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交野市立学校給食センター給食調理業務等委託仕様書 

 

 

 交野市立学校給食センター（以下「甲」という。）と受託請負事業者（以下「乙」

という。）は、交野市立学校給食センター給食調理業務等について、本仕様書に

定めるところにより業務を遂行する。 

 

１．委託業務名 

  交野市立学校給食センター給食調理業務等委託 

 

２．業務委託期間 

  令和４年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 （但し、「甲」との業務引継ぎに係る受託準備期間を除く） 

 

３．業務委託の場所及び名称 

（１）所在地 

   交野市倉治９丁目 2690番地の１ 

（２）名称（愛称） 

   交野市立学校給食センター（愛称：おりひめ給食センター） 

（３） 施設概要 

 

竣工年月 平成２８年２月 

敷地面積 ６，０８１.０１㎡ 

建築面積 ２，７７９.１７㎡ 

延床面積 ３，９６６.０７㎡ 

建物構造 鉄骨造２階建て 

最大食数 約７０００食（令和元年度実績） 

厨房方式 ドライシステム 

調理予定日数 １９３回程度／年 

給食形態 
米飯 週３回 

パン 週２回 

給食食器 アニマート塗物食器（耐熱 ABS樹脂製） 

設備 

電解次亜水生成装置・真空冷却機 

パススルースチームコンベクションオーブン 

天吊り式消毒保管機・生ゴミ処理機等 
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４．基本条件 

  教育の場での食事の提供であることを十分に理解し、児童生徒の実態に合わせ、常 

 にサービスの向上を図りながら、安全かつ安定して学校給食を提供する。 

（１） 受託業務の概要 

 ア 乙は、本仕様書に基づき調理配食業務管理、食材管理、洗浄業務管理、施設及び 

  設備の管理、安全衛生管理、研修等を行うものとする。 

 イ 乙は、学校給食法、食品衛生法、食育基本法、労働基準法等の関係法令及び関連 

  要綱等を遵守し、また、調理業務にあたっては、厚生労働省の定める「大量調理施 

  設衛生管理マニュアル」及び文部科学省の定める「学校給食衛生管理基準」並びに

甲の「調理業務等にかかる作業手順及び衛生管理マニュアル」を遵守すること。 

 ウ 乙は、食物アレルギー等の特別な配慮の必要な児童生徒への給食についても対応

すること。 

 エ 乙は、学校給食が学校教育活動の一環としての重要な教材であることを理解し、 

  甲の方針に基づく「食育」「地産地消」の取組みや、給食試食会、職場体験学習、

センター見学等、甲が催す行事「学校給食・夏休み親子料理教室」等に対して参加

すること。また、学校訪問「交流給食等」、子どもと接する機会には、必要に応じ

て乙の調理従事者等（以下「調理従事者」という。）を参加させること。 

 

５．給食実施回数及び児童生徒数 

（１）給食実施回数 

１９３回程度／年（令和元年度実績） 

（２）対象校名、児童生徒数、学級数等 

  ア 下表のとおり、喫食の対象は小学校（９校）・中学校（４校）の児童・生徒、 

   教職員等、交野市立児童発達支援センターの利用者及び職員とする。 

 

    学 校 名  児童生徒数（学級数） 食物アレルギー対応者数 

小
学
校 

（
９ 

校
） 

 

星田小学校 296  （13） 4 

郡津小学校 534  （19） 5 

岩船小学校 319  （13） 3 

倉治小学校 663  （23） 10 

妙見坂小学校 402  （14） 4 

旭小学校 345  （13） 5 

藤が尾小学校 288  （13） 4 

私市小学校 397  （13） 9 

交野みらい小学校 713  （24） 10 

児童発達支援センター 34   （1） 3 
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中

学

校 

（
４
校
） 

第一中学校 288  （10） 1 

第二中学校 615  （18） 2 

第三中学校 497  （15） 2 

第四中学校 509  （16） 5 

・表の数字は、令和３年４月１日時点のもの 

・給食センター職員及び市職員や行事により甲が別に通知する人員も含め、若干の増減 

 があり得る。 

・学級数には、職員室も含まれる。 

・交野市立児童発達支援センターへの給食提供も含む。 

・食物アレルギー対応食「除去食」の対応範囲は、食物アレルギーとして医師の診断書 

 により、甲が認定した者とし、対象者は 67人程度、対象アレルゲンは卵・えび、２ 

 品目程度、１日あたりの最大対応食数は 150食程度とする。 

※除去食については、履行期間中に１品目から２品目程度増加する予定である。 

 

イ 実際の食数及び給食実施日数については、甲は乙に対して下表のとおり指示する。 

指示単位 指示内容 帳票類 指示期間 

 

１年単位 

年間の給食実施期間 年間学校給食実施計画書                       

年度初め 学校別食数 基本食数表 

学校別アレルギー対応者数 食物アレルギー対応食一覧

表 

１か月単位 月間の基本食数 給食基本回数（○月） 前月末 

１週単位 学校学級別休校連絡 休校連絡票 前週 

１日単位 食数変更 給食数変更届 前日 

 

6. 実施日及び業務時間 

（１）給食実施日 

給食実施日は契約履行期間内で、土曜、日曜、国民の祝日、長期休業日及び学校

行事による給食休止日を除いた日を原則とする。 

（２）調理業務時間 

   業務時間は、原則として午前 8時 30分から午後 5時 00分までとする。ただし、 

  早出等の業務に従事する者は、業務時間を調節することも可とする。 

   調理業務は、甲の配送計画に基づいた、乙の定める時間とする。ただし、調理後 

  喫食までの時間は、可能な限り短縮することとし、最大２時間以内とする。 

（３）昼食及び休憩 

   調理従事者の昼食及び休憩については、甲の指定する場所で行うこととする。な

お、乙の調理従事者が学校給食を喫食するときは、甲に実費を支払うこと。 
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７．設備・厨房備品類等 

