
●弥富市保育所給食調理業務委託選定プロポーザル 

【質問と回答】   

番号 質問事項 回  答 

１ 今回のプロポーザルでは、６施設

一括受託を条件にした選考という認

識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

２ 業務分担について、献立作成・食

材調達は市側・発注は委託側の認識

でよろしいでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

３ 厨房を見学させていただくことは

可能でしょうか。 

見学は可能ですが、衛生管理上、調理室の

外からの見学にさせていただきます。 

なお、日程は、10月 26日（水）、27日（木）

で調整中です。見学を希望される場合は、前

日までにメールか電話にてお申し込みくだ

さい。 

４  各施設、駐車場をお借りすること

は可能でしょうか。 

 可能です。 

５ 厨房図面・機器リストをいただく

ことは可能でしょうか。 

 当該質問に対する回答に併せて、市ホーム

ページに追加で掲載します。 

６ 各施設において、既に委託し運営

している施設をご教示いただけます

でしょうか。また、可能であれば業

者名をご教示いただけますと幸いで

す。 

 プロポーザル方式条件書 1業務内容（2）

業務委託保育所に記載している６施設を委託

しています。現在の委託業者は、株式会社魚

国総本社名古屋本部です。 

７  別表１の施設給食食数等概要に記

載している現状調理員数の内訳をご

教示いただけますでしょうか。（調理

師〇名、栄養士〇名など） 

 現在、委託している６施設は、委託先事業

者の雇用形態・勤怠管理となるため、回答は

差し控えさせていただきます。 

８ 各施設の定員数をご教示いただけ

ますでしょうか。 

各施設定員数 

ひので保育所  定員 230名  

大藤保育所   定員  70名  

白鳥保育所   定員 160名  

栄南保育所   定員  60名  

西部保育所   定員  90名  

十四山保育所  定員 140名  



 

９ 各施設、園児様の平均人数をご教

示いただけますでしょうか。 

各施設園児平均人数 

（令和４年４月～令和４年９月平均） 

ひので保育所 160 名 

大藤保育所   52 名 

白鳥保育所   94 名 

栄南保育所   34 名 

西部保育所   55 名 

十四山保育所  84 名 

 

10 各施設、土曜日の利用人数をご教

示いただけますでしょうか。 

各施設土曜日利用人数（令和４年９月現在） 

ひので保育所 園児２名  

大藤保育所  園児２名  

白鳥保育所  園児１名  

栄南保育所  園児１名  

西部保育所  園児１名 

十四山保育所 園児５名 

上記に検食者１名（保育士）が各施設で追加

になります。 

11 各施設、一日の MH（勤務時間）を

ご教示いただけますでしょうか。 

番号７のとおりです。 

12 各施設の食数の内訳をご教示いた

だけますでしょうか。 

食数の内訳（令和４年９月現在） 

ひので保育所 職員 39名 

３歳以上児 35名 

       ３歳未満児 74名 

内 離乳食９～11か月７名  

12か月～10名 

大藤保育所  職員 16名 

３歳以上児 41名 

       ３歳未満児 12名 

内 離乳食９～11か月３名 

 

白鳥保育所  職員 31名 

       ３歳以上児 76名 

       ３歳未満児 42名 

       内 離乳食９～11か月１名 

            12か月～11名 



栄南保育所  職員 15名 

       ３歳以上児 28名 

       ３歳未満児 12名 

       内 離乳食 12か月１名 

            

西部保育所  職員 19名 

       ３歳以上児 43名 

       ３歳未満児 22名 

       内 離乳食９～11か月２名 

            12か月～４名 

十四山保育所 職員 19名 

       3歳以上児 65名 

       3歳未満児 31名 

内 離乳食 12か月～１名 

13 祝日の運営はしておりますでしょ

うか。 

 祝日は、運営していません。 

 

14 各施設での社員配置人数の指定は

ございますでしょうか。 

 （別表 1）施設給食数等概要（保育所給食）

の現状調理員数（業務責任者含む）を参照し

てください。 

15 ３年以上の集団給食調理業務の経

験が必要なのは業務責任者のみで、

各園に配置する責任者については経

験年数の指定はないでしょうか。 

 業務仕様書（保育所給食）８ 調理従事者

及び業務責任者の（２）に記載してますよう

に、業務責任者は、栄養士又は調理師の資格

を有し、３年以上の集団給食調理業務の経

験、２年以上の学校給食調理業務の経験を有

する者とし、各園に１名置くものとします。 

 

