
 

 

 

 

 

市立中学校における横浜型配達弁当（仮称）の事業者公募に向けて 

事業者の皆さまへのヒアリングを実施します 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 事業者へのヒアリングの実施 

１ 日時・場所 

平成27年２月16日（月）～ ２月20日（金）の30～60分程度 

関内駅前第一ビル３階 302 会議室（横浜市中区真砂町２丁目 12） 

※ アイデア及びノウハウの保護のため、ヒアリングは個別に行います。 

２ 対象者 

事業の実施主体となる意向を有する法人 又は 法人のグループ 

３ 申込方法 

ホームページにあるヒアリングの説明資料に従い、エントリーシート及び資料を添付のうえ、 

Ｅメールで横浜市教育委員会事務局指導部健康教育課まで（ky-chushoku@city.yokohama.jp） 

４ 申込期間 

平成27年１月27日（火）～ ２月10日（火） 17 時まで 

５ ヒアリングの内容 

市が想定している横浜型配達弁当（仮称）の内容に関して、実施体制、管理運営方法等の提案

を募ります。 

なお、裏面の想定内容について、より良い提案を期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 2 7 年 １ 月 2 2 日
教育委員会事務局健康教育課

横 浜 市 記 者 発 表 資 料

横浜市では、平成26年12月に、中学校昼食の充実に取り組むため、「横浜らしい中学校昼食

のあり方」をとりまとめました。「あり方」では、家庭弁当を基本とし、家庭弁当を用意するこ

とが難しい場合に、新たに「栄養バランスのとれた温もりのある昼食」（横浜型配達弁当（仮称））

を選択できる環境を整えることとしています。 

なお、横浜型配達弁当（仮称）は、平成28年度中の市立中学校全校での実施を目指しています。

つきましては、横浜型配達弁当（仮称）の事業手法をまとめるにあたり、事業者のノウハウや

経験を取り入れ、効率的な実施方法を追求するため、ヒアリングを実施しますので、事業者の皆

さまの参加を募ります。 

裏面あり 

事業者の皆さまからご提案していただきたい主な内容 

○ 栄養バランス、温かさなど、質・内容を確保したうえで、生徒・保護者にとって求め

やすい価格で提供する仕組み 

○ 生徒・保護者にとって利用しやすい注文システム 

○ 献立作成など全ての業務（※）を一括で実施する仕組み 

※献立作成・注文管理・調理・配達・受渡・回収・洗浄保管 

○ 対応区域                                     など 



 

● 事業者への事前説明会の開催 

１ 日時・場所 

平成27年１月27日（火） 13 時～14 時30 分 

関内駅前第一ビル２階 210 会議室（横浜市中区真砂町２丁目 12） 

２ 申込方法 

件名を【説明会参加】、参加人数・法人名・ご連絡先を記載して、 

Ｅメールで横浜市教育委員会事務局指導部健康教育課まで（ky-chushoku@city.yokohama.jp） 

３ 申込期限 

平成27年１月26日（月）17 時 まで 

※ 事前説明会に参加できない場合でも、ヒアリングには参加可能です。 

※ ヒアリングの説明資料及び関連資料については、市ホームページでご確認ください。 

<URL>http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/kenkyo/kyushoku/20150121111816.html 

○「横浜らしい中学校昼食のあり方」をまとめました（平成26年12月） 

<URL> http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201412/20141217-022-20306.html 

○「中学校の昼食に関するアンケート」の結果について （平成26年９月） 

<URL>http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201409/20140910-022-19592.html 