（１）使用料 

   業務の実施にあたり、「厨房備品類使用貸借契約書」（別紙）の別表「厨房備品類

等の機器一覧表」に記載の施設・機器類等の使用を許可し、無償で貸与するものと

する。なお、当該賃貸物品以外で業務実施に必要な物品で学校給食センターに備え

がない物品については、甲と協議後、甲の承諾を得て導入するものとし、当該費用

については乙が負担するものとする。 

  ※使用料については、「厨房備品類使用貸借契約書」を別途締結するものとする。 

（２） 管理 

   乙は、学校給食センターの施設・設備や備品等について定期的に点検を行い、 

また、日常的に清掃・整頓し、清潔保持に努めるとともに、その使用に際して 

は、丁寧に取り扱うこと。 

（３） 報告 

設備・厨房備品類等が破損した場合乙は、直ちに甲に報告しその指示に従うこ 

と。 

（４） 設備・厨房備品類等の補修 

別表、「設備・厨房備品類等の保守点検維持管理業務」以外の厨房備品類等の使 

用で、乙に過失がある場合は、故障若しくは破損した場合、修繕・材料費について

は、乙が負担するものとする。 

 

８．調理従事者の配置、服務、資格 

   業務に必要な人員の確保に当たっては、該当業務の経験を有する者の雇用を優先

することにより、円滑な業務の推進に努めること。 

（１）調理従事者配置、服務、資格〈乙は以下の通り配置する。〉 

   ア 調理業務等総括責任者    １名 

     調理従事者のうち、業務遂行の乙として責任を負うべき責任者を定め、業務

全体（配送業務・配膳業務含む）の指揮及び総括を行うとともに、甲との連絡

調整の任にあてること。調理業務等総括責任者は、栄養士又は調理師の資格を

有し、5,500食以上の学校給食センターで３年以上の実務経験を有するものと

する。また、調理業務等総括責任者は、交野市立学校給食センターに常駐する

正規の調理従事者であること。 

   イ 調理業務等総括副責任者   １名 

     調理従事者のうち、調理業務等総括責任者に事故あるとき、欠けたときにそ

の業務を行うものとして、調理業務等総括副責任者を定めるものとする。調理

業務等総括副責任者は、栄養士または調理師の資格を有し、学校給食センター

で３年以上の実務経験を有するものとする。 
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     ただし、調理業務等総括責任者を兼ねることはできない。また、調理業務等

