の指定する期間内に支払わなければならない。また、

本件事業が終了した後も、同様とする。」とありますが、

事業終了平成46年 7月 31日以後何年間継続するものと

考えれば宜しいですか。 

民法第166条及び第167条に規定する消滅時効を適用し

ます。 
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＜建設工事請負契約書（案）に関する質問回答＞ 

№ 頁 項目 質問内容 回  答 

1 1 第１条第 4 項 「４  乙のうち、 建設企業は入札説明書等に示す建設

業務を、 調理設備企業は入札説明書等に示す調理設備

等調達・設置業務を少なくとも実施しなければならな

い。」とありますが、少なくともの内容をご提示くださ

い。 

施設整備業務は複数の業務から構成されており、多様な

業務実施体制が考えられる中、建設企業は建設業務を、

調理設備企業は調理設備等調達・設置業務を少なくとも

実施することを求めるものです。 

2 1 第 2 条 「甲は、 乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者

の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合にお

いて、必要があるときは、その施工につき、調整を行う

ものとする。 この場合においては、 乙は、 甲の調整

に従い、 第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなけ

ればならない。」とありますが、想定される関連工事は、

隣接する調整池工事のことでしょうか。 

なお、関連工事の内容とスケジュールを事前提示お願い

します。 

調整池を含む計画地の造成工事は、本事業における建設

工事の着工時には既に完了している予定です。 

本規定は、市が発注する他の工事と、本事業における建

設工事が施工上関連する場合を想定するものですが、現

状において、具体的に予定される工事はありません。 

3 1 第 2 条 「甲の発注に係る第三者の施工する他の工事」とありま

すが、具体的な工事の想定がございましたらご教示くだ

さい。 

上記№2 の回答をご参照ください。 

4 4 第 11 条 「乙は、基本条件図書に定めるところにより、この契約

の履行について甲に報告しなければならない。」とあり

ますが、基本条件図書について説明をお願いします。 

第１条第１項に規定するように、「基本条件図書」とは

入札説明書等及び提案書類をいいます。 

5 11 第 30 条 「特別の理由があるときは、 請負代金額の増額又は負

担額の全部又は一部に代えて基本条件図書を変更する

ことができる。」とありますが、特別の理由がある場合

をご提示ください。 

請負代金額の増額に対して、予算措置が困難な場合等を

想定しています。 

6 14 第 38 条第 1 項 平成 29 年度、平成 30 年度、平成 31 年度の支払限度額

は、貴市が記載するものと理解してよろしいでしょう

か。また、各年度の支払限度額は、すでに確定している

のでしょうか。それとも、事業者の提案を踏まえて、貴

市が決定されるのでしょうか。 

事業者の提案を踏まえ、各年度の支払限度額を決定する

ことを予定しています。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

7 14 第 38 条第 2 項 平成 29 年度、平成 30 年度、平成 31 年度の出来高予定

額は、事業者が記載する（事業者の提案に基づいて記載

される）ものと理解してよろしいでしょうか。 

事業者の提案を踏まえ、各年度の出来高予定額を記入す

ることを予定しています。 

8 19 第 50 条 「乙は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以

下本条において同じ。）等を火災保険、 建設工事保険そ

の他の保険 （これに準ずるものを含む。 以下本条にお

いて同じ。）」とありますが、建設工事中の火災保険は、

建設工事保険にて、対応します。 

その他の火災保険の利用は、必要がないとの理解でよろ

しいでしょうか。 

市が求める保険以上の保険の付保は、事業者の提案によ

るものです。 
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＜維持管理業務委託契約書（案）に関する質問回答＞ 

