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館山市学校給食センター調理業務委託仕様書 
 

１ 業務名 

  館山市学校給食センター調理業務委託 

 

２ 委託期間 

  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで（３年間） 

 

３ 業務場所 

  所在地  館山市北条６９２番地の１ 

    名 称  館山市学校給食センター 

 

４ 対象校（園）及び食数 

 対象校（園）は，館山市学校給食センター（以下「給食センター」という。）の配送校（園）とする。 

対象者は幼児，児童，生徒及び教職員等とし，食数は「調理業務指示書」等によりその都度提示する。 

（平成２９年度予定食数：1日あたり） 

   幼稚園６園 320食 小学校10校 2,320食 中学校４校 1,220食 合計20校（園） 約4,000食（給食

センター分を含む） 

並びに，保存食 2，検食 2及び給食事業として必要な食数を含むものとする。 

   

５ 給食実施予定日数 

  平成２９年度予定 １９３日 

  平成３０年度予定 １９２日 

  平成３１年度予定 １９３日 

 

６ 業務内容 

   学校教育活動の一環として，児童・生徒の望ましい食習慣の育成や心身の健全な発達を図ることを目

的とする学校給食の使命を十分に認識し，安定・安全な学校給食を提供するため，以下の業務を的確に

遂行するものとする。 

 (１) 物資検収時の受取，検温，格納業務 

食材の調理場への納入に際し，給食センター栄養士の指示により検査、検収及び検収記録を行う。

検収が終了した食材については下処理室又は各保管庫等に運搬し,調理業務を開始する。食材に使用

する野菜類，果物類，食肉・魚介類，食肉加工品，乾物及び冷凍食品については，納入業者より様々

な容器で搬入されるので，検収の際に，所定の専用台車及び専用容器に入れ替える。検収終了後に

量の不足・物資の異常等が発見された場合は，速やかに市に報告し判断を委ねること。 

 (２) 調理業務 

   ① 献立は，原則として２献立で同時に調理を行うこと。 

② 市の作成した献立表に基づき，受託者は，本仕様書等により，市が提供する食材を使用し，調

理すること。（点検，報告及び翌日の準備を含む。）なお，炊飯は業務に含まない。 

   ③ 調理・配缶は，調理終了後２時間以内の喫食に対応できるよう努めること。 

 (３) 原材料及び調理後の保存食採取，保管業務 

① 保存食は原材料及び調理済み食品を品目ごとに 50g以上を決められた袋に密封して入れ，保存

食用冷凍庫に－20℃以下，２週間以上（土日祝祭日含む）保存すること。 

② 採取及び廃棄日時，保存品目等，「原材料及び保存食記録簿」に記録すること。 

③ 原材料は，洗浄，消毒等を行わず，購入した状態で保存すること。 

④ 毎日の調理作業の打合せは，前日までに市の指示のもと，給食センター栄養士と受託関係者で

行うこと。 

 (４) 検食の提供 

    検食用として，配缶前に，Ａコース，Ｂコース各一食を給食センターに提供すること。 

 (５) 配缶業務及びコンテナへの積み込み業務 
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釜割り表に従って，調理した給食を学校別，クラス別に配缶（添加物等の小分け作業も含む。）