総括副責任者は、交野市立学校給食センターに常駐する正規の調理従事者であ

ること。 

   ウ 班責任者    ４名以上 

     調理従事者のうち、班の業務遂行における責任者を班数に応じて定めるもの

とする。 

     班責任者は、栄養士又は調理師の資格を有し、学校給食施設で２年以上の実

務経験を有するものとする。また、班責任者は、交野市立学校給食センターに

常駐する正規の職員であること。 

   エ 食物アレルギー対応食責任者    １名（専任） 

     食物アレルギー対応食の調理を専任で従事する者のうち、業務遂行における

責任者を定め、食物アレルギー対応食に関する業務の指導・管理を行うこと。  

食物アレルギー対応食責任者は、栄養士の資格を有するものとする。食物アレ

ルギー対応食責任者は、交野市立学校給食センターに常駐する正規の調理従事

者であること。また、食物アレルギー対応食責任者は、アレルギー対応食の調

理日に必ず配置すること。 

   オ 食品衛生管理責任者    １名 

     関係法令等に基づき食品の安全管理に留意し、給食調理に係る業務が衛生的

に行われるよう調理従事者の衛生教育を行うこと。食品衛生管理責任者は、大

阪府食品衛生法施行条例（平成 12 年大阪府条例第 14 号）別表第一に規定さ

れたものとし、調理業務等総括副責任者と兼務することができる。また、交野

市立学校給食センターに常駐する正規の調理従事者であること。 

   カ 調理員    ２８名以上 

     調理従事者のうち、15 名以上は大量調理施設での業務の経験を有するもの

とする。 

     調理業務等総括責任者、調理業務等総括副責任者、班責任者、アレルギー対

応食責任者及び食物アレルギー対応食調理員は含まないものとする。また、代

替要員についても留意すること。 

     ただし、甲が指示した献立を実施できる人数を日々確保すること。 

   キ 食物アレルギー対応食調理員    ２名（専任） 

     食物アレルギー対応食に関する業務を専任とする。食物アレルギー対応食調

理員は、栄養士又は調理師の資格を有するものとする。 

     食物アレルギー対応食責任者と兼務することができる。 

   ク 施設管理責任者    １名（専任） 

     設置されているすべての調理機器、機材及び設備の取扱い方法を熟知すると

ともに日常点検を行い、故障の予防、性能の維持に努め安定した調理業務がで



9 

きるようにすること。 

    ・専門業者による定期点検にかかる業務、日程の調整及び立会いをすること。 

    ・施設管理責任者は、ボイラーの日常運転・点検業務、薬剤投入等の附帯業務

を行うため、ボイラー取扱作業主任者【技能講習修了以上】、第一種圧力容

器取扱業務を行うため、普通第一種圧力容器取扱作業主任者（普通第一種圧

力容器取扱作業主任者技能講習修了又は、２級ボイラー技士以上）の資格を

有しているものとする。 

    ・交野市立学校給食センターに常駐する正規の調理従事者であること。 

 ケ 施設管理副責任者    １名 

     施設管理責任者に事故あるとき、欠けたときにその業務を行うこと。施設管

理副責任者は、代行時にボイラーの日常運転・点検業務、薬剤投入等の附帯

業務を行う。ボイラー取扱作業主任者【技能講習修了以上】、第一種圧力容

器取扱業務を行うため、普通第一種圧力容器取扱作業主任者（普通第一種圧

力容器取扱作業主任者技能講習修了者又は、２級ボイラー技士以上）の資格

を有しているものとする。 

     施設管理責任者の代行時以外は、調理業務等総括副責任者、班責任者、調理

員と兼務することができる。 

  コ 火元責任者（消防法で定められた条件の場合は防火管理者）   １名 

    ・火気の使用又は取扱いに関する監督、消火器の位置、使用方法の確認及び従

業員への周知、その他火災の防止に関する業務を行うこと。また、火元責任

者は、交野市立学校給食センターに常駐する正規の調理従事者であること。

調理業務等総括責任者、調理業務等総括副責任者、班責任者及び施設管理責

任者と兼務することができる。 

・消防法で定める甲種防火管理講習修了者であること。 

（２）選任の報告 

    乙は、業務を開始しようとする１か月前までに、選任した調理業務等総括責任

者、調理業務等総括副責任者、班責任者、食物アレルギー対応食責任者、食品衛

生管理責任者、施設管理責任者及び施設管理副責任者、火元責任者（以下「責任

者等」という。）を下表のとおり報告すること。また他の職員についても写真付

職員名簿一覧を甲に提出すること。 

    提出された報告書、添付書類及び写真付職員名簿一覧等を確認し、甲が調理従

事者として不適切と思われる者については、交替を要求することができるものと

する。また、責任者等に変更がある場合は、１か月前、他の調理従事者に変更の

ある場合は、２週間前までに報告すること。 
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選任報告書 添付書類 提出書類 

調理業務等総括責任者 
業務履歴 

資格を証する書類の写し 
履行開始１か月前 

調理業務等総括副責任者 
業務履歴 

資格を証する書類の写し 
履行開始１か月前 

班責任者 
業務履歴 

資格を証する書類の写し 
履行開始１か月前 

食物アレルギー対応食責任者 資格を証する書類の写し 履行開始１か月前 

食品衛生管理責任者 資格を証する書類の写し 履行開始１か月前 

施設管理責任者 
資格証する書類の写し 

受講終了を証する書類の写し 
履行開始１か月前 

施設管理副責任者 
資格証する書類の写し 

受講終了を証する書類の写し 
履行開始１か月前 

火元責任者（防火管理者） 
資格証する書類の写し 

受講終了を証する書類の写し 
履行開始１か月前 

（３） 人員に係る緊急対応等 

人員については、午前・午後の作業が遅延しない人員配置を行うこと。 

 また、急病その他の衛生管理上やむを得ない理由で勤務表記載の調理従事者が業務に 

従事できない場合は、速やかに甲へ連絡するとともに、乙の責任において、代替者を 

配置するなど業務に支障のないよう措置を講じ、甲と協議のうえ対応すること。 

  また、食中毒等事故発生時に迅速な対応をとるため、連絡体制を作成し、甲に提出 

すること。 

 

９．業務内容 

  １日の業務の流れは、おおむね下表のとおりである。乙は、施設の機器等の処理能

力、配送時間、食数、作業員の能力等を勘案し、業務時間を決定すること。 

  調理業務については、２時間以内に喫食を遵守するような工程とすること。 

時間 業務内容 

7:00 
給食物資検収・各エリアの作業前の消毒・

ボイラー関係業務開始・下処理開始 

8:15 
各エリアでの朝礼・調理（当日献立の作業 

工程に従うこと）・食器食缶コンテナ設置 

9:00 
食器コンテナ配送業者受け渡し・小おか

ず、大おかずの調理・小おかず配缶 

10:25 大おかず配缶 



11 

10:45 食缶コンテナ配送業者受け渡し 

12:15 
釜、床等の洗浄、清掃、消毒作業 

午前終了 

13:00 
午後の作業準備（洗浄機運転準備等） 

翌日の打ち合わせ（調理員へ作業の周知） 

13:15 
給食物資検収・片付け、洗浄、消毒・セン

ター館内清掃、トイレ掃除・翌日の準備 

16:30 
機器の点検・翌々日の調理について栄養

教諭との打ち合わせ及び当日の反省 

17:00 午後終了 

17:30 ボイラー関係業務終了・施錠 

 

（１） 調理配食業務 

  ア 調理作業 

① 甲が指示する調理指示書及び日ごとの調理食数に従い、献立ごとに調理作業の  

手順、時間、担当者を示した調理作業工程表と作業動線図を作成し、調理、配缶  

をすること。調理場内で加工する給食の味の確認等は調理中及び調理後、常に行 

い、給食の完成前については甲の栄養教諭等の検査を受けること。 

② 甲が指示した献立を時間内に確実に調理すること。 

③ 調理業務の実施にあたっては、ドライシステムでの運用を行うこと。 

④ 現在は、お箸を使用していないが、契約の履行中において、お箸を使用するこ

とがある。 

⑤ 献立変更及び時間変更等による業務の変更が必要になった場合は、甲の指示に  

 従うこと。 

⑥ 食物アレルギー対応食の調理については、甲が指示する調理指示書に従い、作 

業工程表、作業動線図を作成し調理すること。 

  イ 配缶及びコンテナへの積み込み 

    調理済み給食を学校、クラスごとに配缶後コンテナに積み込み、確実に確認 

   後、配送業者に引き渡すこと。また、乙の責めに帰すべき事由による不測の事態

については、乙の責任において学校へ配送すること。 

  ウ 検食の用意 

    検食用の調理済み給食を配送前に用意すること。 

  エ 残滓の計量 

    甲の指示に従い学校からの残滓計量を行い、その結果を記録票に記録すること。 

  オ ダンボール等の廃棄物の処理 

ダンボール、空き缶、空き瓶その他のゴミについては、所定の場所に廃棄し、
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汚臭、汚液が残らないように清掃等の衛生管理をすること。 