№ 頁 項目 質問内容 回  答 

1 14 別紙 1・2 業務委

託料の支払い 

「入札説明書」P4 に「本施設の引渡し 平成 31 年７月」

「維持管理業務期間 引渡し日の翌日～平成 46 年７

月」とあり、維持管理業務の開始月日は平成 31 年７月

中における任意の日になると想定されますが、平成 31

年７月の業務委託料についても、他の月と一定（同一）

金額の業務委託料が支払われるとの理解でよろしいで

しょうか。 

維持管理業務の開始が平成 31 年７月１日となる場合に

おいては、他月と同様の金額の業務委託料となります

が、その他が開始日となる場合においては、日割で業務

委託料を計算することを予定しています。 



22 

＜運営業務委託契約書（案）に関する質問回答＞ 

№ 頁 項目 質問内容 回  答 

1 2 第 5 条第 2 項 「業務委託料」とは、消費税込みの金額になるとの理解

でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおり、消費税を含む金額です。 

2 14 別紙 1・2・（1） 固

定料金部分 

「固定料金部分を平準化」とありますが、月毎及び年度

毎の業務内容に関わらず、毎月の業務委託料は運営期間

を通じて一定（同一）金額になるとの理解でよろしいで

しょうか。 

固定料金部分については、ご理解のとおりです。 

3 16 別紙 1・4 業務委

託料の改定 

業務開始後、平成 33 年 3 月までの業務委託料の支払に

関しては、改定は行わないとありますが、市場の変動に

より業務委託料が大幅に圧迫されると認められた場合

には、別途協議して頂くことは可能でしょうか。 

業務開始後、平成 33 年３月までの業務委託料の支払に

関しては、改定は行いません。ただし、契約日の該当す

る月の指標と比較し、３ポイントを超える変動があった

場合には、市と事業者で協議を行うものとしています。

4 16 別紙 1・4 業務委

託料の改定 

平成 33 年 4 月以降の業務委託料改定で、前回改定時の

指標と比較して、3 ポイントを超える変動があった場合

は改定するとありますが、高い数値設定であり、業務委

託料算出に大きな影響（コスト増）があると考えます。

長期契約(10～15 年間)を伴うＤＢＯ等の案件において

一般的に設定される 1～1.5 ポイントへの変更をご検討

頂けますでしょうか。 

前回改訂時の指標（改定されていない場合は契約日の該

当する月の指標）と比較し、３ポイントを超える変動が

あった場合に改定するものとします。ただし、市場の変

動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合

には、市と事業者で協議を行うものとしています。 
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＜入札説明書様式集に関する質問回答＞ 

№ 頁 項目 質問内容 回  答 

1  様式 11  委任状

（本店代表者から

支店等代表者への

委任） 

本店代表者から支店等代表者への委任がない場合は、本

様式は不要という理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおり、本店代表者から支店等代表者への委任