【取材について】 

事業者への事前説明会の取材を希望される場合は、事前説明会の前日までにご連絡 

ください。 

●現在想定している横浜型配達弁当（仮称）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

教育委員会事務局健康教育課担当課長    梶原 豊 Tel 045-671-3687 

実施方法 

○献立作成など全ての業務（※）を事業者で一括実施 
※献立作成・注文管理・調理・配達・受渡・回収・洗浄保管 

○事業者の調理場で調理し、ごはん、おかず、汁物を別々の容器に詰め、牛乳と併せて、 

各学校の一時保管場所へ配達 

○栄養バランスに配慮した献立を事業者が作成し、教育委員会で確認 

○使用食材、栄養価、アレルギー情報等を記載した献立表を月ごとに事業者が作成  など 

昼食内容 

○ごはん・おかず（４品以上、２種類以上から選択）、汁物、牛乳  

※おかず内容は日替りであること 

○ごはん、汁物は温かい状態で提供 

○ごはん・おかず、汁物、牛乳を個々に注文できる 

○ごはん量（大盛、並盛、小盛）が選択できる                    など 

注文・支払方法 

○インターネット（パソコン・携帯電話）や予約シートなどによる、生徒・保護者が利用しやす

い注文システム 

○代金は、保護者が事業者に直接支払う 

○口座振替やコンビニ払い、クレジット払いなどによる、生徒・保護者が利用しやすい複数の 

支払方法                                   など 



市立中学校における横浜型配達弁当（仮称）の事業者公募に向けて 

事業者の皆さまへのヒアリングを実施します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 事業者へのヒアリングの実施（アイデア及びノウハウの保護のため、ヒアリングは個別に行います） 

１ 日時・場所 

平成27年２月16日（月）～ ２月20日（金）の30～60分程度 

関内駅前第一ビル３階 302会議室（横浜市中区真砂町２丁目12） 

２ 対象者 

事業の実施主体となる意向を有する法人 又は 法人のグループ 

３ ヒアリング内容 

次ページ以降参照 

● 参加の申込み 及び 資料の提出 

別紙エントリーシート及び様式１～３に可能な範囲でご記入の上、下記宛てのＥメールに添付し、期間

内に下記の申込先へご提出ください。なお、件名は【申込】としてください。 

＜申 込 先＞  横浜市教育委員会事務局 指導部 健康教育課 

Ｅメール：ky-chushoku@city.yokohama.jp 

＜申 込 期 間＞  平成27年１月27日（火）～ ２月10日（火） 17時まで 

● 事業者への事前説明会の開催 

ヒアリング内容について、事前の説明会を開催します。参加を希望される方は、期限までに上記の申込

先へＥメールで申し込んでください。なお、件名は【説明会参加】とし、参加人数・法人名・ご連絡先を

お知らせください。※事前説明会に参加できない場合でも、ヒアリングには参加可能です。 

＜日時・場所＞ 平成27年１月27日（火） 13時 ～ 14時30分 

関内駅前第一ビル２階 210会議室（横浜市中区真砂町２丁目 12） 

＜申 込 先＞  横浜市教育委員会事務局 指導部 健康教育課 

Ｅメール：ky-chushoku@city.yokohama.jp 

＜申 込 期 限＞ 平成27年１月26日（月） 17時まで 

横浜市では、平成26年12月に、中学校昼食の充実に取り組むため、「横浜らしい中学校昼食のあ

り方」をとりまとめました。「あり方」では、家庭弁当を基本とし、家庭弁当を用意することが難し

い場合に、新たに「栄養バランスのとれた温もりのある昼食」（横浜型配達弁当（仮称））を選択で

きる環境を整えることとしています。 

なお、横浜型配達弁当（仮称）は、平成28年度中の市立中学校全校での実施を目指しています。 

つきましては、横浜型配達弁当（仮称）の事業手法をまとめるにあたり、事業者のノウハウや経験

を取り入れ、効率的な実施方法を追求するため、ヒアリングを実施しますので、是非ご参加くださる

ようお願いします。 

教育委員会事務局 
健 康 教 育 課 
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Ⅰ 市の考え方 

１ 横浜市における中学校昼食の検討 

これまで、横浜市における中学校昼食については、家庭からの弁当（以下、家庭弁当）持

参を基本とし、家庭弁当を持参できない場合などに備え、各学校で弁当等が購入できるよう

にしてきました。しかしながら、共働き世帯の増加や就労形態の多様化など社会状況の変化

から、弁当作りが難しい場合があるなどの課題があることから、中学校昼食の充実を図るた

めの取組を進めてきました。 

２ 横浜らしい中学校昼食のあり方 

横浜市では、小学校６年間を通じて学んだ、一人ひとりの個性や違いに基づく「個に応じ

た食」の重要性を基礎として、中学校では、自ら考え、判断・選択・行動し、社会を生き抜

く総合的な力を、実際の食を通じて培うことが重要だと考えています。 

そのため、今後の横浜市における中学校昼食は、栄養価や量、体調、アレルギー等、一人

ひとりの状況に合わせて作ることができる「家庭弁当」を基本とし、新たに「栄養バランス

のとれた温もりのある昼食」（横浜型配達弁当（仮称））を選択できる環境を整えることとし

ています。 

※ 横浜らしい中学校昼食のあり方については、記者発表資料「横浜らしい中学校昼食の

あり方」をまとめました」（平成 26年 12月）及び「「中学校の昼食に関するアンケート」

の結果について」（平成 26 年 9月）をご参照ください。 

○「横浜らしい中学校昼食のあり方」をまとめました 

<URL> http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201412/20141217-022-20306.html 

