質問に対する回答一覧表
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提出書類・審査に関する事
質問内容

回答

⑴

説明会につきましては、指名させていただい
１１月５日の応募説明会ですが現状
た全社を対象としております。
受託を受けております当社も参加対
参加の有無については貴社のご判断でお願い
象でしょうか？
致します。

⑵

２０２２年度参考の固定管理費の表
記は税込みでしょうか。税別でしょ 税込みでございます。
うか。

⑶

基本的には、年度内の変更はいたしません。
給食を提供する際の食材負担金につ
ただし、異常な物価の増減が発生した場合に
きましては原材料高騰による増減は
は市場の動向などをよく分析した上で、協議
可能でしょうか。
していくものと考えております。

⑷

仕様書 項番９（４）について定期
的な社内人事交流とはどのようなも
のをイメージされていますでしょう
か。具体的にご教示いただきたいで
す。

特定の現場に長く勤務する事は、経験を積み
仕事が捗るようになる一方で、新しい発想
（メニュー等）を生み出しにくく、また、気
の緩みが生じ事故につながるといった懸念が
あります。
これらの懸念を払拭するための方法として、
配置換えを含め、他施設の調理師（栄養士）
と交流機会を持ち、常に新しい情報や知識、
姿勢をもって業務に取り組んでいただきたい
と考えております。

⑸

ページ数の制限、用紙の指定はございませ
応募申請書の添付書類について、
ん。
ページ数、提出部数、用紙の指定等
説明会でお伝えしましたとおり、提出部数は
がございましたらご教示ください。
７部ご用意ください。

⑹

企業概要の内容について指定はございませ
企業概要ですが、記載事項と内容に ん。
ついて教えてください。
貴社についてご紹介いただける内容をご記載
ください。

⑺

見積書に記載する金額に関して、対
契約は年額ですが、見積は月額で記載してく
象期間（月額・年額）をご教示くだ
ださい。
さい。

⑻

⑼

応募申請書内の⑨本給食業務を受託
する場合の見積書ですが、各クラス
の食事代金内訳や経費や労務費等を
明確にした管理費の明細の添付は必
要でしょうか。
応募申請書の添付書類について、
「⑩給食業者としての独自のアピー
ルポイント」は、応募申請書裏面に
記載の１９の質問に回答するという
認識でよろしいでしょうか。

各クラスの食事代金内訳は必要ありません
が、見積書をご提出いただくにあたっては、
可能な限り具体的な根拠をもって示して頂く
ようお願い致します。
応募申請書裏面に記載の１９の質問を参考
に、ご回答頂いても結構でございます。
ご自由にご回答ください。

⑽

プレゼンテーションについて、時間
指定がございましたらご教示くださ 後日ご連絡申し上げます。
い。

⑾

審査選考での調理については、事前
に調理・冊子作成しプレゼンテー
説明会でお伝えしましたとおり、プレゼン
ション当日に提出するという認識で テーション当日までにご提出ください。
よろしいでしょうか。

⑿

⒀

⒁
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今回業者選定を行うにあたり、特に
重視されることをご教示ください。
ご提出いただく書類、面接審査などで、総合
（食事内容の向上、安全衛生管理、
的に判断いたします。
食物アレルギー対応、食育、コスト
削減など）
祝日の給食提供はございます。
募集要項にも記載しておりますが、原則月曜
日～金曜日に給食業務を行っていただきま
祝日の食事提供はございますか。
す。
ただし、祝日はしいの実学園・キャロットが
休園になる日もあるため食数に変動がござい
ます。
今回の参加業者数をご教示くださ
い。

今回の委託業者選定に際して、指名した会社
数は５社でございます。

献立に関する事
質問内容
⑴

回答

現状の一週間献立「園児」「利用
者」の開示は可能でしょうか（※厨 説明会で一週間分の実施献立表と厨房図面、
房図面、フロア図面も含めまして） フロア図面をお渡ししております。