を行わない場合は、本様式の提出は不要です。 

2  様式 12 委任状 

（応募グループの

構成員の代表者か

ら代表企業代表者

への委任） 

構成員数が多くなり、Ａ４の表面に納まらない場合は、

両面又はＡ３三つ折りの対応でもよろしいでしょか。 

構成員数が多くなり、記入欄が足りない場合は、必要に

応じて、Ａ４版用紙を追加して記入してください。ただ

し、用紙が複数枚となる場合には、袋とじとし、契印を

押印ください。 

3  様式 18 施設整備

費内訳書 

（「合計」欄の記載

方法について） 

「合計 消費税抜き」欄は、「調査・設計費」「建設工事

費」「各種許認可申請等業務費」「諸経費」の各小計を合

計した金額を記載するとの理解でよろしいでしょうか。

また、「合計 消費税込み」欄は、「調査・設計費」「建設

工事費」「各種許認可申請等業務費」「諸経費」に消費税

非課税費用が含まれている場合でも、これらを考慮せ

ず、「合計 消費税抜き」欄に記載した金額×1.08 を記

載するとの理解でよろしいでしょうか。 

前段の「合計 消費税抜き」欄については、ご理解のと

おりです。 

後段の「合計 消費税込み」欄については、単に「合計 消

費税抜き」欄の金額に 1.08 を乗じた金額を記入するの

ではなく、費用別に消費税の課税対象となる否かを考慮

した金額を記入してください。 

4  様式 18 施設整備

費内訳書 

建設工事費の内、外灯設備は外構工事費ではなく、電気

設備工事費にて計上して宜しいでしょうか。 

建築物に付帯する外灯は電気設備工事費に、建築物に付

帯せずに外構に設置する外灯設備は外構工事費に計上

してください。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

5  様式 19 維持管理

業務費内訳書 

（「年度平均（円/

年）」欄の記載方法

について） 

注３）に「『年度平均』は、平成 31 年度及び平成 46 年

度を除く、12 ヶ月間に渡り業務を実施した年度の年度

平均とすること。」と記載されていますが、維持管理業

務委託契約書（案）別紙１に「平準化して支払う」とあ

ることとから、12 ヶ月間に渡り業務を実施した年度（平

成 32 年度～45 年度）の維持管理業務費は、一定金額（固

定金額）になるとの理解でよろしいでしょうか？（「年

度平均（円/年）」欄は、平成 31 年度～46 年度の維持管

理業務費を平均した金額ではなく、12 ヶ月間に渡り業

務を実施した年度の維持管理業務費を計上することに

なるとの理解でよろしいでしょうか。） 

ご理解のとおりです。 

6  様式 20 運営業務

費内訳書 

（「年度平均（円/

年）」欄の記載方法

について） 

注３）に「『年度平均』は、平成 31 年度及び平成 46 年

度を除く、12 ヶ月間に渡り業務を実施した年度の年度

平均とすること。」と記載されていますが、注４）に「提

供食数 4,500/日、稼働日数 200 日/年とし、食数変動を

見込まない運営業務費を記入すること」とあることか

ら、12 ヶ月間に渡り業務を実施した年度（平成 32 年度

～45 年度）の運営業務費は、一定金額（固定金額）に

なるとの理解でよろしいでしょうか？（「年度平均（円/

年）」欄は、平成 31 年度～46 年度の運営業務費を平均

した金額ではなく、12 ヶ月間に渡り業務を実施した年

度の運営業務費を計上することになるとの理解でよろ

しいでしょうか。） 

ご理解のとおりです。 

7  様式 20 運営業務

費内訳書 

（「合計」欄の記載

方法について） 

「合計 消費税抜き」欄は、各業務費及び水道光熱費を

合計した金額を記載するとの理解でよろしいでしょう

か。また、「合計 消費税込み」欄は、各業務費に消費税

非課税費用が含まれている場合でも、これらを考慮せ

ず、「合計 消費税抜き」欄に記載した金額×1.08 を記

載するとの理解でよろしいでしょうか。 

前段の「合計 消費税抜き」欄については、ご理解のと

おりです。 

後段の「合計 消費税込み」欄については、単に「合計 消

費税抜き」欄の金額に 1.08 を乗じた金額を記入するの

ではなく、費用別に消費税の課税対象となる否かを考慮

した金額を記入してください。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

8  様式 20 運営業務

費内訳書 

（（注１）について）

「記入欄が足りない場合は、必要に応じて、適宜欄又は

用紙を追加して記入すること」とありますが、本様式に

は枚数制限の指定はないとの理解でよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおり、本様式においては、枚数制限はなく、

必要に応じて、適宜欄又は用紙を追加して記入してくだ

さい。 

9  様式 21 財政支出

見込表 

（サイズ・枚数指定

について） 

本様式は、サイズ・枚数指定の記載がありませんが、「Ａ

３版横長」「１枚」で作成するとの理解でよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

10  様式 21 財政支出

見込表 

（「市の財政支出

額」の維持管理業務

費、運営業務費） 

「市の財政支出額」の維持管理業務費及び運営業務費に

ついて、平成 31 年度及び 46 年度以外の年度（32 年度

～45 年度）は、同一金額を計上するとの理解でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

11  様式 26 運営業務

実施体制計画書 

「運営業務を確実かつ効果的に実施するための業務遂

行体制（業務分担、人員配備、直営と委託の別、）」とあ

りますが、直営と委託の別とは、どのように理解すれば

よいか、教えて頂けますでしょうか。 

本事業の運営業務のうち、運営企業が直接業務を実施す

る業務範囲と、必要に応じて、協力会社に委託する範囲

を示すことを求めるものです。 

12  様式 28  地域経

済・社会への貢献に

関する 

（市内企業の定義

について） 

「市内企業への発注予定」とありますが、「市内企業」

とは、入札説明書Ｐ3 記載の通り、「市内に本店又は主

たる営業所を有している企業」が該当するとの理解でよ

ろしいでしょうか。 

「市内企業」は、市内に本店を有する業者を意味します。
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

13  様式 28  地域経

済・社会への貢献に

関する 

（市内企業の発注

金額について） 

「市内企業への発注金額」とありますが、構成員及び構

成員からの再委託・一次下請の企業への発注金額を記載

するとの理解でよろしいでしょうか。それとも、再委

託・一次下請の企業に限らず、再々委託や二次・三次な

ども含まれ、市内企業への発注予定金額はすべて記載し

てよいのでしょうか。 

構成員及び構成員からの再委託や一次下請の企業への

発注金額を記載してください。 

14  様式 30 設計の概

要及び諸室構成等 

（（注）について） 

「記入欄が足りない場合は、必要に応じて、適宜欄又は

用紙を追加して記入すること。」とありますが、各表の

行数を追加して記載する場合も、枚数はＡ４版４枚以内

に制限されるとの理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおり、本様式については、Ａ４版４枚で作成