○「中学校の昼食に関するアンケート」の結果について 

<URL>http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201409/20140910-022-19592.html 

 

Ⅱ ヒアリングにあたっての基本事項（現時点で市が想定している内容です） 

１ 実施校数 

横浜市立中学校 145校（学校名及び住所については、別紙参照） 

２ 実施時期 

平成 28年度中の全校実施を目指す 

３ 対象者 

横浜市立中学校生徒約 82,000人（平成 26年 5月１日現在） 

４ 推計食数及びブロック数 

平成 26年 6月末に行った「中学校の昼食に関するアンケート」を基に推計した弁当等の食

数は、次のとおりです。 

 推計食数／日 １校あたり推計食数／日 

ごはん・おかず 

（汁物、牛乳が含まれる場合あり） 
約 16,400食 約 110食 

汁物単品 約 10,500食 約 70 食 

牛乳単品 約 8,200食 約 55 食 
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横浜型配達弁当（仮称）の実施にあたっては、「ブロック別推計食数」を参考に、最低１

ブロック（４区以上）に弁当等を提供可能な区域でのご提案をお願いします。複数ブロック

にまたがる４区以上を１つの区域とするご提案でも結構です。 

【ブロック別推計食数】 

ブロック 区名 学校数 生徒数 
ごはん・おかず

推計食数/日 

汁物単品 

推計食数/日 

牛乳単品 

推計食数/日 

東部 

鶴見 

33 17,000 3,400 2,200 1,700 

神奈川 

西 

中 

南 

西部 

保土ケ谷 

32 18,000 3,600 2,300 1,800 
旭 

泉 

瀬谷 

南部 

港南 

44 23,000 4,600 2,900 2,300 

磯子 

金沢 

戸塚 

栄 

北部 

港北 

36 24,000 4,800 3,100 2,400 
緑 

青葉 

都筑 

全市合計 145 82,000 16,400 10,500 8,200 

※食数は、アンケートから推計される数値であるため、実際の食数を保障するものではありません。 

５ 実施方法・内容等 

   横浜型配達弁当（仮称）の実施方法・内容等については、次のとおりです。 

実施方法 

 

・事業者の調理場で調理し、ごはん、おかず、汁物を別々の容器に詰め、牛乳

と併せて、各学校の一時保管場所へ配達する 

・献立作成など全ての業務（※）を事業者が一括実施する 

※献立作成・注文管理・調理・配達・受渡・回収・洗浄保管 

・栄養バランスに配慮された献立を事業者が作成し、教育委員会で 

確認する 

・使用食材、栄養価、アレルギー情報等を記載した献立表を月ごとに 

事業者が作成する 

・食材は、事業者が直接調達する 

・生徒への受渡に要するスタッフは、事業者が用意する 

・弁当箱、保温コンテナは教育委員会から貸与する 

・支払は、保護者が事業者に直接行う 
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・支払方法は、口座振替やコンビニ払い、クレジット払いなど生徒・保護者が