し，給食用コンテナに入れ，搬送車両の運転手等と協力して配送トラックに積み込む。（調理場と学

校間の給食配送回収業務は，業務に含まない。） 

 (６) 食器，食缶，調理器具，コンテナ等の洗浄・消毒業務 

配送車両から降ろされた学校から回収された食缶，食器類や給食用コンテナを調理器具とともに

洗浄・消毒・保管を行ったうえ，必要な点検を行う。回収された食缶，食器類等は必ず当日に洗浄・

消毒・保管を行うこと。 

 (７) 残菜等の計量及び処理業務 

① 残菜等は学校ごとに計量の上，「残菜記録報告書」に記録すること。なお，処理にあたっては，

清潔を保つこと。 

② 調理作業で発生する生ゴミは計量し，ビン類，缶類，ダンボール等は，分別して所定の場所に

集積すること。 

③ 残菜等及び生ゴミは，市が貸与する車両により，市が指定した場所に運搬処理すること。 

 (８) 施設・設備の清掃及び安全点検と記録業務 

① 施設，設備，器具類等（事務室を除く）を，日常業務に支障がないよう，衛生的に維持管理し，

「施設管理点検表」に記録すること。 

  なお，施設，設備等に支障がある場合は速やかに市に報告すること。 

② 給食センター施設内の施錠管理をすること。 

 (９) 使用物品の管理業務 

 調味料等の現在量の点検を行い，「調味料在庫表」に記録すること。 

 (10) 調理場等の清掃業務 

① 作業終了後の検収室，下処理室，調理室，調味料庫，コンテナプール，洗浄室等の清掃及び整

理整頓を行う。 

② 包丁まな板殺菌庫，消毒保管機，冷蔵庫等は毎日拭き取り消毒を行うこと。 

(11) 長期休業中の業務 

夏休み・冬休み・春休みの長期休業時には，食缶等の名入れ食器点検等の新年度・新学期の準備

及び調理施設・設備の清掃・消毒等に関する「長期休業中業務計画書」を作成し，市の承認を受け

たうえ実施すること。 

(12) ボイラー運転管理業務 

      既存貫流式ボイラーが適正に稼動するよう運転管理業務を行う。また，市の指示に従い，日常

点検を行い，「ボイラー点検表」に記録すること。 

(13) 廃水処理施設の日常点検業務 

廃水処理施設について，市の指示に従い，日常点検を行い「廃水処理施設点検表」に記録するこ

と。 

(14) 前各号に附帯する業務 

業務終了後「業務日報」および「学校給食日常点検表」に業務内容等，必要事項を記録すること。 

 

７ 献立及び調理食数等に関する提示 

 (１) 市は，献立及び調理食数等に関して，給食実施計画表や献立表，調理指示書等を受託者に提示す

る。調理に当たり，受託者の業務責任者は，給食センターの栄養士等と打合せを行ったうえ，受託

者の調理従事者に周知徹底を図ること。 

 (２) 受託者は，（１）により献立及び調理食数等の提示を受けた場合は，「作業工程表」や「作業動線

図」等により，調理作業計画を策定しなければならない。 

 (３) 市は，調理業務等指示書の内容に追加又は変更がある場合には，連絡票によりその都度，受託者

に指示する。 

 

８ 業務可能時間 

原則，午前７時 30分から午後 5時とする。ただし，各種研修及び会議等必要がある場合については，

市との事前協議により時間外業務も可能とする。 

９ 調理従事者 
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 (１) 業務責任者 

調理師又は栄養士の資格を有する常駐の正社員で，学校給食調理業務４，０００食以上かつ，複

数献立を実施している学校給食センターの調理業務に３年以上の従事経験者を，業務執行上の受託

者として責任を負うべき業務責任者として定め，業務全体の指揮及び総括を行うとともに，給食セ

ンター職員や栄養士等との連絡調整の任に充てること。 

 (２) 業務副責任者 

業務責任者を補佐する業務副責任者を定め，責任者に事故があるときは，その任に充てること。

（正社員の調理業務従事者と兼務可） 

なお，業務副責任者は，常駐の正社員で業務責任者と同程度の資格と経験を有していること。 

(３) 調理業務従事者 

受託業務が学校給食業務であることを考慮し，調理に従事する者として，調理師又は栄養士等の

専門知識を有し，かつ，学校給食調理業務等に従事した経験が豊富な者を充てるよう努めること。

また，調理師又は栄養士の資格を有する正社員を多く充てること。 

調理業務を適正に行うために必要な人員を配置することとし，正社員以外の調理業務従事者を配

置する場合には，学校給食調理業務等の従事経験者を優先すること。 

 (４) ボイラー取扱者 

    日常運転及び点検業務を行うため，貫流ボイラー取扱講習修了者を配置すること。（正社員の調理

業務従事者との兼務可） 

 