（２） 食材管理 

  ア 食材等の検収と保管 

    あらかじめ検収責任者を定め、食材の荷受及び検収並びに保管及び在庫管理を

行うこと。 

  イ 保存食の管理 

    原材料及び調理済み給食については、食品ごと、献立ごとに保存食 50ｇ程度

を採取し、専用冷凍庫で２週間保存した後、廃棄すること。製造年月日、賞味期

限等が異なる場合は、それぞれ分けて保存すること。 

（３）洗浄業務 

  ア 調理器具等の洗浄及び消毒 

    食器、配缶容器、調理器具、コンテナ等の洗浄、消毒及び保管を行うこと。 

  イ 洗浄時の洗剤等 

乙は洗浄業務に必要な洗剤、石鹸、消毒剤等の管理を行い、甲に報告すること。 

  ウ 洗浄及び日常点検 

    厨芥処理機、生ゴミ処理機の洗浄及び管理を日々行うこと。 

（４）施設の管理 

  ア 施設及び施設内外すべての清掃 

① 施設及び施設内外すべての清掃、整理整頓及び日常点検を行うこと。 

② 施設のゴミについても、所定の場所に廃棄し、汚臭、汚液が残らないよう

にすること。 

  イ 施設の施錠及び開錠 

    施設の施錠及び開錠を行うこと。 

（５）設備の管理 

ア 設備は取扱い説明書の「調理業務等にかかる作業手順、衛生管理マニュアル」

及び「施設管理マニュアル」に基づいて管理し、常に清潔な状態を保ち長期休業

中には特に重点的に洗浄、消毒及び注油を行うこと。 

イ 食器カゴ、コンテナキャスターの点検（修繕・材料費は現場管理費に含む。）を

毎日の作業時に行うこと。 

ウ 厨房設備保守点検（夏休み実施、修繕・材料費は現場管理費に含む。）を行うこ

と。 

  生ごみ処理機の保守点検については、（夏休み・春休みの年２回、修繕・材料費

は現場管理費に含む。）年２回行うこと。 

（６）安全衛生管理 

  ア 調理従事者の服装 

    乙は、調理従事者に対し業務に適した作業用白衣を着用させること。 
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    爪は常に短く切りマニュキュアは禁止とする。また、指輪、ネックレス、時計、

アクセサリー等の異物混入の恐れがある物を身に付けて従事しないこと。 

イ 調理従事者の健康管理 

    常に衛生管理の徹底を図るとともに、職員の健康管理を行うこと。 

① 健康診断 

乙は、調理従事者に対し、労働安全衛生法に定める定期健康診断を年 

１回以上実施すること。また、「定期健康診断結果報告書」により甲に報告し、

異常を認めた場合は、速やかに受診させ甲に報告すること。 

② 細菌検便 

乙は、調理従事者に赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌（O-157・ 

O-111・O-26）の細菌検査を月２回（各回の間隔は 15日程度あけること）実

施し、「細菌検査結果報告書」を甲に提出すること。ただし、指定した検査項

目を含み、さらに項目数がこれを上回る場合は、その項目を検査すること。 

③ ノロウイルス検査 

乙は、10月から３月までの間には月に１回以上又は必要に応じて、（国 

     の定める規定及び調理従事者に対し甲の定める規定による）国の定める検査

方法（概ね便１ｇ当たり１０オーダーのノロウイルスを検出できる検査方法）

によるノロウイルス検査を実施し、「結果報告書」を甲に提出すること。 

④ 乙は、上記①②③の検査の結果及び、下痢症状、発熱、せき、外傷、皮 

     膚病等の伝染疾患及び食品衛生上支障のおそれがある者を調理業務に従事  

させてはならない。 

⑤ 甲は、上記①②③の検査報告により、委託業務の履行に支障をきたすと判 

     断される場合は、委託業務への従事の停止を乙に求めることができる。 

⑥ 乙は、化膿性疾患が手指等にある者を調理業務に従事させてはならない。 

⑦ 調理従事者又は同居人が、一類、二類、三類感染症疾患者若しくはその擬 

似疾患者である場合又は無症状病原体保有者である場合は、調理業務等に従

事させてはならない。 

⑧ 上記理由が解消されたことにより調理業務に復帰する場合は、甲の指示に 

     従うこと。 

⑨ 乙は、新規採用の調理従事者を業務に従事させる場合は、従事の開始前の 

１か月以内に保菌検査（検便等）を行い、「結果報告書」を甲に提出させるこ

と。 

⑩  乙の調理従事者が、給食センターに従事する当日に記入した「学校給食

従事者の健康調査票」を、甲に報告すること。また、異常があった場合は、

その対応と処置についても報告すること。 
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ウ その他 

① 調理場内では、私物の持ち込み、その他食品衛生上支障となる行為はさせ 

     ないこと。また、食材及び調理済み給食の持ち出しを禁止する。 

② 衛生のための検査を受けていない者など、衛生上不適切と思われる者の調 

     理棟への立ち入りを禁止する。 

③ 乙は、教育委員会、保健所等の立ち入り検査、調査が行われる場合は、食 

品衛生管理責任者を従事させること。 

（７）研修等 

  ア 乙は、学校給食の目標を十分に踏まえ、安全、衛生管理及び調理、食品の取扱

等が適正かつ円滑に行われ、学校給食運営が適正に実施できるように、乙の職員

に対して、研修を学期に１回以上実施し、安全・衛生思想と学校給食の水準の向

上を図るよう努めること。 

    また、研修の結果について研修資料を添え、甲に報告すること。 

  イ 乙は、甲が必要と認めた場合には、甲又は第三者が実施する研修、専門部会等、 

   会議及びその他の行事等に乙の調理従事者を従事させること。 

（８）三期休暇中（夏休み、冬休み及び春休み）の作業 

作業内容は以下のとおりとする。 

  ・調理場内、センターの外回り、屋上等の大掃除 

  ・施設、設備の整理と大掃除 

  ・厨房備品類等の整備作業 

  ・コンテナの点検（修繕、材料費は現場管理費に含む。）及びキャスターの取替（グ

リスアップ等） 

  ・食器、食缶の手磨き洗い及びふたパッキンの点検作業 

  ・事務所、会議室、多目的室、調理実習室、廊下、階段の清掃、下駄箱等の清掃 

  ・空調設備等のフィルター清掃 

  ・調理業務・衛生管理研修 

  ・粗大ゴミ廃棄、献立表配布 

  ・給食開始前の準備及び清掃と消毒 

（９）配送業務との連携 

   乙は、配送業務と連携・協力するとともに、所定の配送時間及び学校の給食開始

時間に支障をきたさないよう常時調整及び協議を行うこと。 

（10）その他の業務 

  ア 学校行事等への参加 

    教育委員会及び学校の行事等に積極的に参加すること。 

  イ 給食関係の調査への協力 

    給食関係の調査に関するデータの提供及び回答に協力すること。 



15 

  ウ 定期及び日常の衛生検査 

    定期及び日常の衛生検査を行い、点検表を作成し、甲に提出すること。 

  エ 献立作成に関する協力 

    献立作成に関して積極的に協力すること。 

  オ 実習への協力 

    職場への体験学習、臨時実習等に協力すること。 

（11）（1）～（10）に揚げるものの他、甲が指定する業務 

 