ください。 

15  様式 31 外部・内

部仕上表 

（（注）について） 

「記入欄が足りない場合は、必要に応じて、適宜欄又は

用紙を追加して記入すること。」とありますが、外部仕

上表・内部仕上表の行数を追加して記載する場合も、枚

数はＡ４版４枚以内に制限されるとの理解でよろしい

でしょうか。 

ご理解のとおり、本様式については、Ａ４版４枚で作成

ください。 

16  様式 34 外構等計

画書 

外構等には、外灯設備や各種設備の引込なども含まれま

すか。 

ご理解のとおりです。 

17  様式 37 災害発生

時の役割に対する

配慮に関する提案

書 

災害とは、大規模震災や津波による災害を想定して宜し

いでしょうか。 

また、その他想定すべき災害事例がありましたらご提示

をお願い致します。 

災害としては、大規模地震、津波及び風水害を想定して

います。 

18  様式 51 長期修繕

計画書 

（サイズ・枚数指定

について） 

本様式は、サイズ・枚数指定の記載がありませんが、「Ａ

３版横長」「１枚」で作成するとの理解でよろしいでし

ょうか。また、「Ａ３版横長」「１枚」で提出する場合、

文字が縮小されることになりますが、フォントサイズは

10.5 ポイント以下になっても構わないとの理解でよろ

しいでしょうか。 

本様式については、必ずしもＡ３版横長１枚で作成する

必要はなく、適宜欄又は用紙を追加して記入してくださ

い。 
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№ 頁 項目 質問内容 回  答 

19  様式 51 長期修繕

計画書 

（大規模修繕計画

について） 

「事業期間中（平成 46 年度まで）」及び「事業期間終了

後２年以内」（平成 48 年度まで）においても大規模修繕

計画を記載可能な様式になっていますが、当該期間中に

大規模修繕を実施する提案も認められるのでしょうか。

また、このような提案が認められる場合でも、「事業期

間中（平成 46 年度まで）」の大規模修繕は事業者が実施

する必要があるとの理解でよろしいでしょうか。それと

も、「事業期間中（平成 46 年度まで）」における大規模

修繕は事業者の業務範囲外となり、貴市の負担で大規模

修繕を実施していただけるのでしょうか。 

事業期間中の大規模修繕については、市では想定してい

ませんが、必要となった場合には、事業者の責任で実施

してください。 

20  様式 51 長期修繕

計画書 

（経常修繕計画、大

規模修繕計画につ

いて） 

各年度に計上する金額は平準化ではなく、実際に修繕が

必要となる年度に、想定される金額を計上するとの理解

でよろしいでしょうか。（本様式は実際に修繕が必要と

なる年度に想定される金額を計上し、市からは維持管理

期間を通じて平準化して支払われるとの理解でよろし

いでしょうか。） 

ご理解のとおりです。 

21  様式 55 調理業務

計画書 

調理作業工程表と作業動線図の添付に関しまして、それ

ぞれＡ３版で作成し、三つ折りで綴じ込む対応でもよろ

しいでしょか。 

ご理解のとおりです。 

22  様式 59 調理備品

等保守管理・更新業

務計画書 

「調理備品等保守管理」とありますが、要求水準書１ペ

ージの調理備品の定義にある、調理業務に必要な備品と

いう解釈でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

※「落札者決定基準」、「設計業務委託契約書（案）」及び「工事監理業務委託契約書（案）」に関する質問はありませんでした。 
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＜別紙１ 搬入口の車寄せの寸法＞ 

（単位：ｍ） 

学校名 
プラットホーム 搬入口(有効分) 

幅 奥行 高さ 幅 高さ 

豊地幼稚園 2.30 4.00 0.00 2.10 1.84 

中川幼稚園 4.58 3.00 0.05 1.15 1.90 

豊田幼稚園 3.00 2.00 0.56 1.08 2.30 

中原幼稚園 2.00 0.95 0.25 1.00 1.90 

豊地小学校 3.25 1.73 0.45 2.00 1.98 

中川小学校 2.95 4.94 0.25 1.40 1.99 

豊田小学校 1.90 2.65 0.31 1.75 1.95 

中原小学校 2.55 1.45 0.50 3.50 2.30 

天白小学校 3.44 1.55 0.55 2.30 2.08 

鵲小学校 4.90 1.50 0.55 1.70 1.95 

小野江小学校 3.90 1.50 0.38 1.90 2.09 

米之庄小学校 3.25 3.10 0.57 2.50 2.50 
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＜別紙２ 配膳室の写真＞ 