10 施設設備機器等 

 (１) 受託者は，委託業務を行うに当たり，市の所有する施設や設備機器，食具類，調理器具類等（以

下「設備機器等」という。）を別に締結する設備機器等使用貸借契約に基づき，使用するものとする。

また，目的外の利用は一切禁止する。なお，受託者が調理機器等を給食センターに持ち込む場合は，

市の承認を得ること。 

なお，市の所有する設備機器等は，別紙１「主要設備機器等一覧表」のとおりとする。 

 (２) 調理業務等に必要なものの経費負担区分は別紙２「経費の負担区分」のとおりとする。なお，記

載のないものについては，双方協議して決めることとする。 

 (３) 受託者は，施設機器等を丁寧に取り扱うとともに，故障や破損などが発生した場合は，直ちに報

告し，市の指示に従うものとする。 

    また，受託者の責めに帰すべき理由による場合は，その損害を賠償するものとする。 

 (４) 受託者は，業務の着手前に施設備品等を点検し，業務の履行に支障を来たすと判断される瑕疵を

発見した場合は，直ちに市に報告すること。 

 (５) 受託者は，設備機器等が故障若しくは毀損した場合においても，簡易に修復できるものについて

は自ら行うこととする。 

 (６) 調理従事者の福利厚生のために使用する備品，消耗品の調達及び維持管理は，受託者の負担とす

る。 

 (７) 受託者は，光熱水費等の経費削減に努めなければならない。 

 (８) 受託者は，給食センターを退出するときは，窓，扉等の施錠，消灯，ガス栓等の閉止及び各設備

機器類の停止等を確認し，退出すること。 

 

11 マニュアルの作成 

(１) あらかじめ協議したうえで，委託期間が開始する日までに，本施設に対応した衛生管理マニュア

ルを作成し，市の承認を得ること。 

(２) マニュアルの作成に当たっては，「学校給食衛生管理の基準（文部科学省）」及び「大量調理施設

衛生管理マニュアル（厚生労働省）」等に基づき，衛生管理の徹底を図るよう特に留意すること。 

(３) マニュアルを変更する場合には，市と協議し，承認を得ること。 
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12 衛生管理 