16 業務責任者は６園に対して１名の

配置で良いのか、１園に対して１名

の業務責任者が必要となりますでし

ょうか。 

 番号 15のとおりです。 

17 当日納品、当日仕込みとなります

でしょうか。当日仕込みの場合、各

園の各業者の納品時間は目安として

何時になりますでしょうか。 

 基本的は、当日納品、当日仕込みになりま

す。前日納品の場合は、こちらから指示しま

す。納品時間は８：00前後、前日納品は 13：

00 前後になることが多いですが、業者によ

り異なることがあります。 



 

18 配缶と記載がございますが、配膳

は副菜含めて配缶で配膳となるの

か、副菜は厨房盛付で、主菜と汁の

み配缶対応となるのでしょうか e 

 基本的には、主食、主菜、副菜、汁者は配

缶等での配膳ですが、保育所長と副保育所

長、食物アレルギー児の給食は、厨房で個別

にお盆に盛付します。 

19 配膳について、保育士の方が厨房

に取りに来ていただけるのか、厨房

従業員が各クラスの各指定箇所まで

配膳となりますでしようか。 

 配膳は、厨房にある受渡しハッチや受渡し

室に各クラスの食缶や食器等を置きます。 

その後、保育士が食缶、食器などと一緒に

ワゴン等に乗せて持っていきます。 

その際に、各クラスの食物アレルギー児の

給食を調理員、副保育所長、担任保育士で確

認してからクラスに配膳します。 

20 現在のアレルギー対応者はどの程

度おりますでしょうか。 

対応人数と種類（令和４年９月現在） 

ひので保育所 17名 

（卵、魚卵、キウイ、バナナ、いちご、マン

ゴー、メロン、トマト、ピーナッツ、ナッツ

類、甲殻類、ごま、長芋、乳） 

大藤保育所 ４名 

（卵、ピーナッツ、ナッツ類、乳） 

白鳥保育所 14名 

（卵、大豆、ゴマ、ナッツ類、ピーナッツ、

甲殻類、メロン、すいか、魚、乳） 

栄南保育所 １名 

（卵） 

西部保育所 ５名 

（卵、ピーナッツ、乳） 

十四山保育所 ８名 

（卵、生フルーツ、ナッツ類、ピーナッツ） 

21 保存食記録表に記載されている献

立は６施設共通のものでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

 

22 フルーツはどのような物を提供し

ておりますでしょうか。また生と缶

などもご教示いただけますと幸いで

す。 

基本的には、生での提供です。缶詰めフル

ーツを提供する際は、こちらから指示しま

す。 

23 手作りおやつとは具体的にどのよ

うなものを提供しておりますでしょ

うか。 

手作りおやつは、週に 1～２回ほど提供し

ています。内容は、蒸しパン、きなこ団子、

フルーツポンチ、甘辛団子、黒糖くず餅、じ

ゃがもち、水ようかん、キャロットケーキ、



りんごケーキ、ドーナツ、くず湯などです。 

24 上限金額について、３年間の合計

額は、ひので保育所の民営化に伴い、

令和７年４月１日～令和８年７月 31

日分を差し引いた合計金額として認

識してよろしいでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

25 提出書類にて、定款や登記簿謄本

は原本が必要でしょうか 

 定款は、写しに原本証明したもの、登記簿

謄本は、原本をお願いします。副本は、それ

らの写しで結構です。 

26 選定基準にて、業務委託料(見積

額)の採点方法、点数の出し方を教え

てください。(安価であれば高得点に

なるのでしょうか) 

 弥富市保育所給食調理業務委託業者選定

基準 ２審査基準 ９業務委託料（見積額）

にありますように、適正かつ安価な委託料が

算定されていれば高得点になります。なお、

具体的な採点方法、点数の出し方についての

回答は、差し控えさせていただきます。 

27 今の契約金額を教えてください  契約合計金額 220,293,260円（税込） 

●履行期間 

令和２年８月１日～令和５年７月 31日 

ひので、大藤、西部、栄南：157,036,000円 

●履行期間 

令和３年１月１日～令和５年７月 31日 

十四山：38,709,660円 

●履行期間 

令和４年１月１日～令和５年７月 31日 

白鳥：24,547,600円 

28 各保育所の勤務人数及び勤務時間

を教えてください。 

 番号 11、14のとおりです。 

29 献立内容を教えてください。(各保

育所で異なる場合は、標準的なもの

で構いません) 