⑵

現在の献立表（１か月分）をお見せ 利用者に配付している献立表を説明会資料と
いただくことは可能でしょうか。
してお渡ししております。

⑶

イベントの開催時にはイベント食の提供を
行っていただいております。
現在行ってるイベント食・行事食の
また、行事・季節にあわせた献立や盛り付
内容・頻度をご教示ください。
け・飾り切りといった工夫をしていただいて
おります。概ね月１回程度でございます。

⑷

献立作成基準をお見せいただくこと 仕様書（補足説明資料）に記載しております
は可能でしょうか。
のでご確認ください。
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食数に関する事
質問内容
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回答

⑴

昨年度一年間もしくは直近３ヶ月程
度の園児（園児・小学生・中学生そ 仕様書（補足説明資料）に記載しております
れぞれ）、利用者、職員の食数表を のでご確認ください。
いただくことは可能でしょうか。

⑵

食数の内訳、現状の形態食対応の内 仕様書（補足説明資料）に記載しております
容をお教え下さい。
のでご確認ください。

⑶

提供食数（１５５食）のうち、園
仕様書（補足説明資料）に記載しております
児・利用者・職員の割合をご教示く
のでご確認ください。
ださい。

⑷

食数の決定を大人（藤の実学園・ほっとス
ペース利用者、職員）は２営業日前の１１時
まで、子ども（しいの実学園、キャロット、
食数変更について、期日は設けてお どんぐり）は１営業日前の１１時までに行い
りますでしょうか。また、材料費に ます。
ついては調理数でのご請求という解 それ以降は原則変更せず、食材費をお支払い
釈でお間違いないでしょうか。
します。
調理する食数については、当日の出席数に
よって変動しますが、食数決定後の追加分に
ついては食材費をお支払いします。

配膳・下膳に関する事
質問内容
⑴

現状の配膳方法「園児」「利用者」
「職員」を含めましたパターンをお
教えください。
※下膳方法もお教えください。

⑵

園児、利用者、職員の食事提供場所
についてご教示ください。（本館3
階の食堂、各施設の指定場所等）ま
た、給食の運搬等はございますか。

回答
仕様書（補足説明資料）に記載しております
のでご確認ください。
給食やおやつ、お茶に関して、提供準備及び
下膳完了時間と場所について記載しておりま
す。
園児、しいの実学園・キャロット担当職員は
各教室で喫食しますので、給食・おやつの受
け渡し場所を１階配膳室としております。
なお、１階の配膳室には、専用のリフトで下
ろし、ワゴンに乗せて職員に受け渡していた
だきます。
また、藤の実学園・どんぐり利用者、上記以
外の職員は食堂で喫食しますので、給食・お
やつの受け渡し場所を３階食堂カウンターと
しております。
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⑶

配膳及び下膳について、委託側の業
務範囲をご教示ください。（厨房で
仕様書（補足説明資料）に記載しております
の受け渡し、各施設/食堂まで運
のでご確認ください。
搬、下膳は施設職員様にて厨房まで
運搬など）

⑷

おやつの提供時間ですが、しいの実
そのとおりでございます。
学園利用者については昼食提供後す
仕様書（補足説明資料）に記載しております
ぐ(１１：４５)に提供という認識で
のでご確認ください。
よろしいでしょうか。

調理に関する事
質問内容

回答

⑴

個別に盛り付けていただきます。
盛付けはすべて個別に食器に盛り付
ただし、園児、しいの実学園・キャロット担
けるという認識でよろしいでしょう
当職員、どんぐり利用者のご飯、汁は除きま
か。
す。

⑵

配茶業務について、現在どのように
されているかご教示ください。
受託側にやかんに入れて準備をしていただ
（施設側で対応、昼食時にコップで き、委託側で対応します。
提供など）

⑶

現在提供されている食事形態の種
仕様書（補足説明資料）に記載しております
類・内容と、それぞれの提供数をご
のでご確認ください。
教示ください。

⑷

個人対応については現在どこまで対 アレルギー食材の除去の他、疾病による禁止
応されておりますか。（禁止食品ま 食材の除去、嗜好による提供無し等の対応を
で、嗜好までなど）
行っております。