 (１) 受託者は，委託業務の履行にあたり，衛生管理について，自社の衛生管理マニュアル等のほか，

次の事項に基づき安全・衛生管理を行い，業務を実施すること。 

   ① 文部科学省「学校給食衛生管理の基準」 

   ② 厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」 

   ③ 市の指示書及び資料等による指示 

   ④ その他関係法令及び関係機関の通知文 

 (２) 食品衛生責任者の選任 

    選任された食品衛生責任者は，関係法令に基づき食品の安全衛生及び給食業務が衛生的に行われ

るよう調理業務従事者の指導教育に努めなければならない。（業務責任者との兼務可） 

 (３) 食品の衛生管理 

    食品の衛生管理には最善を尽くすこと。 

 (４) 食缶，食器類，トレイの扱い 

   ① 洗浄後は，学校・クラス別に消毒，保管する。 

   ② 高い所から落とすなど，急激な衝撃を与えることは避けること。 

   ③ 激しく衝突しないように丁寧に扱うこと。 

   ④ 傷を付ける恐れのある材質のもので洗わないこと。 

   ⑤ 破損したり汚れの落ちない場合は，随時報告すること。 

   ⑥ 汚れが落ちづらい場合には，手洗いにより洗浄すること。 

   ⑦ 目的外使用は一切しないこと。   

 (５) 従事者の健康管理 

   ① 受託者は，調理従事者の健康管理として次に掲げる検査等を実施すること。 

   （ｱ）定期健康診断 

全員を対象として，年１回以上実施するとともに「健康診断結果報告書」に記録すること。新

規採用調理従事者を業務に従事させる場合は，従事する１カ月以内に実施すること。 

   （ｲ）腸内細菌検査 

全員を対象として，月２回腸内細菌検査（検便検査）を実施するとともに「腸内細菌検査結果

報告書」に記録すること。新規採用調理従事者を業務に従事させる場合は，従事する２週間以内

に実施すること。 

      検査項目は，赤痢菌，サルモネラ菌，腸管出血性大腸菌Ｏ-157とする。 

   ② 受託者は，前項各号の検査の結果，食品衛生上支障があると認められる者又は本人若しくは同

居する家族等が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における一類，二

類，三類感染症の者又はその疑いのある者及び無症状病原体保有者等を調理業務に従事させない

こと。 

   ③ 受託者は，前項に掲げる事項が発生した時は，市にその結果を報告すること。 

   ④ 市は，前項の規定に基づく受託者からの報告の結果，調理業務等の履行に支障を来たす恐れが

ある場合には，当該調理従事者の業務への従事の停止を受託者に求めることができる。 

   ⑤ 受託者は，常に調理従事者の健康状態に注意するとともに，業務開始前「健康管理チェックリ

スト」に記録すること。感染症疾患等で食品衛生上支障が生じる恐れのある者を業務に従事させ

ないこと。 

 

13 研修  

(１) 受託者は，調理，食品の取扱い等が適正かつ円滑に行われるよう調理従事者に対して，研修を学

期ごとに１回以上実施して，資質の向上を図ること。なお，研修資料などを添付のうえ，「研修実施

結果報告書」に記録すること。 

(２) 受託者は，新規に調理業務に従事する者については，必ず研修を実施したうえで，業務に従事さ

せること。 

(３) 受託者は，市が必要と認めた場合には，市又は第三者が実施する研修時に調理従事者を参加させ

ること。 
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14 業務計画書 

(１) 受託者は，実施体制等業務の計画書を作成の上，委託期間が開始する日までに市に対して提出し，

承認を得てこれを実施する。 

(２) 業務計画を変更する場合には，市と協議し，承認を得る。 

 

15 給食時間変更の対応 

受託者は，学校行事等の為，給食時間に変更があった場合は，適切に対応すること。 

 

16 立ち入り検査等の協力 

受託者は，保健所などの立ち入り検査については，立会い等，協力を行うこと。また，見学者の対応

についても協力を行うこと。 

 

17 会議への出席 

受託者は，学校給食に関する会議などに，必要に応じて業務責任者等を出席させるなどの協力を行う

こと。 

 

18 各種調査資料等の協力 

受託者は，市が各種調査資料等を求めたときは，協力を行うこと。 

 

19 視察や学校訪問等の協力 

受託者は，学校等からの視察や試食会など必要に応じて業務責任者等を出席させるなど協力を行うこ

と。 

 

20 不測の事態への協力 

受託者は，給食の提供ができない不測の事態が発生した場合には，調理業務の確保について協力する

こと。 

 

21 関係業者との連携 

受託者は，業務遂行に当たり，廃水処理施設管理業務受託業者や搬送業務受託業者等と連携協力する

こと。 

 

22 本社の協力体制 

受託者は，調理従事者の欠員への対応や従事者と栄養士との連携を密に行えるように本社の協力体制

を整えること。 

 

23 報告事項 

受託者は，次に掲げる報告を行うこととする。また，報告事項について追加や変更等がある場合には，

受託者に対しその都度指示する。 

なお，安全衛生面に係るトラブル及び事故については，直ちに報告するものとする。 

(１) 調理従事者報告書 (11) 業務日報 (21) 事故報告書 

(２) 調理従事者変更報告書 (12) 学校給食日常点検表  

(３) 検収記録簿 (13) 作業工程表  

(４) 原材料及び保存食記録簿 (14) 作業動線図  

(５) 残菜記録報告書 (15) 健康診断結果報告書  

(６) 施設管理点検表 (16) 腸内細菌検査結果報告書  

(７) 調味料在庫表 (17) 健康管理チェックリスト  

(８) 長期休業中業務計画書 (18) 研修実施結果報告書  

(９) ボイラー点検表 (19) 調理業務完了届  

(10) 廃水処理施設点検表 (20) 異物混入等報告書  
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24 契約に関する条件 

