
                     

神林地区３調理場 学校給食調理業務委託仕様書 
 

１ 履行期間 

令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで（5年間） 

 

２ 履行場所 

・神納小学校の調理場及び付帯施設（各階配膳室） 

（村上市九日市 503番地） 

 

・平林小学校の調理場及び付帯施設（各階配膳室） 

（村上市塩谷 1325番地 135） 

  

・神林中学校の調理場及び付帯施設（各階配膳室） 

（村上市有明 1380番地） 

 

３ 対象及び食数 

対象は児童生徒及び教職員等とし、食数は年間給食実施一覧のとおりとする。なお、実際の調

理食数は、1か月単位で受託者に指示する。食数その他に変更があった場合は、３日前までに受託

者に指示するが、緊急を要する場合はこの限りでない。 

 

５年間の食数見込み（１日当たり） 

学校 ／ 年度 R3 R4 R5 R6 R7 

神納小学校 250 240 240 240 230 

平林小学校 160 160 150 140 130 

神林中学校 200 190 200 200 210 

合計 610 590 590 580 570 

 
※数値は令和 2年 7月現在における見込みである 

アレルギー食対応（除去食、代替食）あり  

令和 2年度は 29名（神納小 13名、平林小 8名、神林中 8名） 

 

４ 給食体系 

主食は米飯（週４回・自校炊飯） 
麺、パン（隔週 1回） 

 

 

 

（別紙１-２） 



５ 業務日数 

調理場 年間給食実施日数 

神納小学校 190日程度 

平林小学校 190日程度 

神林中学校 195日程度 

   

その他は村上市教育委員会において指示をする。(各学校年間約 20日程度) 

 

６ 履行場所における施設面積及び設備 

別記「施設、設備表」のとおりとし、設備については無料で貸与する。電気、ガス、水道、給湯

器等は市が設置、提供する。 
 

７ 業務の内容 

（１）給食実施日の学校給食業務内容 

ア 調理業務及び付随する業務 

当該校の栄養教諭等が作成した手配表に基づき、受託者側が調理作業工程表・作業動線図を作

成し、栄養教諭等が確認する。栄養教諭等が確認した調理作業工程表・作業動線図に基づき調理

場において、調理加工し、主食、副食、牛乳、デザート等の配食を行う。食器等の洗浄、消毒、

保管、後片付け等の業務を行う。 

また、通常の調理作業のほか、アレルギー等のため除去食･代替食を必要とする児童生徒に対し

て、栄養教諭等の手配表に基づき調理、配食、引き渡しを行う。 

 