１０．食育推進に関する業務内容 

（１）食育推進について 

 ア 多様化給食や地産地消等、市の方針に従い、その対応に従うこと。 

 イ 学校、地域との連携に伴い、PTA試食会、地域の方や児童のセンター見学及び試

食会、児童との交流給食、及びバイキング給食、学校給食夏休み親子料理教室、健

康福祉フェスティバル、環境フェスタ等へ食育の一環として従事すること。 

 ウ 地産地消の拡充に伴い、地元農家へ出向き年１回程度青果の収穫に協力すること。 

（２）実習生等の受け入れについて 

職場体験学習や実習生等の受け入れについては協力すること。 

（３）立ち入り検査等の受け入れについて 

   保健所等の立ち入り検査については、立会いをすること。 

（４）会議の出席 

甲主催の会議等において、甲より参加を求められた場合には、調理業務等総括 

責任者を出席させること。（献立作成委員会・物資選定委員会・業者選定委員会等） 

（５）各種調査資料等の協力 

   甲が、各種調査資料等を求めたときは協力すること。 

 

１１．業務の指示 

（１）給食調理業務 

   献立は、甲が作成し、乙に指示する。乙は、下表の指示区分に基づき、業務を行

うこと。 

指示区分 指示内容 指示日 使用書式等 

月単位 月間の予定献立 前月下旬 学校給食献立予定表 

日単位 人数の変更 随時 人数変更届 

日単位 調理業務指示書 随時 調理作業指示書 
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（２）アレルギー対応食調理業務 

献立は、甲が作成し、乙に指示する。乙は、下表の指示区分に基づき、業務を行

うこと。 

指示区分 指示内容 指示日 使用書式等 

月単位 月間の予定献立 前月下旬 学校給食献立予定表 

月単位 人数の変更 随時 人数変更届 

日単位 調理業務指示書 随時 調理作業指示書 

 

１２．業務及び費用の分担区分 

  ・業務の分担の詳細は、別表１のとおりとする。 

・給食調理業務等に係る人件費は、すべて乙の負担とする。また、人件費以外の費

用分担は、別表２及び別表３のとおりとする。 

 

１３．報告及び提出 

乙は、下表の「提出書類一覧」に挙げる書類により甲に報告をする。 

 提 出 書 類  提出時期 様  式 

1 調理作業工程表 毎 日 様式あり 

2 作業動線図 毎 日 様式あり 

3 納入物資検収記録表 毎 日 様式あり 

4 スライサー管理記録表 毎 日 様式あり 

5 学校給食日常点検表 毎 日 様式あり 

6 原材料記録・廃棄表 毎 週  

7 保存食記録・廃棄表 毎 週  様式あり 

8 残滓量調べ 毎 日 様式あり 

9 学校給食従事者健康調査表 毎 日 様式あり 

10 ボイラー運転日誌 毎 日 様式あり 

11 ボイラー給水・ガス使用量チェック表 毎 日 様式あり 

12 中心温度記録表 毎 日 様式あり 

13 除外処理施設 日常管理表 毎 週 様式あり 

14 使用水遊離残留塩素点検 毎 日 様式あり 

15 食器破損集計表 毎 月  様式あり 

16 業務従事者勤務表 毎 月  

17 厨房機器等の拭き取り検査 毎 月 様式あり 

18 業務従事者変更報告書 変更後  

19 定期健康診断結果報告書 実施後  
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20 細菌検査結果報告書 検査後直ちに  

21 事故等状況報告 発生後直ちに  

22 緊急時実施報告書 発生後直ちに  

23 異物混入報告書 発生後直ちに 様式あり 

24 三期休暇作業予定表 三期休暇始め 様式あり 

25 三期休暇作業結果表 三期休暇終わり  

※乙が甲に提出した書類は、情報公開することがある。 

 

１４．巡回指導 

   乙は、給食実施時に月１回以上の調理現場への巡回指導を行い、本仕様書に基づ

く業務の履行状況を把握するとともに、必要の都度、甲との連絡調整を行うこと。

また、巡回指導の状況は巡回の都度、甲に報告すること。 

 

１５．営業許可の取得 

   乙は、食品衛生法第 52 条の規定による営業許可を取得し、業務開始２週間前ま

でにその写しを甲に提出すること。取得にかかる費用については、乙の負担とする。 

 

１６．賠償責任保険の加入 

（１）給食調理業務等に起因して、児童生徒、教職員等に損害を与え、法律上の損害賠

償責任を負う場合の補償のため、乙は賠償責任保険に加入及び手配を行うこと。た

だし、既に賠償責任保険に加入している場合は、この限りでない。 

（２）乙は、賠償責任保険証書の写しを契約書に添付すること。 

 

１７．損害賠償責任 

   次に揚げる事項に該当し、その結果、甲に損害を与えた時は、乙は甲に損害を賠

償しなければならない。 

  ・故意又は過失により、食中毒の原因となる細菌その他人体に有害な物資を学校給 

食に混入したとき。 

  ・乙の責めに帰すべき理由により施設及び備品の損壊、紛失、又は遺棄したとき。 

  ・受託業務中の事故において、第三者が被った損害を甲が第三者に対して賠償した 

とき。 

 

１８．代行保証 

   乙は、やむを得ない事情により給食調理業務等の全部又は一部の遂行が困難とな

った場合の危険を担保するため、代行保証体制を整備できる代行保証人の代行保証

確約書を契約書に添付すること。その内容は以下の通りとする。代行に当たっては、
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乙が手配を行うこと。 