(１) 委託料等に関する条件  

① 履行の確認等 

受託事業者は，毎月分の業務完了報告書を当該月業務終了後，直ちに館山市に提出すること。た

だし，３月分については同月末日までに提出すること。 

館山市は，業務完了報告書を受領したときは，業務が本業務委託契約等に基づき適切に履行され

ていることを確認する。 

② 委託料の支払 

委託料は，平成29年４月分を初回として月ごとに支払う。受託事業者は，当該月分の委託料を館

山市に請求し，館山市は所定の請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払う。 

③ 調理数の変動に伴う委託料の変更 

契約時の予定給食日数及び予定給食数と，実際の年間調理数が著しく異なることとなった場合は，

館山市と受託事業者と協議の上，委託料の額を変更する場合がある。 

 

(２) リスク管理方針  

業務委託契約締結後の館山市と受託事業者の主なリスク分担方針は，次のとおりとする。 

リスクの種類 リスクの内容 
負   担 

館山市 受託者 

事業の中止・延期に

関するリスク 

館山市の指示によるもの ○  

事業者の事業放棄・破綻  ○ 

不可抗力リスク 天災・暴動等による履行不能 ○  

許認可リスク 事業の実施に必要な許認可取得の遅延等  ○ 

計画変動リスク 事業内容の変更  ○ 

運営費上昇リスク 計画変更以外の要因による運営費用の増大  ○ 

施設損傷リスク 
事業者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外 ○  

性能リスク 要求仕様不適合  ○ 

調理事故・異物混入

等に関するリスク 

事業者の責めに帰すべき事由による場合   ○ 

上記以外  ○  

(３) 遵守法令等 

① 法令等  学校給食法，食品衛生法，労働基準法等の労働関係法及びその他関連法規等 

② 要綱等  学校給食衛生管理基準（文部科学省），大量調理施設衛生管理マニュアル（厚生労

働省）及びその他関連要綱等  

 

25 その他 

 (１) 履行期間開始までの業務習熟，準備，清掃等に要する費用は，受託者が負担することとする。 

 (２) 業務の履行に当たり，関係法令等を遵守すること。 

 (３) 業務委託仕様書の内容は，必要に応じて追加，変更をするものとする。また，市の指示する資料

等の内容の追加，変更が生じた場合には，それに従って業務を行うこととする。 

 (４) 本仕様書の内容に疑義がある場合には，必要に応じて協議のうえ，定めることとする。 

 