１ 豊地幼稚園 

  園舎北側配膳室外部       搬入口         園舎側内部 

２ 中川幼稚園 

搬入口         園舎側内部        搬入口側内部 

３ 豊田幼稚園 

  搬入口         園舎側内部        搬入口側内部 

４ 中原幼稚園 

搬入口         園舎側内部       搬入口側内部 
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５ 豊地小学校 

配膳室外観         搬入口        搬入口側内部 

６ 中川小学校（増設予定） 

搬入口        教室側内部        搬入口側内部 

７ 豊田小学校（増設予定） 

搬入口         搬入口右側         搬入口左側 

８ 中原小学校 

搬入口          窓側内部         搬入口側内部 

９ 天白小学校 

搬入口         搬入口左側        搬入口右側 
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10 鵲小学校 

搬入口       搬入口より配膳室      配膳室内部 

11 小野江小学校

搬入口（右側）      搬入口右側         配膳室内部 

12 米ノ庄小学校 

搬入口         配膳室内部        搬入口側内部 

13 嬉野中学校（既設なし、新設予定） 

14 三雲中学校（既設なし、新設予定） 
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＜別紙３ 幼稚園及び小中学校の献立表（例）＞ 

学校給食予定献立表（例）：幼稚園

2

月

カレーそぼろごはん  牛乳

小魚入りフライビーンズ

松阪しめじの和え物

鶏ひき肉,たまご,

あおのり,牛乳,大豆

かえり煮干し,

焼き竹輪

米,麦,サラダ油,

三温糖,でんぷん

にんじん,干し椎茸,

玉葱,ひらたけ,

ほうれんそう

18

水

まこもとしめじの味ごはん

牛乳

さんまの甘露煮

さつまいものみそ汁

牛乳,油あげ

さんま,みそ

米、三温糖

さつまいも、サラダ油

でんぷん

にんじん,ぶなしめじ

はたけしめじ,だいこん

葉ねぎ,まこも（水煮）

しょうが、番茶

3

火

ごはん　牛乳

筑前煮

いわしのしょうが煮

白菜の塩昆布あえ

ミニトマト

牛乳,

鶏もも肉（皮なし）

まいわし,こんぶ

米,板こんにゃく,

サラダ油,三温糖

ごぼう,にんじん,干し

椎茸,たけのこ(水煮),

しょうが

ねぎ,白菜,ミニトマト

18

水

あげパン　牛乳

ポテトサラダ

ワンタンスープ

牛乳,きな粉(大豆）

ツナ,ベーコン

豚肉

コッペパン,サラダ油,

ぶどう糖,じゃがいも,

マヨネーズ,ワンタン皮

にんじん,

ホールコーン缶,

きゅうり,もやし,にら

4
水

小型コッぺパン　牛乳

スパゲッティイタリアン

鰆の香草焼き

大根サラダ

牛乳,豚ひき肉,

さわら

コッぺパン,

スパゲッティカット,

オリーブ油,マヨネズ,

パン粉,バター

玉葱,ピーマン,

にんにく,大根

にんじん,コーン

19
木

麦ごはん　牛乳

さばの味噌煮

五目きんぴら

ほうれん草のいそ和え

牛乳,さば,赤みそ,大豆,

さつま揚げ,味付けのり

米,麦,三温糖,

こんにゃく,サラダ油,

ごま

しょうが,にんじん,

ごぼう,さやいんげん,

ほうれんそう,もやし

5

木

ごはん　牛乳

おこのみ揚げ

きくらげスープ

ブロッコリーのおかか和え

牛乳,いか短冊,

あおのり,豚肉

米,てんぷら粉,

ながいも,サラダ油,

でんぷん

キャベツ,紅しょうが,

にんじん,もやし,にら,

きくらげ（生）

ブロッコリー

20

金

麦ごはん　牛乳

ハッシュドビーフ

コールスローサラダ

お茶の米粉蒸しパン

牛乳,ツナ,豆乳

牛肉

米,麦,サラダ油,

バター,薄力粉,

フレンチドレッシング,

米粉,三温糖

玉葱,キャベツ,きゅうり,

にんじん

6

金

麦ごはん　牛乳

八宝菜

大学芋

みかん

牛乳,豚肉,いか　短

冊,うずら卵(水煮）

米,麦,サラダ油,

でんぷん,さつまいも,

なたね油,三温糖,ごま