①  調理加工 

・食材の検収、温度管理、冷凍庫、冷蔵庫、食品庫等への収納 

・調理開始にあたっての食材等の点検、計量、取り出し 

・食材料の下洗い、皮剥き、芽取り、本洗い、切菜、加熱等（蒸す、茹でる、炒める）の

仕込み作業、冷却、混和、成型、粉付け、衣付け、調味、加熱等（蒸す、煮る、茹でる、

炒める、揚げる、焼く、炊飯等）の仕上げ作業 

・保存食は、原材料及び調理済食品を食品ごとに、50ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋

等）に密封して入れ、専用冷凍庫に－20℃以下で、2週間以上保存する。 

・検食準備作業及び校長室への検食の運搬 

② 学級別に配缶及び搬送・回収 

・調理された給食を、牛乳、デザート等と共に学級別に配缶し、給食に必要な食器具、配

膳用器具等を点検し学級別に学級用運搬車又は配膳棚にセットする。２階以上の教室に

ついては各階の配膳スペースまで搬送と回収を行う。 

・学級用運搬車の引き渡しを確実に行う。 

・給食後は、各配膳スペースから回収を行う。 

③ 食器具等の洗浄、消毒、保管 

・食器具、食缶類、配膳用器具、学級用運搬車等の数量及び異常の確認と洗浄を行う。 

・翌日使用する洗浄済み食器具は、学級毎の数を確認し、食器籠ごと消毒保管庫に格納、

消毒を行う。 

・洗浄済み食缶、盛りつけ用具等の消毒保管庫への格納、消毒を行う。 

④ 機器類の洗浄、及び点検整備 

・調理使用後の機械、器具類の洗浄及び点検整備を行う。 



・給湯器等の点検と安全確認を行う。 

⑤ 調理場等の清掃及び整理整頓 

・作業終了後の調理場、配膳室等の清掃及び整理整頓を行う。 

・トイレの清掃、消毒を行う。 

・休憩室、事務室等の清掃を行う。 

・調理室、休憩室、配膳室、トイレ等の施錠及び火気の点検を行う。 

⑥ 厨芥、残さいの処理 

・調理場の厨芥及び残さいの廃棄処理、廃棄物容器のごみ収集場所への移動、及び清掃を

行う。 

・調理場で発生したごみ等は、分別してごみ収集場所へ格納する。 

・廃油は缶に入れたまま所定の位置で保管し、廃油回収後、空き缶はごみ収集場所へ移動 

し適切に処理する。 

・食べ残し用バケツの準備、洗浄、消毒、食べ残し量の計測、ごみ処理を行う。 

⑦その他 

・食材料の在庫調べを行い、残量を記録し報告するとともに、在庫品の整理整頓を行う。 

・作業前後に調理場の機械設備の点検を行う。 

・調理場周辺の環境整備に努める。 

・児童生徒用台拭き（バケツ共）の準備、洗濯等を行う。 

・感染性胃腸炎流行時には、消毒を強化する等の適切な対応を行う。 

・上記のほか①から⑦に付帯して必要とする業務を行う。 

イ 給食関係事務 

① 書類作成、伝票整理、点検記録票等の記入 

・日常点検表   

・温度管理表   

・検収表 

・食品の加熱加工記録表 

・給食室日誌 

・検食簿 

・その他教育委員会及び校長から要請のあった書類の作成（村上市学校給食衛生管理マニ

ュアルを含む） 

（栄養教諭が兼務の場合のみ対象） 

      ・発注書（基本物資・一般物資）の作成（発注先業者については指定された業者に発注し、

統一単価に配慮する） 

      ・１食単価計算、納品伝票の整理 

      ・請求伝票の整理と経費支出命令簿の作成 

      ・基本物資、一般物資受払台帳の記入 

       

（２） その他給食実施以外の業務内容（様式 12で報告） 

ア 調理場内外の清掃、消毒、点検業務 

① 食器具等の洗浄及び磨き 

・食器具、食缶類、調理器具等は、学期ごとに 1回以上磨き作業を行う。 

② 調理用機械器具類の清掃及び点検整備  

・調理用機械類の清掃、注油等の点検整備は、月 1回以上行う。 

・食器洗浄機の薬剤洗浄は年１回以上行う。 

③ 調理室等の清掃及び消毒、防虫等 

・調理室等の床（排水溝含む）は毎日清掃し、腰壁等は週１回以上清掃する。消毒は週１

回以上行う。天井については学期ごとに１回以上消毒を行う。 

・食品庫（物品庫含む）、冷蔵庫、冷凍庫等は、毎日 1回清掃、消毒を行う。 



・ねずみ及び衛生害虫の検査確認は月１回以上行い、発見した場合は校長に報告するとと

もに駆除を行う。 

④ 窓ガラス、フード等の清掃 

・調理室等の窓ガラスの清掃、フード等施設設備の金属製部分の清掃及び磨きは、学期ご

とに 1回以上行う。 

・給気口フィルターの清掃は月１回以上行う。 

⑤ その他 

・長期休業（夏・冬・春）中は「村上市学校給食長期休業中作業一覧」に基づく業務とす

る。休業開始直後及び終了直前の数日並びに村上市教育委員会の指定する日を清掃、消

毒、点検、整理整頓及び児童生徒の給食用白衣等の点検や、軽微な補修に充てるととも

に、調理業務の履行に支障のないように努める。 

イ 調理従事者の研修及び学校行事等の業務 

・調理従事者に対し必要な研修を行う。また村上市教育委員会から要請があった研修会等

を受講する。 

・災害時の対応マニュアルを作成し、研修を行う。 

・校長から依頼のあった入学式や卒業式等の学校行事に勤務する。（様式 9） 

 

８ 施設、設備、物品等の使用及び経費負担区分 

（１）村上市が所有する施設、設備、物品等の使用 

受託者は、委託業務を行うにあたり、村上市が所有する次に掲げる施設、設備、物品等を使用す

ることができる。 

ア 調理室等の施設及びこれらに付属する機械、器具類 

イ 休憩室等これらに付属する機械、器具類 

   上記使用により、施設、設備、器具等を破損した場合、受託者は、直ちに校長に報告（様式１０）

し、その指示に従うものとする。又、その破損の原因が受託者の責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。 