26 協議事項 

本仕様書に定めのない事項であっても，業務に関連するものについては，協議のうえ履行するものと

する。 
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別紙１ 

主要設備機器等一覧表 

№ 区分 設置場所 設備備品名 数量 
メーカー 

又は購入先 
購入年月日 備考 

1 調理用設備 下処理室 消毒保管庫 1 日本調理機 H9.9   

2 調理用設備 下処理室 包丁乾燥殺菌庫 1 フジマック H9.5.30   

3 調理用設備 下処理室 冷凍庫 1       

4 調理用設備 下処理室 冷蔵庫 1       

5 調理用設備 調理室 給水加圧装置 1 ユタカ設備 H16.8   

6 調理用設備 調理室 蒸気回転釜 10 日本調理機他     

7 調理用設備 調理室 ガス回転釜 1 新日本厨機 H10.1.7   

8 調理用設備 調理室 蒸気熱風消毒保管庫 1 日本調理機 H10.8.21   

9 調理用設備 調理室 蒸気熱風消毒保管庫 1 中西製作所 H12   

10 調理用設備 調理室 蒸気熱風消毒保管庫 4 中西製作所 Ｈ17．8   

11 調理用設備 調理室 昇降式消毒保管庫 3 中西製作所 Ｈ17．8   

12 調理用設備 調理室 電気式消毒保管庫 1 新日本厨機 H7.6.23   

13 調理用設備 調理室 焼物機 1 フジマック H11.5   

14 調理用設備 調理室 自動連続揚物機 1 中西製作所 H18.3.30 一体 

15 調理用設備 調理室 油切コンベア 1       

16 調理用設備 調理室 油こし機 1       

17 調理用設備 調理室 冷却機 1 MIURA H7.9   

18 調理用設備 調理室 調理済食品用冷蔵庫 1   H17.8   

19 調理用設備 洗浄室 食器食缶洗浄機 1 フジマック H12.8.22   

20 調理用設備 洗浄室 食器食缶洗浄機 1 フジマック H14.8.21   

21 調理用設備 洗浄室 食器洗浄機 1 フジマック H3.8.20   

22 調理用設備 洗浄室 食器食缶洗浄機 1 フジマック H20.8.20   

23 調理用設備 屋外 貫流ボイラ 1 ヒラカワ H23.10  

24 調理用設備 屋外 貫流ボイラ 1 ヒラカワ H15.8 予備 
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№ 区分 設置場所 設備備品名 数量 
メーカー 

又は購入先 
購入年月日 備考 

25 調理用備品 検収室 ２槽シンク 1 フジマック Ｈ10.8   

26 調理用備品 検収室 大型シンク 1 フジマック H2.8.18   

27 調理用備品 検収室 缶切り機 1 日本調理機 Ｈ24.9.20   

28 調理用備品 検収室 小型シンク 1 フジマック H9.7.22   

29 調理用備品 検収室 自動台秤 100Ｋｇ 1 YAMATO H5.7.7   

30 調理用備品 検収室 赤外線温度計 1 SATO Ｈ23年度   

31 調理用備品 検収室 調理台 2 フジマック S47.12.28   

32 調理用備品 検収室 ピーラー 2 日本調理機 H8.8.10   

33 調理用備品 下処理室 移動台（ドライ用） 1 中西製作所 H16.8.31   

34 調理用備品 下処理室 カート 2 中西製作所 H16.6   

35 調理用備品 下処理室 作業台（ドライ用） 5 中西製作所 H16.8.31   

36 調理用備品 下処理室 三槽シンク（ドライ用） 5 中西製作所 H16.8.31   

37 調理用備品 下処理室 パンラック（ドライ用） 2 中西製作所 H16.8.31   

38 調理用備品 下処理室 フリーローラー 2 中西製作所 H16.8.31   

39 調理用備品 下処理室 水切台（ドライ用） 5 中西製作所 H16.8.31   

40 調理用備品 調味料庫 作業台 1  
20 年以上 

経過 
  

41 調理用備品 調味料庫 湿度温度計 1 SATO Ｈ9.5   

42 調理用備品 調味料庫 デジタル重量台秤 1 ISIDA H16.11   

43 調理用備品 調理室 ２槽シンク 1   H10.8   

44 調理用備品 調理室 L型４面コンビテナー 9 房州物流 H16.8 
緑色 ４台 

白色 ５台 

45 調理用備品 調理室 受台小（水抜付） 1   
20 年以上 

経過 
  

46 調理用備品 調理室 受台大（水抜付） 1   
20 年以上 

経過 
  

47 調理用備品 調理室 受台中（水抜付） 1   
20 年以上 

経過 
  

48 調理用備品 調理室 受台低（水抜なし） 2   
20 年以上 

経過 
  

49 調理用備品 調理室 受台細（水抜なし） 5   
20 年以上 

経過 
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№ 区分 設置場所 設備備品名 数量 
メーカー 