※  代行保証の条件 

  ・乙の給食調理業務等の全てを代行することができる者であること。 

  ・給食調理業務等の代行ができる能力が担保されていること。 

  ・代行に当たって連絡体制が明確であること。 

  ・乙が給食業務等を再開できる場合は、代行保証に基づく代行を解除することがで

きるものであること。 

  ・代行保証人は、乙と資本関係のない会社であること。 

 

１９．緊急時の対応 

   食中毒発生の疑い、異物混入その他の調理業務に関して発生した問題の処理に当

たる時は、調理業務等総括責任者が甲に直ちに報告し、乙は甲の指示に従い対応し、

「事故等状況報告書」により報告すること。 

   また、昼休み等には、学校からの対応に図れるよう責任者を常駐させること。 

 

２０．労働災害等 

   乙は、調理従事者の職務中の事故・怪我等が発生した場合、使用者責任において

速やかに労働災害等の手続きを実施すること。その後、事故等の原因を甲に報告書

等を作成して報告し、再発防止に努めること。なお事故、怪我等の賠償等について

は、明らかに甲の過失が認められない場合は、乙の責任において賠償責任等を果た

すこと。 

 

２１．給食調理中等の過失責任 

   給食調理中に発生した過失による食材への損害については、その損害を乙に賠償

させる場合がある。その賠償責任については、甲と協議の上、明らかに乙に過失責

任があると甲が判断した場合は、速やかに乙の責任において損害等の賠償をするこ

と。 

 

２２．守秘義務 

   乙は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、本委託業務及

び個人の情報は保管場所を定め適正に管理するとともに、これらの情報及び帳票類

を施設外に持ち出してはならない。この契約が解除される場合期間満了後において

も同様とする。 
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２３．経費削減等 

   ＣＯ２削減、経費削減の観点から調理業務及び清掃業務等に使用する電気、ガス、

水道などについては、節減に努めること。 

 

２４．業務の引き継ぎ 

（１）準備期間 

ア 契約日から令和４年３月 31日までとし、内容は、速やかに甲と協議のうえ決  

定するものとする。内容の決定後、習熟訓練計画書を提出すること。 

イ 委託業務開始までの業務習熟、準備等に要する費用はすべての乙の負担とする。  

 

（２）次期受託業者への引き継ぎ 

    委託契約期間の満了に伴い、次期受託業者が別事業者に決定した場合は、次期

受託者への引き継ぐために、次期受託者の従業員を業務に立ち会わせるなど業務

に支障がない範囲で確実に引き継ぎを行うものとする。 

 

２５．災害発生時の対応 

  ・本市地域に大規模な災害が発生し、調理場の施設等に被害が発生したことが予想

できるときは、調理業務等総括責任者、施設管理責任者及び火元責任者は、直ち

に施設・設備・厨房機器等の被害状況調査点検をすること。業務時間外の発生時

も同様とする。 

  ・施設、設備、厨房機器等に被害が発生しているときは、甲に報告するとともに、

甲と復旧に努めること。 

  ・甲が、避難市民等への炊き出しをする場合、乙に対して、炊き出し等の業務を依

頼するものとする。 

  ・乙は、依頼があった場合は、速やかに炊き出し等の業務ができる人数で従事する

こと。 

  ・前項により支払う委託料は、甲と乙が協議して、定めるものとする。 

 

２６．業務委託料の支払い 

   乙は毎月末の報告書及び請求書を提出し、甲は適法な支払請求書を受理した日か

ら、30日以内に委託料の月額を乙に支払うものとする。 

   ※ 業務期間内の６０回、毎月分割払いとする。 

 

２７．立ち入り検査 

   甲は、業務の履行状況を把握するため、いつでも調理場内に立ち入ることができ

るものとする。 
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２８．研修 

（１） 乙は、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、研修を学期に１回以上実施し、資質向上を図ること。なお、研修資料等を添

付の上、甲に研修結果報告を必ず行うこと。 

（２） 乙は、新規に業務に従事する者については、必ず研修を実施した上で、業 

    務に従事させること。 

（３） 乙は、甲が必要と認めた場合には、市又は第三者が実施する研修等に従事 

   させること。 

（４） 調理従事者に注意事項を徹底させるため、朝礼等で業務確認を行うこと。 

 

２９．地元採用 

   受託に当たり、新たに調理業務従事者を採用する場合には、年度当初からの業務

を円滑実施するため、現在、交野市立学校給食センターに勤務する「会計年度任用

職員」の内、継続して同センターへ勤務を希望し、かつ、学校給食調理技術が優秀

であると判断した者を優先的に採用すること。 

 

３０．現場管理費 

 ・厨房設備保守点検、生ごみ処理機保守点検、厨芥処理機保守点検等による修繕及び

材料費は、別表２を定めること。 

 ・当該施設での厨房機器等の原状回復を目的とする修繕は、乙が甲の承認を得て現場

管理費のうちから負担するものとする。 

 ・保守点検・修繕等を行う場合は、必ず施設管理責任者が立会いをすること。 

 ・設備・厨房備品類等については、給食調理業務に支障が出る場合の入れ替えについ

ては、乙と協議のうえ甲が負担するものとする。 

 ※ 別表、交野市立学校給食センター 設備・厨房備品類等の保守点検維持管理業務

（計画表）のとおり保守点検、維持管理業務及び修繕を行うこと。 

 

３１．一括業務 

   乙は、給食調理業務、給食運搬業務、受配校配膳業務の一括管理運営を行うこ

と。また、給食運搬業務については再委託も可能とする。但し、甲が仕様書等にお

いて指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りで

はない。 

 

