
 

質疑回答書 

          令和 3 年 11 月 26 日  

伊賀市教育委員会いがっこ給食センター夢 

 

契約番号：2021001245 

件  名：「いがっこ給食センター夢」調理及び配送等業務委託 

  

 

質  疑 回  答 

１ 内訳書の積算について 

仕様書（9）⑩清掃業務に係る費用につ

いて 

高所清掃については、労働安全上で専

門業者へ依頼することになると考えま

すが、年 1 度など回数は規定がありま

すか？また、従前は貴市の予算を見込

み 1 回の費用はどれぐらい掛かってい

ましたか？ 

 

２ 内訳書の積算について 

仕様書（9）⑪に掲げる業務に係る費用 

従前は、貴市に経費で行われていまし

たがどれぐらいの費用が掛かっていま

したか？また、その他に必要とされる

業務はどのような事が想定されます

か？ 

 

３ 内訳書の積算について 

仕様書（9）⑪に掲げる⑩⑪以外の業務

に係る費用 

どのような費用が想定されています

か？③の施設、設備、調理備品の修繕

に係る費用の記載はこの欄になります

１ 年 2 回、44 万円/回を見込んでおり 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 令和 2年度実績で約 5,568千円とな

っております。それ以外に生じた業務は 

随時受託業者と協議致します。また現

在、その他必要とされる業務は想定され 

ておりません。 

 

 

 

３ 以外に生じた業務は随時受託業者

と協議致します。また，③の施設、設備、

調理備品の修繕に係る費用で令和 2 年

度実績の修繕料は約 3,469 千円です。 

 

 



か？また、従前、貴市が修繕や修理に

係った費用実績をお示し頂けますか？ 

 

４ 仕様書（9）③ 

既に修繕が不可能な状況にある場合は

別途教育委員会と協議を行う。とあり

ますが、修繕が不可能な状況判断も含

めて協議することになると考えます

が、3 年以内に修繕が不可能な施設の

不具合箇所や機器類はありますか？ま

た、その場合は貴市が費用を負担して

いただけるものとして試算しても大丈

夫ですか？ 

 

５ 現在の調理及び配送スタッフの人

員配置を教えて頂けますでしょうか。 

 

 

６ 現在の勤務時間を教えていただけ

ますでしょうか。 

 

７ 従業員が使用する駐車場は施設内

で利用可能させていただけますでしょ

うか。 

 

８ 過去の車両経費実績を教えていた

だけますでしょうか。 

 

９ 従業員が使用する白衣を洗う為の

洗濯機はありますでしょうか。 

 

10 仕様書 5頁 7（9）③ 

施設、設備、調理備品に損傷、故障が

生じた場合は故障の大小を問わず受託

者において修繕を行い、費用を負担す

るとありますが、「経年劣化によるも

 

 

 

４ パススルー式冷蔵庫 1台を入れ替え 

ております。厨房機器及び設備は当の備

品ですので機器等の新規購入は基本的

に当市の負担と考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 調理員は 35 名、配送スタッフは 4 

名ですが、調理員より 6 名が配送スタッ 

フを兼務しております。 

 

６ 7 時より 16 時 30 分を基本としてお 

ります。 

 

７ 全員利用可能です。 

 

 

 

８ 令和 2 年度実績で約 4,790 千円で

す。 

 

９ 2 台あります。 

 

 

10 設備機器自体の入れ替え等や想定

外に多額の費用が必要な修繕等が生じ

た場合は随時当市と協議を行いますが、

それ以外の現在当市が行っている一般

的な修繕等はご質問の内容の場合も含



の」「受託者に過失が認められないも

の」についても同様の扱いになるとい

う認識でよいでしょうか。 

 

11 仕様書 5頁 7（9）③ 

本施設内で過去に修繕及び交換された

施設、設備、調理備品を全てお示しく

ださい。 

 

12 仕様書 5頁 7（9）③ 

日常の業務で使用し消耗する軽度な備

品や消耗品に値する物の購入は受託者

負担とありますが、貴市が「軽度な備

品や消耗品」と認識されているものを

全てお示しください。 

 

13 仕様書 5頁 7（9）⑩ 

館内及び敷地内の清掃業務全般とあり

ますが、受託者に求める具体的な清掃

業務をお示し下さい。 

 

14 仕様書 5頁 7（9）⑩ 

施設及び厨房の高所清掃等は受託者が

行うとありますが、具体的な点検個

所・点検項目・実施回数をお示し下さ

い。また過去 5 年の費用実績の開示を

お願い致します。 

 