又は購入先 
購入年月日 備考 

50 調理用備品 調理室 大型シンク 2   H2.8.18   

51 調理用備品 調理室 温度計 3 SATO H18.5   

52 調理用備品 調理室 高速ミキサー 2 日本調理機     

53 調理用備品 調理室 さいの目切機 1 中西製作所 H21.12   

54 調理用備品 調理室 スライサー 2 フジマック H21.8   

55 調理用備品 調理室 調理台 5   S62.8.10   

56 調理用備品 調理室 包丁まな板殺菌保管庫 1 兼八産業 
２０年以上 

経過 
  

57 調理用備品 調理室 包丁まな板保管庫 1 兼八産業 
２０年以上 

経過 
  

58 調理用備品 調理室 蒸し器 2 日本調理 S59.8.5   

59 調理用備品 調理室 ローラーコンベア 1 中西製作所 Ｈ17．10   

60 調理用備品 調理室 ローラーコンベア極小 2       

61 調理用備品 調理室 ローラーコンベア小 1       

62 調理用備品 調理室 ローラーコンベア大 2       

63 調理用備品 調理室他 L型運搬車 43       

64 調理用備品 洗浄室 デジタル台秤 150Ｋｇ 1 YAMATO H21.12   

65 調理用備品 ｺﾝﾃﾅ室 ２槽シンク 1   
10 年以上経

過 
  

66 調理用備品 ｺﾝﾃﾅ室 受台小（水抜付） 1   
20 年以上経

過 
  

67 調理用備品 ｺﾝﾃﾅ室 受台小（水抜なし） 1   
20 年以上経

過 
  

68 調理用備品 ｺﾝﾃﾅ室 受台大（水抜付） 2   
20 年以上経

過 
  

69 調理用備品 ｺﾝﾃﾅ室 受台中（水抜付） 1   
20 年以上経

過 
  

70 調理用備品 ｺﾝﾃﾅ室 大型シンク 4   
10 年以上経

過 
  

71 調理用備品 ｺﾝﾃﾅ室 シンク（小） 1   
10 年以上経

過 
  

72 調理用備品 ｺﾝﾃﾅ室 調理台 1   
10 年以上経

過 
  

73 調理用備品 ｺﾝﾃﾅ室 コンテナ 48       

74 調理用備品 ｺﾝﾃﾅ室 返却コンベア 1 カワサキ製作所 H6.8   
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№ 区分 設置場所 設備備品名 数量 
メーカー 