３２．その他 

（１） 関係法令の改正、通知その他により、仕様書等の変更をすることがある。 

（２） 委託業務の履行に当たり、関係諸法令等を遵守すること。 



21 

（３） 甲が、業務上の件で必要とするとき、乙の各責任者と会議を行う。 

（４） 学校行事等のため、給食時間や配缶等の時間に変更のある場合は、適切に対応 

     すること。 

（５） 疫病等により急遽、三期休暇等に各学校の放課後児童会等に給食を提供すると

きは、業務に従事すること。 

（６） 臨機の措置を取らなければならない事故等が発生した場合は、甲に報告した上 

で、指示に従い処置すること。 

（７） 施設内及び敷地内は禁煙とする。 

（８） 本仕様書等の内容は、必要に応じて変更・追加する場合がある。 

   また、甲の指示する資料等の内容に追加・訂正等が生じた場合は、それに従って

業務を行うこと。なお、本仕様書に定めるところにより、給食運搬業務・受配校

配膳業務に準ずる場合もある。 

（９）  本仕様書の内容に疑義が生じた場合及び本仕様書に記載のない事項については、

必要に応じて甲乙協議の上、定めることとする。 

 

３３．附帯業務 

   その他各項に附帯する業務を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

給食調理業務等の業務分担表 

別表１ 

項 目 業 務 内 容 甲 乙 

 

 

 

 

 

 

 

給食管理 

学校給食運営の総括 ◎  

年間給食実施計画書の作成 ◎ ○ 

献立作成委員会の開催 ◎ ○ 

物資選定委員会の開催 ◎ ○ 

物資納入業者選定委員会開催 ◎ ○ 

給食物資調達入札 ◎ 〇 

食数の伝達 ◎  

食数変更の調理現場対応 ○ ◎ 

学校との連絡調整 ◎  

調理作業指示書・給食日誌 ◎ 〇 

日常点検表  ◎ 

検食の実施 ◎  

検食準備  ◎ 

残滓調査  ◎ 

 

業務管理 

受託者勤務表の作成  ◎ 

業務分担、調理従事者配置表の作成  ◎ 

緊急時等の業務内容の協議 ◎  

緊急時等の業務対応  ◎ 

 

 

 

食材管理 

給食物資の選定と発注 ◎ 〇 

給食物資の検収 〇 ◎ 

給食物資の保管  ◎ 

給食物資生検保存採取及び廃棄  ◎ 

給食物資調理済み保存食採取及び廃棄  ◎ 

保存食記録  ◎ 

食材在庫管理 ○ ◎ 

給食物資支払業務 ◎  

 

 

調理洗浄管理等 

 

調理作業手順書（作業工程表・動線図）の作成  ◎ 

調理作業手順書（作業工程表・動線図）の確認 ◎  

中心温度測定記録  ◎ 

給食の味の確認 ◎ ○ 

各学校別・クラス別配缶  ◎ 
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項 目 業 務 内 容 甲 乙 

 

調理洗浄管理等 

食器、食缶、調理器具、コンテナ等洗浄、消毒業務  ◎ 

残滓の計量、処理  ◎ 

ダンボール、缶、ビンの仕分け、廃油等の処理  ◎ 

 

 

 

施設管理 

施設、設備・厨房備品類等の設置・入れ替え ◎  

別表、設備・厨房備品類等の保守点検維持管理業務  ◎ 

調理業務施設、設備等の清掃及び日常点検業務  ◎ 

給食センターの館内、館外の清掃及びトイレ掃除  ◎ 

施設の施錠及び開錠業務 ◎ ○ 

ボイラー設備等の運転管理  ◎ 

ボイラー室の清掃作業  ◎ 

窓、扉等の施錠、消灯、ガス栓の閉止、空調設備等、   

各種設備類の停止作業 
 ◎ 

 

 

 

 

 

安全衛生管理 

安全衛生面の遵守事項の点検・確認  ◎ 

調理工程における食品、食材の衛生管理  ◎ 

食品検査、ふき取り検査の細菌検査 ◎ ○ 

全ての施設・設備の清掃（玄関ホール、事務所、会議

室、一般トイレ、廊下等含む）器具類等の衛生管理 
 ◎ 

生ゴミ処理機、ディスポーザーの清掃及び衛生管理  ◎ 

冷蔵庫、冷凍庫等の温度管理  ◎ 

残留塩素の点検  ◎ 

検便の実施、結果確認（月２回） ○ ◎ 

業務従事者の健康調査 ○ ◎ 

白衣の洗濯、乾燥（甲、職場体験、実習生等の分も含

む） 

 ◎ 

 

研 修 等 

調理従事者の技術向上のための研修・訓練 〇 ◎ 

安全・衛生管理等の研修 〇 ◎ 

習熟訓練等 〇 ◎ 

食材納入業者の衛生管理の指導と確認 ◎ 〇 

 

◎（主） ・ ○（副、確認等） 
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別表２ 

業務に必要な費用のうち、下表に挙げるものは乙が負担するものとする。 

分      類 備    考 

 

 

 

 

 

調理等業務用  

被服 

 

 

 

 

 

作業用白衣（調理、配送、配膳） 午前・午後（夏・冬） 

帽子   （調理、配送、配膳） 午前・午後 

調理等短靴（調理、配送、配膳） 汚染・非汚染区域別 

長靴（調理、配送）  

使い捨て手袋（調理、配送、配膳） 事務所 

使い捨てマスク（調理、配送、配膳） 事務所 

前掛け（エプロン） 汚染・非汚染区域別 

エプロン 作業区域別 

布製手袋（調理、配送、配膳） 調理、清掃及び配送 

その他調理に必要な被服用品 ニトリルゴム極薄手袋等 

その他、必要な被服用品等 三期休暇の清掃作業着等 

 

 

 

 

洗剤・薬品類 

 

 

 

 

消毒用アルコール 

次亜塩素酸化ナトリウム 

弱酸性次亜塩素酸水 

（調理、配送、配膳、各

事務所） 

甲の承認を要する。 

器具、機器類除菌剤 甲の承認を要する。 

手洗い用石鹸液 
（調理、配送、配膳、全ト

イレ）甲の承認を要する。 

場内全般洗浄用洗剤 甲の承認を要する。 

白衣等洗濯洗剤等 甲の承認を要する。 

電解次亜水生成装置の塩 （調理） 

ボイラー複合清缶剤（食品加工向け） 甲の承認を要する。 

ボイラー用腹水処理剤 甲の承認を要する。 

軟水用（塩） ボイラー 

残留塩素試薬 調理場内用 

拭き取り検査キットルシパック 厨房機器等 

生ごみ処理機用 補充コア 甲の承認を要する。 

機械類グリス （調理機器、コンテナ等） 

その他、業務に必要な洗剤薬品類等 （調理、配送、配膳） 

 