15 仕様書 5頁 7（9）⑪ 

仕様書（9）⑪に記載の業務全ての過去

5 年間の費用実績ご開示をお願い致し

ます。 

 

16 仕様書 5頁 7（9）⑪ 

その他教育委員会が必要と認めた業務

とありますが、想定される業務全てを

め受託者の負担となります。 

 

 

 

11 交換致しました機器は質問４と同

じです。修繕等は随時行っており、おお

よその年間費用は質問３同様です。 

 

 

12 調理用ヘラなど日常的に使用する

安価な物品や消耗品と考えております。 

 

 

 

 

 

13 事務所スペース以外の日常的な清

掃、敷地内の除草等を考えております。 

 

 

 

14費用等は質問１同様ですが、清掃業者

業務委託を行っており、高所壁面ダク

ト、床下等を含め数十カ所の清掃を行っ

ております。また過去 5年間の費用計は

約 4,400千円となっております。 

 

 

15 全て業務委託により実施しており、 

また過去 5年間の費用計は約 880千円 

となっております。 

 

 

16 質問３同様、随時当市と受託者で協 

議を行います。 

 



お示し下さい。 

 

17 仕様書 7頁 10（2） 

教育委員会の指定する日に試食会を開

催するとありますが、想定される食数

をお示し下さい。 

 

18 仕様書 8頁別表 1 

調理後食品の「温」「冷」区分収納及び

発送とありますが、現状どのように区

別して配送されているかご教授お願い

致します。 

 

19 仕様書 8頁別表 1 

給食施設の設備管理の具体的な項目を

全てお示し下さい。 

 

20 仕様書 9頁別表 2 

「建物・設備」「厨房設備」「什器備品」

の費用区分が貴市・受託者となってい

ますが、受託者負担として考えられる

もの全てお示しください。また、受託

者負担の過去 5 年間の費用実績の開示

をお願い致します。 

 

21 仕様書 9頁別表 2 

受託者に求める害虫駆除の点検項目・

箇所・実施回数等を全てお示しくださ

い。また、過去 5 年間の費用実績の開

示をお願い致します。 

 

22 仕様書 9頁別表 2 

廃油処理費の過去 5 年間の費用実績の

開示をお願い致します。 

 

 

 

 

17 出席者数分約 30食です。 

 

 

 

 

18 それぞれ別の食缶で保冷（温）車両 

で配送しております。 

 

 

 

 

19 ボイラー等、日常的な機器の点検等

を行っております。 

 

 

20 質問４、質問 11 同様に受託者の負

担は軽微であると考えております。また

過去 5 年間の費用計は約 17,345 千円と

なっております。 

 

 

 

 

21 質問 15 の内、害虫防除業務がそれ

に該当し、年 2回実施しております。ま

た過去 5年間の費用計は約 880千円とな

っております。 

 

 

22 食用廃油 

過去 5年以前より、本年度終了するリサ

イクル事業により無償回収されており

ましたが、令和 4年度より教育委員会が

取り纏め委託契約を行う予定となって



※この回答に対する質問は受付できません。 

 

 

 

23 仕様書 9頁別表 2 

配送及び厨芥運搬に関わる車両の維持

管理費とありますが、厨芥運搬の具体

的な業務の仕様や運搬場所等の開示を

お願い致します。 

 

24 仕様書 9頁別表 2 

食器類は貴市の負担とありますが、食

数の変動に伴う食器やコンテナ、食具、

食缶等の追加購入、補充等の費用は貴

市負担という認識で良いでしょうか。 

 

25 仕様書 9頁別表 2 

消耗品で貴市が購入されたもの以外

は、受託者負担とありますが、貴市で

購入される消耗品全ての開示をお願い

致します。 

 

26 その他 

洗濯機、シューズ保管庫等の調理場外

設備の保守点検、修繕等業務について

も受託者の費用負担という認識で良い

でしょうか。 

 

27 その他 

現在、本施設内で勤務されている、調

理業務従事者、配送業務従事者の配置

シフト及び社員・パートの雇用区分を

お示し下さい。 

 

 

おり、受託者の実質的な負担はありませ

ん。 

 

23 給食実施日の夕刻に市内のリサイ 

クル業者に持ち込み処理を委託してい 

ます。令和 2年度実績の委託料は約 780 

千円は仕様書 7－（9）に含まれていま 

す。 

 

24 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

25 事務室で使用する事務用品全般と

なります。 

 

 

 

 

26 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

27 質問５同様に、調理員は 35名、配 

送スタッフは 4名ですが、調理員より 6 

名が配送スタッフを兼務しております。 

また正規職員は７名、残りはパート職員 

です。シフトにつきましては受託業者が 

独自に行っております。 

 