玉葱,にんじん,

干し椎茸,みかん

たけのこ(水煮),

はくさい,もやし,

23

月

麦ごはん　牛乳

酢豚

中華風コーンスープ

りんご

牛乳,豚肉,ハム,たまご
米,麦,でんぷん,

サラダ油,三温糖

しょうが,にんにく

たけのこ(水煮),にら

干し椎茸,玉葱,にんじん,

ピーマン,,りんごコーン

9

月
ﾎﾟｰｸｶﾚｰﾗｲｽ(麦入)　牛乳

海藻サラダ

牛乳,豚肉,海藻ミッ

クス,ツナ

米,麦,さつまいも,

サラダ油,カレールウ,

ごま油,三温糖

ぶなしめじ,玉葱,

にんじん,にんにく

りんごピューレ,

きゅうり,ホールコーン

24

火

さつまいもごはん　牛乳

れんこんのきんぴら

ちくわの緑茶揚げ

牛乳,焼き竹輪

牛肉

米,麦,こんにゃく,

サラダ油,三温糖,

てんぷら粉,さつまいも

れんこん,にんじん,

さやいんげん,はくさい

10

火

栗ごはん　牛乳

鮭の黄金焼き

かきたま汁

小松菜のおかか和え

牛乳,鮭,木綿豆腐,

たまご、かつお節

米,くり,マヨネーズ,

でんぷん

にんじん,玉葱,

えのきたけ,葉ねぎ,

こまつな

25

水

コッペパン　牛乳

手作りハンバーグ

秋味シチュー

フレンチサラダ

牛乳,鶏肉モモ(皮なし),

牛ひき肉,豚ひき肉,

豆腐

コッペパン,サラダ油,

バター,さつまいも,

薄力粉,三温糖,パン粉

にんじん,ぶなしめじ,

玉葱,キャベツ,きゅうり,

ホールコーン缶,

りんごピューレ

11
水

黒糖パン　牛乳

さつま芋とｴﾘﾝｷﾞのｸﾞﾗﾀﾝ

花野菜入りポトフ

牛乳,

鶏肉モモ(皮なし),

ベーコン,

パルメザンチーズ,

ウインナー

黒糖パン,さつまいも,

バター,ベシャメル

ソース,パン粉

玉葱,にんじん,

エリンギ,だいこん

チンゲンツァイ

ブロッコリー

カリフラワー

26
木

ごはん　牛乳

大根とさといものそぼろ煮

さんまの蒲焼風

はくさいの浅漬け

牛乳,鶏ひき肉,

さつま揚げ,さんま

米,サラダ油,

板こんにゃく,さといも,

三温糖,でんぷん

大根,にんじん,

はくさい,きゅうり,

しょうが

12
木

麦ごはん　牛乳

肉じゃが

ほうれん草の和え物

焼きししゃも

牛乳,和牛モモ

ししゃも

米,麦,じゃがいも,

糸こんにゃく

サラダ油,三温糖,

ごま

玉葱,にんじん,

さやいんげん,

ほうれんそう,はくさい

27
金

わかめごはん　牛乳

かみかみかき揚げ

のっぺい汁

なばなのおかかあえ

牛乳,わかめ,糸かつお

ひじき,むきえび、大豆

鶏肉モモ(皮なし),油揚げ

米,てんぷら粉,サラダ油,

さといも,こんにゃく,

でんぷん,

にんじん,ごぼう,

玉葱,だいこん,葉ねぎ,

なばな,もやし

13
金

麦ごはん　牛乳

まぐろのみそカツ

添えキャベツ

けんちん汁

牛乳,まぐろ

赤みそ,木綿豆腐

米,麦,薄力粉,パン

三温糖,さといも,

でんぷん,ごま油

サラダ油

キャベツ,ごぼう,

にんじん,だいこん,

葉ねぎ

30
月

麦ごはん　牛乳

とり肉のごま酢かけ

五目豆

切干大根とほうれん草の和

え物

牛乳,大豆,さつま揚げ,

ツナ,とり肉

米,麦,板こんにゃく,

三温糖,ごま

ごぼう,にんじん,

切干しだいこん,

ほうれんそう,キャベツ,

16

月

麦ごはん　牛乳

マーボー豆腐

バンサンスー

牛乳,豆腐,豚ひき肉,

赤みそ,ハム

米,麦,サラダ油,

三温糖,でんぷん,

ごま油,はるさめ

ごま

にんにく,しょうが,

にんじん,玉葱,葉ねぎ

たけのこ(水煮),干し椎

茸,もやし,きゅうり

31

火

チキンライス　牛乳

米粉ポタージュ

ひじきサラダ

巨峰

牛乳,鶏肉モモ(皮なし),

ベーコン,ひじき,ツナ

米,麦,バター,

じゃがいも,サラダ油,

米粉,三温糖

にんじん,玉葱,

ぶなしめじ,パセリ,

キャベツ

ホールコーン缶,巨峰

※下線部は手作り調理の対象を示す。

※小・中学校用献立表と異なるものを赤字で示す。

日 献立名 血や肉になる 熱や力の元になる 体の調子を整える 熱や力の元になる 体の調子を整える日 献立名 血や肉になる
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2