（２）当該校が経費負担するもの 

ア 給食用食材 

（３）村上市が経費負担するもの 

ア 学校給食用食器具類、調理用器具類、配膳用器具類 

  イ その他児童生徒に供する食品に関して使用するもの 

（４）受託者が経費負担するもの 

ア 調理業務に必要な被服等 

白衣、帽子及び各作業室の適正な履物等及び作業区分ごとのエプロン等 

  イ 日常作業に必要な洗剤類及び薬品類 

食器洗浄用石鹸または洗剤、器具用洗浄剤、洗濯洗剤、消毒用アルコール、次亜塩素酸ナト

リウム、手洗い用石鹸、水質検査薬、防鼠防虫駆除剤等 

  ウ 日常作業に必要な消耗品類 

洗浄用スポンジ類、アルミホイル、ラップ、ごみ箱、ごみ用ポリ袋（市指定ごみ袋を含む。）、

保存食用ポリ袋、使い捨てマスク、使い捨て手袋、ゴム手袋、ふきん、ペーパータオル、キッ

チンペーパー、つめブラシ、紙紐、消毒用マット、清掃用具（ほうき、ちりとり、ホース、バ

ケツ、ブラシ類）、温度計類、グリス等清掃に必要とするもの等 

エ 事務用消耗品、雑貨等 

事務用消耗品類、茶器、お茶、ポット、救急薬品、トイレットペーパー等 

オ その他 

上記以外で、受託者が負担することが適当と認められるもの 



９ 異物混入の防止 

（１） 受託者は、異物混入事故の発生を防止するため、食材料の検収、下処理作業、調理作業、配缶

時に目視、点検に努める。 

（２） 受託者は、異物混入事故が発生した場合又はその疑いが発生した場合は、「村上市学校給食衛

生管理マニュアル」に基づき、速やかに校長に報告し、その指示に従う。 

（３） 給食に混入した異物等により児童生徒に対して給食が提供できない事態が起こった場合は、そ

の異物等の原因が受託者の責に帰すべき理由によると判明したときは、校長、栄養教諭等、教

育委員会と協議し、必要な場合には受託者が代替の給食を手配し、その経費を負担する。 

 

１０ 職員の配置及び衛生管理等 

（１） 法令及び通達事項の遵守 

受託者は、受託業務の履行にあたって、学校給食の趣旨を十分理解し、食品衛生法（昭和 22年

法律第 233 号）をはじめ関係法令を遵守し、文部科学省による「学校給食衛生管理基準」及び厚

生労働省による「大量調理衛生管理マニュアル」、「村上市学校給食衛生管理マニュアル」に基づ

き、衛生管理の徹底に努めなければならない。 

（２） 食品衛生責任者の選任及び衛生管理の徹底 

受託者は、調理従事者の中から食品衛生責任者を定め、調理場内に常駐させ、他の調理従事者

の健康、衛生及び安全管理についての指導や監督をさせるとともに、別紙「受託者の遵守事項」

に従わなければならない。 

（３） 有資格者の配置 

受託者は、神林地区３調理場のいずれかの調理場内に２名以上の栄養士を常駐させ、調理指導

及び衛生安全管理の徹底を図ること。また、神林地区３調理場の調理従事者の過半数は調理師有

資格者を配置しなければならない。さらにその他の調理従事者については、調理業務従事の経験

年数が２年以上を有する者が望ましいが、経験年数２年未満の者を配置する場合は、指導体制を

強化するなど業務に支障がないよう特段の配慮をすること。 

（４） 調理業務従事者等の届出 

受託者は、業務責任者、副業務責任者、栄養士、食品衛生責任者及びその他の調理従事者等に

ついて、年度ごとに教育委員会に届出（様式 4）を行うものとする。また、届出後に変更が生じた

ときは、速やかに変更届（様式 5）により報告するものとする。 

ただし、休暇等による代替者については、休暇等による代替勤務者届（様式 6）により校長に報

告するものとする。代替者についても原則として調理師有資格者とし、有資格者以外の者が代替

勤務をする場合は、校長の許可を得ること。 

（５） 調理業務従事者の身上管理 

受託者は、調理従事者の身上及び風紀衛生、服務、規律の維持について、全ての責任を負うも

のとする。 

 

１１ 調理等業務の完了検査 

手配表どおり調理加工が行われたか、栄養教諭等が検査し、校長（不在時は教頭等）が検食に

より確認を行い、確認した後に、児童生徒に提供する。栄養教諭等が常駐していない場合は、手

配表どおり調理加工が行われたか、校長（不在時は教頭等）が検食により確認する。 

 

１２ 調理等業務の完了時刻 

（１）給食実施日の調理等業務は、校長が定めた時間までに完了するものとする。 

（２）回収後の食器具、食缶等の消毒作業は、校長が定めた時間までに概ね完了するものとする。 



１３ 給食等業務の実施記録 

（１）受託者は、業務責任者に業務を実施した日の給食室日誌、日常点検表を記録させ、校長に提出す

るものとする。 

（２）受託者は、月ごとの委託業務が完了したときは、給食業務完了届（様式 11）及び給食実施以外の

業務完了報告書（様式 12）を校長及び村上市教育委員会に提出するものとする。 

 

１４ 支払い条件 

（１）委託料は、１か月単位で支払うものとする。 

（２）１か月分の委託料は、翌月１日以降に請求し、請求書を受理した日から３０日以内に支払うもの

とする。 

 

１５ その他 

（１）大規模災害が発生し、炊き出し等が必要となった場合、または近隣避難所において配送等が必要

となった場合は、村上市教育委員会と連携して協力すること。 

（２）調理員の給食費は、指定された期限内に校長に納入する。 

（３）本仕様書に定めのない事項及び変更せざるを得ない事項が生じた場合は、村上市教育委員会と協

議し、その決定に従うものとする。 

 