⑸

現在アレルギー対応食の提供はござ
いますか。アレルギーの種類、対応
方法についてご教示ください。（完
全除去を基本とする除去・代替え対
応/弁当持参など）

”アレルギー対応食”は提供しておりませ
ん。現在は卵アレルギーに対し、①マヨネー
ズ除去②卵料理（かき玉含む）除去③②に加
え、つなぎ・衣、ねり製品除去という対応を
おこなっております。
可能な限り利用者の状況にあわせた対応にな
るよう心がけております。
また、献立により除去するものが多い場合
は、代替品を提供することもございます。

⑹

現在既製品は使用されております
か。

麺や丼物と組み合わせて提供する場合に、
シュウマイ、コロッケ、オムレツ、薄焼き卵
等を使用しています。

⑺

食器一覧表を頂くことは可能でしょ
食器につきましては、説明会で見本を提示い
うか。また、食器の素材についてご
たしました。
教示ください。
また、主な食器の素材はメラミンです。
（メラミン、強化磁器など）

⑻
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使用食器等の兼ね合いがある為、昼
原則、主食、主菜(含、付け合わせ）、副
食の品数の目安があればご教示くだ
菜、汁の４品を提供しております。
さい。

区分に関する事
質問内容
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回答

⑴

厨房消耗品（ラップ、洗剤等）につきまして
厨房消耗品の発注について業務区分
は、受託側で在庫の確認をしていただき、委
をご教示ください。
託側が発注しております。

⑵

委託側で費用負担いたします。
とろみ剤の費用負担についてご教示
現在は、ご飯、パン、麺に「スベラカーゼラ
ください。また現在使用されている
イト」、ソフト食に「ミキサーパウダーMJ」
とろみ剤の種類をご教示ください。
を使用しております。

⑶

食札の作成と管理はどちらの区分に
委託側が作成し、管理いたします。
なりますでしょうか。

その他
質問内容

回答

⑴

検便について、通年を通して「月２ 原則、月２回の実施をお願いします。
回」の実施ということでよろしい
必要に応じ追加実施をお願いする場合もござ
か。
います。

⑵

食材仕入れ先について 施設様およ
び法人様で指定の仕入れ先実績があ
りましたらご教示ください。また、
定期的な仕入れ品がある場合、その
品目と仕入れ額もご教示ください。

⑶

５名のうち１名が８：３０～１６：３０、４
現在の給食調理における従業員配置
名が８：３０～１５：３０です。（勤務可能
人数・勤務時間をご教示ください。
時間は８：３０～１７：３０です）

⑷

厨房図面、機器一覧表を頂くことは 説明会で厨房図面、機器一覧表について資料
可能でしょうか。
をお渡ししております。

月１回程度、法人内関連施設の神奈川ワーク
ショップ、ライフ湘南よりパンや麺を購入い
ただいております。
現在税込みで、パンは６枚切り１枚３５円程
度、ゆでうどん２４０ｇ６５円程度とのこと
です。

⑸

駐車場の貸出有無について

駐車場の貸し出し及び仲介はしておりませ
ん。
近隣に月極駐車場がございます。

⑹

駐車場について、受託側職員が使用
することは可能でしょうか。可能な
場合、台数及び、月額使用料につい
てご教示ください。

敷地内の駐車場は、委託側職員を含め通勤の
ために使用することはできません。
ただし、巡回や会議等で来所される場合はご
利用いただけます。

⑺

ネット回線について、運営するにあ
たり電話及びPCを持ち込むことを想
定しておりますが、その際Wi-Fiを
電話回線を引くことは可能です。
使用したく、事務室内に回線を引く
ことは可能でしょうか。※工事費に
ついては弊社で負担致します。

⑻

貴施設の給食責任者は有資格者で
しょうか。

有資格者（管理栄養士）でございます。