 

 

手拭用ペーパータオル 
作業用、掃除用、全トイ

レ、給湯室、調理実習室等 

砥石、強粘着ラベル、ラベルライター 包丁、コンテナ、食缶等 
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衛生消耗品類 

施設付属消耗品

類 

 

 

 

ゴム手袋（ニトリルゴム）耐熱手袋 焼物器出口、配缶用等 

爪ブラシ 手洗い 

クッキングシート、オーブンシート  

保存食用、配食用ビニール袋 

ビニール袋（70L.45L.20L.小袋） 

センター内袋、学校用袋 

保存食用はジッパー袋 

トイレットペーパー 全トイレ 

主に乙が必要とする消耗品  

清掃品類 

器具、施設手入れ用品 ワックス、トイレ清掃 

ほうき、ちりとり、水切り用具、 

ゴミ袋、布テープ、掃除機紙パック 

給食センター管内に必要

とする箇所 

窓ガラス・トイレ等の洗剤 

 

 

 

洗浄清掃業務 

 

 

 

食器洗浄機・コンテナ洗浄機 

食缶洗浄機・スチームコンベクショ

ン等の専用洗剤 

 

甲の承認を要する。 

洗剤（回転釜、調理等の施設設備、 

  配送車、配膳室等） 
甲の承認を要する。 

洗浄用品（スポンジ・ゴムホース・ 

洗車ブラシ・ワイパー等） 

 

事務用品 筆記用具等、紙類、ラベルライター  

救急用品 救急薬品等  

通信用品 ファックス付き電話並びに電話料等 電話加入権・受託者使用

分 

 

 

 

そ の 他 

 

定期健康診断・検便  

胸部レントゲン検査                

許可認定等に係る費用  

乙の調理従事者の給食費  

別表、「設備・厨房備品類等の保守点

検維持管理業務」（修繕、材料費込み） 

突発的な修繕で、設備・厨房備品類

等の保守点検維持管理業務以外の厨

房備品類等の使用で、乙に過失があ

るときは、乙が負担すること。 

別表、「設備・厨房備品類

等の保守点検維持管理業

務 」（計画表） 

（甲の承認を要する） 

※ その他、乙の業務に必要な物  
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別表３ 

その他、業務に必要な費用のうち、下表の区分により甲が負担するものとする。 

項  目 内    容 

 

 

施設・厨房設備 

建物施設、設備・厨房備品類等及びその付帯設備等の備品 

食器類、食缶類、食器カゴ、学給用配膳用品、学校配膳消耗品 

洗濯器 

掃除機 

ロッカー、靴入れ等 

光熱水費 調理場の電気、ガス、水道料金 

管理費 施設・建物維持管理費、害虫駆除費等 

食材購入費 給食に使用する食材の費用 

施設付属消耗品類 蛍光灯、殺菌灯、防虫灯の電球、水銀灯 

調理用品類 包丁、まな板、ボール、角カゴ、丸ザル等の調理道具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

厨房備品類使用貸借契約書 

 

  

 交野市（以下「甲」とする）と受託者請負事業者（以下「乙」とする）とは、交野市

立学校給食センター 給食調理業務等委託契約締結に伴う受託業務遂行に際し、以下の

とおり使用貸借契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

  

（使用貸借物品） 

第１条 甲が乙に使用貸借する厨房備品類は、別表、厨房備品類等の機器一覧表の厨房

備品類（以下「本厨房備品類」という。）とする。 

 

 （目的）  

第２条 甲は、交野市立学校給食センター給食調理業務等委託契約締結に伴う受託業務 

遂行に必要な本厨房備品類を無償で貸し付けるものとし、乙は、本厨房備品類を

交野市立学校給食センター給食調理等業務以外の用途に使用してはならない。 

 

 （契約期間） 

第３条 本契約の期間は、令和４年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

（使用場所） 

第４条 乙は、本厨房備品類を、大阪府交野市倉治９丁目２６９０番地の１所在の、 

交野市立学校給食センター内の甲が指示する場所において使用するものとする。 

 ２ 乙は、本厨房備品類の維持管理を常に善良な管理者としての注意義務をもって行

うものとする。 

 

（使用方法の熟知） 

第５条 乙は、令和４年４月１日までに全ての本厨房備品類の使用説明等を理解した 

うえで、運転操作を熟知しておかなければならない。 

 

（点検） 

第６条 乙は、使用前または使用後において本厨房備品類の点検を実施しなくてはな 

らない。 

 

（清掃・消毒） 

第７条 乙は、本厨房備品類の使用前に消毒を実施し、使用後は洗浄・清掃を実施し、 

   使用前と同じ状態にしておかなくてはならない。 
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（修繕） 

第８条 受託業務遂行に伴い、別表「設備・厨房備品類等の保守点検維持管理業務」以 

外の本厨房備品類の使用で、乙の過失による修理等の必要が生じた場合には、乙

は、修理等が必要な使用物品の種類・状況等について、速やかに甲に報告しなけ

ればならない。なお、本厨房備品類の修理等に要する費用は、乙が負担するもの

とする。 

 

（使用物品の入れ替え） 

第９条  本厨房備品類の入れ替えについては、甲が認めた場合は、甲がその費用を負担

する。 

 

（賠償） 

第 10 条 乙の故意又は過失により本厨房備品類に損害を与えた場合、この旨を速やか

に甲に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。 

 

 （管轄裁判所） 

第 12 条 本契約について生じた紛争については、訴額等に応じ枚方簡易裁判所又は大

阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 （協議） 

第 13 条 本契約に定めのない事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議し、解

決するものとする。 

 

以上本契約成立の証として本契約書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各

自１通を保有する。 

 

 

令和  年  月  日  

 

                     住 所 大阪府交野市私部１－１－１ 

甲    

                     代表者 交野市長  黒 田  実 

 

住 所  

乙    

                     代表者             