月

カレーそぼろごはん  牛乳

小魚入りフライビーンズ

松阪しめじの和え物

鶏ひき肉,たまご,

あおのり,牛乳,大豆

かえり煮干し,

焼き竹輪

米,麦,サラダ油,

三温糖,でんぷん

にんじん,干し椎茸,

玉葱,ひらたけ,

ほうれんそう

18

水

まこもとしめじの味ごはん

牛乳

さんまの塩焼き

さつまいものみそ汁

牛乳,油あげ

さんま,みそ

米、三温糖

さつまいも

にんじん,ぶなしめじ

はたけしめじ,だいこん

葉ねぎ,まこも（水煮）

3

火

ごはん　牛乳

筑前煮

いわしのピリ辛煮

白菜の塩昆布あえ

ミニトマト

牛乳,

鶏もも肉（皮なし）

まいわし,こんぶ

米,板こんにゃく,

サラダ油,三温糖

ごぼう,にんじん,干し

椎茸,たけのこ(水煮),

しょうが,にんにく

ねぎ,白菜,ミニトマト

18

水

あげパン　牛乳

ポテトサラダ

ワンタンスープ

牛乳,きな粉(大豆）

ツナ,ベーコン

豚肉

コッペパン,サラダ油,

ぶどう糖,じゃがいも,

マヨネーズ,ワンタン皮

にんじん,

ホールコーン缶,

きゅうり,もやし,にら

4

水

小型コッぺパン　牛乳

スパゲッティイタリアン

鰆の香草焼き

大根サラダ

牛乳,豚ひき肉,

さわら

コッぺパン,

スパゲッティカット,

オリーブ油,マヨネズ,

パン粉,バター

玉葱,ピーマン,

にんにく,大根

にんじん,コーン

19

木

麦ごはん　牛乳

さばの味噌煮

五目きんぴら

ほうれん草のいそ和え

牛乳,さば,赤みそ,大豆,

さつま揚げ,味付けのり

米,麦,三温糖,

こんにゃく,サラダ油,

ごま

しょうが,にんじん,

ごぼう,さやいんげん,

ほうれんそう,もやし

5

木

ごはん　牛乳

おこのみ揚げ

きくらげスープ

ブロッコリーのおかか和え

牛乳,いか短冊,

あおのり,豚肉

米,てんぷら粉,

ながいも,サラダ油,

でんぷん

キャベツ,紅しょうが,

にんじん,もやし,にら,

きくらげ（生）

ブロッコリー

20

金

麦ごはん　牛乳

ハッシュドビーフ

コールスローサラダ

お茶の米粉蒸しパン

牛乳,ツナ,豆乳

牛肉

米,麦,米サラダ油,

バター,薄力粉,

フレンチドレッシング,

米粉,三温糖

玉葱,キャベツ,きゅうり,

にんじん

6

金

麦ごはん　牛乳

八宝菜

大学芋

みかん

牛乳,豚肉,いか　短

冊,うずら卵(水煮）

米,麦,サラダ油,

でんぷん,さつまいも,

なたね油,三温糖,ごま

玉葱,にんじん,

干し椎茸,みかん

たけのこ(水煮),

はくさい,もやし,

23

月

麦ごはん　牛乳

酢豚

中華風コーンスープ

りんご

牛乳,豚肉,ハム,たまご
米,麦,でんぷん,

サラダ油,三温糖

しょうが,にんにく

たけのこ(水煮),にら

干し椎茸,玉葱,にんじん,

ピーマン,,りんごコーン

9

月

ﾎﾟｰｸｶﾚｰﾗｲｽ(麦入)　牛乳

海藻サラダ

小魚のごまからめ

牛乳,豚肉,海藻ミッ

クス,ツナ,かえり煮

干し

米,麦,さつまいも,

サラダ油,カレールウ,

ごま油,三温糖,ごま

ぶなしめじ,玉葱,

にんじん,にんにく

りんごピューレ,

きゅうり,ホールコーン

24

火

麦ごはん　牛乳

れんこんのきんぴら

ちくわの緑茶揚げ

水菜のごま和え

牛乳,焼き竹輪

牛肉

米,麦,こんにゃく,米サラ

ダ油,三温糖,ごま(い

り）,てんぷら粉,なたね

油

れんこん,にんじん,

さやいんげん,松阪赤菜,