 当該質問に対する回答に併せて、市ホーム

ページに追加で掲載します。 

30 業務責任者の資格、経験の指定に

ついて、全園で条件を満たした者を

配置する必要があるということでし

ょうか 

番号 15のとおりです。 



 

31 業務仕様書 6 業務内容(3)につい

て、「保育所長が指定した場所に運搬

する」とありますが、具体的な場所

を教えてください。また、下膳方法

についても教えてください。 

 配膳は、番号 19のとおりです。 

 下膳は、調理室付近に指定されているハッ

チなどに、保育士が食器や食缶等を運んでき

ます。 

 

 

32 各保育所のアレルギー食品別の対

応人数を教えてください。 

番号 20のとおりです。 

 

 

33 厨房従業員が車通勤する場合の駐

車場有無や台数制限と使用料などが

あれば１台あたりの金額を教えてく

ださい。 

駐車場はあります。使用料は頂いておりま

せんが、ただいま検討中です。台数は、厨房

従業員の人数分は使用できます。 

 

 

34 各保育所の厨房図面をいただけな

いでしょうか。 

 番号５のとおりです。 

 

35 厨房従業員が昼食をとった際の１

食あたりの給食費を教えてくださ

い。 

１食 350円です。 

 

 

36 業務仕様書 16 その他(2)研修等へ

の参加について、「研修会や調理実習

等」とありますが、開催頻度を教え

てください。 

 研修会と調理実習は、年に１回ずつありま

す。現在、新型コロナウイルスの対策により

令和２年度から調理実習は実施していませ

ん。 

 

 

37 業務仕様書 16 その他(8)「保育所

の食育活動に協力すること」とあり

ますが、具体的な内容を教えてくだ

さい。 

 食育活動として、食べ物を大切にする、感

謝する心を教えたり、栄養バランス良く食べ

るため、３色食品群の掲示をするなど、各保

育所で保育士が行っています。現在、具体的

な協力をお願いしているものはありません

が、今後ご協力していただくことがあればお

願いします。 

 

38 各保育所の土曜日の人数を園児と

職員分けて教えてください。また、

離乳食の有無についても教えてくだ

さい。 

番号 12のとおりです。 

 



 

39 延長おやつの対応があれば、時間

や作業内容等教えてください。 

延長おやつの提供は、18:00からになりま

す。お茶や白湯、コップ、皿等の準備をしま

す。延長で提供するおやつ管理については、

保育士が行います。 

40 業務仕様書６業務内容(1)①発注

について、発注リストの作成方法や

発注方法について具体的に教えてく

ださい。(手書きでの作成、PC使用、

FAXでの発注など) 

毎月、予定献立表し発注人数を市から委託

業者へ渡しています。それを基に、発注リス

トをＰＣにて作成していただきます。なお、

発注方法は、基本的にはＦＡＸですが、業者

によっては電話で行うこともあります。 

41 配膳方法について、食缶での提供、

各保育室で職員様盛付の認識でよろ

しいでしょうか。 

番号 18、19のとおりです。 

42 プロポ－ザル方式条件書  

P２-４支払条件  

Ｑ：３年間合計金内であれば毎年の

金額を変動しても良いでしょう

か？ 

お見込みのとおりです。 

43 プロポ－ザル方式条件書  

P３-（1）企画提案書等の審査方法（プ

レゼンテーションの方法）  

Ｑ：ＰＣ・プロジェクターは持参し

ますがスクリ－ンは準備されま

すか？それとも準備が必要でし

ょうか？ 

スクリーンを準備することはできますが、

プレゼンテーションの会場では、ＰＣと当市

のシステムをケーブル（HDMI）で接続するこ

とで、大型ディスプレイに映像を映すことが

できます。 

44 業務仕様書  

P９その他（６）大規模災害等発生時

の協力  

Ｑ：大規模災害が発生し、・・・協力

すること。ありますが、どの範

囲で協力をするのでしょか？市

側と安全面を協議した上で協力

するということでしょうか？  

お見込みのとおりです。 

 