又は購入先 
購入年月日 備考 

75 調理用備品 ｺﾝﾃﾅ室 ローラーコンベア 2 カワサキ製作所     

76 衛生備品 検収室 エアーカーテン 4 ナショナル   2台Ｈ26.8更新  

77 衛生備品 検収室 補虫器 1 中西製作所 H18.8   

78 衛生備品 調理前室 自動手指消毒機 1 サラヤ H9.3 1台Ｈ28.7更新 

79 衛生備品 調理室 エアーカーテン 2 ナショナル H15.9   

80 衛生備品 調理室 自動手指消毒機 2 サラヤ H9.3   

81 衛生備品 調理室 電撃殺虫機 6 三興電機 H16.6 1台Ｈ28.8更新  

82 衛生備品 洗浄室 エアーカーテン 1 ナショナル H16.3   

83 衛生備品 ｺﾝﾃﾅ室 自動手指消毒機 1 サラヤ H9.3   

84 衛生備品 ｺﾝﾃﾅ室 電撃殺虫機 3 三興電機     

85 衛生備品 ｺﾝﾃﾅ室 補虫器 1 中西製作所 H18.8   

86 衛生備品 ２階廊下 冷凍庫 1 ホシザキ H24.9 保存食用 

87 衛生備品 トイレ ウォシュレット 4 ＴＯＴＯ H16.3 
女子用３ 

男子用１ 

88 その他 調味料庫 エアコン 1 Ｎａｔｉｏｎａｌ H16.6   

89 その他 調味料庫 掛時計 1 カシオ H15.10   

90 その他 調理室 扇風機 10   
Ｓ53.12～Ｈ

7.6 
  

91 その他 洗浄室 L型４面コンビテナー  7 房州物流 H16.8   

92 その他 洗浄室 高圧洗浄機 1 蔵王産業 H8.5.24   

93 その他 トイレ ロッカー（掃除器具） 1 ＵＣＨＩＤＡ H16.3 女子トイレ 

94 その他 玄関 シューズボックス 1 もちづき H16.9   

95 その他 
女子厚生

室 
冷蔵庫 1       

96 その他 控室 スチールロッカー 10 ライオン H3.8.28 ４連２号 

97 その他 控室 掃除機 2 SANYO H18.5.23 530ｗ 

98 その他 洗濯室 エアコン 1 ダイキン H15.8 
洗濯物 

乾燥用 

99 その他 屋外 貨物車 1 ニッサン  H8.1.22 
袖ヶ浦 44 

こ 9836 
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№ 区分 設置場所 設備備品名 数量 
メーカー 

又は購入先 
購入年月日 備考 

100 衛生備品 ｺﾝﾃﾅ室 エアーカーテン 6 パナソニック Ｈ25.3  

101 調理用備品 調理室 デジタル自動台秤 60Kg 1 アイホー H27.8   

102 調理用備品 調理室他 リフト廊下用運搬車 5 中西製作所 H26.8  

103 調理用備品 調理室 食材カート 3段 3 タニコー H27.8 
1400×700×

1100 

104        

105        

106        

107        

108        

109        

110        

111        

112        

113        
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別紙２ 

経費の負担区分 

区    分 館山市 受託業者 備   考 

施設，設備の維持管理（※１） ○  
修理，保守点検，専門的な清掃，夜間

警備 

施設，設備の更新（※１） ○   

食材料費 ○   

食器・食缶等（※２） ○   

調理道具類（※３） ○   

食器・食缶の洗浄，消毒の洗剤，

薬品等 
○  

 

清掃用具 ○   

業務に要する消耗品 ○（※４） ○（※５）  

委託業務従事者の人件費  ○  

委託業務従事者の被服，洗濯費  ○ 
現有洗濯機は使用可。但し，更新，修

理は受託業者負担。 

委託業務従事者の福利厚生費  ○  

委託業務従事者の衛生管理費  ○ 細菌検査，定期健康診断等 

委託業務従事者の研修費  ○  

防鼠防虫駆除費 ○   

塵芥処理費 ○   

市が貸与する廃棄物運搬車の車検

費用（重量税，強制保険等） 
○  

 

 同 修繕料 ○ ○(※) 
(※)受託業者の過失によるものは受託

業者負担 

 同 燃料費 ○   

同 任意保険料  ○  

燃料費（ガス・重油） ○   

光熱水費（電気・水道） ○   

業務に要する事務用品（※６）  ○  

業務に要するコピー機・ファック

ス・電話・パソコン 
 ○ 

 

※１ 施設，設備の主な内容 

建物，廃水処理施設，変電室，ボイラー室及びボイラー，重油タンク，上水道設備，空調設備，

電気設備，厨房設備及び機器類，その他施設設備に付帯するもの 

※２ 食器，食缶等の主な内容 

給食センター試食用はし，スプーン，ボール，カゴ，ランチ皿，保温食缶，食缶等 

※３ 調理道具類の主な内容 

包丁，まな板，ざる，ボール，柄杓，トング，鍋，お玉，たわし，熊手等 

※４ 業務に要する消耗品のうち，市の負担とするもの 

  アルミホイル，アルミカップ，ラップ，ポリ袋 

※５ 業務に要する消耗品のうち受託業者の負担とするもの 

ペーパータオル，洗濯用洗剤，手洗用洗剤，消毒液，つめ洗いブラシ，手袋，マスク，サンダル，

長靴等 

※６ 業務に要する事務用品の主な内容 

机，テーブル，椅子，ロッカー，書棚，筆記用具，文房具，コピー用紙，封筒等 