はくさい

10

火

栗ごはん　牛乳

鮭の黄金焼き

かきたま汁

小松菜のおかか和え

牛乳,鮭,木綿豆腐,

たまご、かつお節

米,くり,マヨネーズ,

でんぷん

にんじん,玉葱,

えのきたけ,葉ねぎ,

こまつな

25

水

米粉入りパン　牛乳

手作りハンバーグ

秋味シチュー

フレンチサラダ

牛乳,鶏肉モモ(皮なし),

牛ひき肉,豚ひき肉,

豆乳

米粉入りパン,サラダ油,

バター,さつまいも,

薄力粉,三温糖,パン粉

にんじん,ぶなしめじ,

玉葱,キャベツ,きゅうり,

ホールコーン缶,

りんごピューレ

11

水

黒糖パン　牛乳

さつま芋とｴﾘﾝｷﾞのｸﾞﾗﾀﾝ

ポトフ

花野菜サラダ

牛乳,

鶏肉モモ(皮なし),

ベーコン,

パルメザンチーズ,

ウインナー

黒糖パン,さつまいも,

バター,ベシャメル

ソース,パン粉

ごまドレッシング

玉葱,にんじん,

エリンギ,だいこん

チンゲンツァイ,

ブロッコリー,カリフラ

ワー,ホールコーン缶

26

木

ごはん　牛乳

大根とさといものそぼろ煮

さんまの蒲焼風

はくさいの浅漬け

牛乳,鶏ひき肉,

さつま揚げ,さんま

米,サラダ油,

板こんにゃく,さといも,

三温糖,でんぷん

大根,にんじん,

はくさい,きゅうり,

しょうが

12

木

麦ごはん　牛乳

肉じゃが

ほうれん草の和え物

焼きししゃも

牛乳,和牛モモ

ししゃも

米,麦,じゃがいも,

糸こんにゃく

サラダ油,三温糖,

ごま

玉葱,にんじん,

さやいんげん,

ほうれんそう,はくさい

27

金

わかめごはん　牛乳

かみかみかき揚げ

のっぺい汁

なばなのごま酢あえ

牛乳,わかめ,大豆,

ひじき,むきえび

鶏肉モモ(皮なし),油揚げ

米,てんぷら粉,サラダ油,

さといも,こんにゃく,

でんぷん,ごま,三温糖

にんじん,ごぼう,

玉葱,だいこん,葉ねぎ,

きゅうり,なばな,もやし

13

金

麦ごはん　牛乳

まぐろのみそカツ

添えキャベツ

けんちん汁

牛乳,まぐろ

赤みそ,木綿豆腐

米,麦,薄力粉,パン

三温糖,さといも,

でんぷん,ごま油

サラダ油

キャベツ,ごぼう,

にんじん,だいこん,

葉ねぎ

30

月

麦ごはん　牛乳

いかのねぎ塩焼き

五目豆

切干大根とほうれん草の和

え物

牛乳,大豆,さつま揚げ,

ツナ,いか

米,麦,板こんにゃく,

三温糖,ごま,ごま油

ごぼう,にんじん,

切干しだいこん,

ほうれんそう,キャベツ,

にんにく,しょうが,

葉ねぎ

16

月

麦ごはん　牛乳

マーボー豆腐

バンサンスー

れんこんチップ

牛乳,豆腐,豚ひき肉,

赤みそ,ハム

米,麦,サラダ油,

三温糖,でんぷん,

ごま油,はるさめ

ごま

にんにく,しょうが,

にんじん,玉葱,葉ねぎ

たけのこ(水煮),干し椎

茸,もやし,きゅうり,

れんこん

31

火

チキンライス　牛乳

米粉ポタージュ

ひじきサラダ

巨峰

牛乳,鶏肉モモ(皮なし),

ベーコン,ひじき,ツナ

米,麦,バター,

じゃがいも,サラダ油,

米粉,三温糖

にんじん,玉葱,

ぶなしめじ,パセリ,

キャベツ

ホールコーン缶,巨峰

※下線部は手作り調理の対象を示す。

※幼稚園用献立表と異なるものを赤字で示す。

熱や力の元になる 体の調子を整える

学校給食予定献立表（例）：小・中学校

日 献立名 血や肉になる 熱や力の元になる 体の調子を整える 日 献立名 血や肉になる