利用しやすい複数の方法を用意し、支払状況を確認できる（現金の取扱は行

わない） 

昼食内容 ・ごはん、おかず（４品以上、２種類以上から選択）、汁物、牛乳 

  ※おかず内容は日替りであること 

・「ごはん・おかずのみ」「汁物単品」「牛乳単品」のように個々に内容を 

選択できる 

・ごはん量は、大盛（250g）、並盛（200g）、小盛（150g）から選択できる 

・汁物は、具を入れた状態で約 180cc とし、具は約 30～50g 

・ごはん、汁物は温かい状態での提供 

・牛乳は、冷たい状態での提供（成分無調整で 200ml 紙パック・ストロー付） 

価  格 価格は、おかずの内容にかかわらず、一定であること 

６ 弁当等の一時保管場所 

配達された弁当等を昼食時間まで保管する場所については、各学校におけるパーティショ

ンによる区画や空き教室の利用などにより、市で用意します。 

弁当等の温度管理は運搬等に使用する保温コンテナによって行うこととなります。冷蔵庫

や湿温蔵庫など温度管理に係る備品はありません。 

一時保管場所の設置階については、次のとおりです。 

 1階 ２～４階 

校数（142校） 114校 28校 

上記 28 校のうち４校については、エレベーターやスロープ等がありませんので、階段を利

用した運搬等により、２階にある一時保管場所へ搬入することとなります。 

なお、一時保管場所を用意できない学校が３校（金沢区１校、青葉区２校）あり、当該校

では、配達車両から生徒への直接受渡を想定しています。 

７ 注文システム 

弁当等を注文するにあたっては、生徒・保護者が利用しやすいものとするため、インター

ネット（パソコン・携帯電話）や予約シートなどによる、幅広い注文方法に対応したシステ

ムを想定しています。注文システムの機能は、次のとおりです。 

注文 

システム

の機能 

・学校ごとに年間スケジュールの管理ができる 

・注文状況を把握するため、注文状況の出力ができる 

（学校ごと、クラスごと） 

・注文単位は１日単位とし、生徒・保護者が事前に注文する 

・インターネット、紙のマークシート等により、希望する日の注文ができる 

・注文状況を分析できる    ・キャンセル対応ができる 

・注文パターンは次のとおり 

①ごはん・おかず（A or B）      ②ごはん・おかず（A or B）、汁物 

③ごはん・おかず（A or B）、牛乳  ④ごはん・おかず（A or B）、汁物、牛乳 

⑤汁物       ⑥牛乳        ⑦汁物、牛乳 
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Ⅲ ご提案していただきたい内容 （アイデア及びノウハウの保護のため、ヒアリングは個別に行います） 

次の項目について、自らが関わることを前提とし、ご意見・ご提案をお聞かせください。 

※ご回答にあたっては、様式１～３をご使用ください。 

１ 実施体制 

１事業者単独、または、共同事業体等、事業の実施体制にかかわらず、柔軟なご提案を

お願いします。また、全体に対するご提案だけではなく、調理や注文システムなど一部に

対するご提案でも結構です。また、できるだけ市内の事業者がかかわれる仕組みのご提案

を歓迎します。 

２ 管理運営方法等 

横浜型配達弁当（仮称）を実施するにあたり、次の内容について、効率的な実施方法や

考え方をお聞かせください。 

 

実施方法 ・献立作成から洗浄保管まで全ての業務の一括実施する仕組み 

・配達、回収方法（配達・回収ルート、スケジュール等） 

・注文管理方法（注文締切、キャンセル対応等） 

・下記にある時間帯で弁当等を生徒本人に遅滞なく受け渡す方法 

※時間及び昼食時間は概ね次の表のとおり（各学校により異なる場合があります） 

 受渡 昼食 返却 

時 
間 

11:45～12:50 
（時間帯のうちの５分間で実施） 

11:55～13:10 
（時間帯のうちの 15分間で実施） 12:10～13:30 

・対応区域（横浜市全域または特定のブロック等） 

・生徒・保護者にとって利用しやすい支払方法（口座振替、クレジット払い等） 

昼食内容 

 

 

・栄養バランスの考え方 

・栄養バランスを確保したうえでの献立作成例 

・ごはん量への対応（大盛、並盛、小盛） 

・ごはん、汁物を温かい状態で提供するための方法 

・牛乳を冷たい状態で提供するための方法 

提供価格 「Ⅱ ヒアリングにあたっての基本事項：７ 注文システム」にある①～⑦の

価格について、栄養バランス・温かさ（ごはん及び汁物）など、質・内容を確保

したうえでの提供価格 

一時保管場所が 

確保できない学校 
当該校における生徒への受渡方法 

注文システム ・市が想定している内容に対応可能な注文システムの保有の有無 

・最大同時アクセス数に対する考え方 

・システムのセキュリティ及び個人情報保護の厳守について 

その他 ・弁当箱等を貸与した場合の提供価格への影響 

・牛乳パックの回収 

・衛生管理についての取組 

・１校に対して、複数の事業者が参入することに対する考え方 

・事故対応の考え方 
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３ 本市想定内容以外のご提案 

「Ⅱ ヒアリングにあたっての基本事項」の想定内容について、より良いご提案をお願いし

ます。 

４ 実施するにあたっての希望等 

市に希望すること等があれば、お聞かせください。 

Ⅳ 留意事項 （必ずご確認の上、お申し込みください。） 

１ 参加の扱い 

ヒアリングへの参加実績は、今後の事業者公募にあたって、優位性を持つものではありま 

せん。 

２  ヒアリングに関する費用 

ヒアリングへの参加に要する費用は、参加される事業者の負担とします。 

３  追加ヒアリングへの協力 

必要に応じて追加のヒアリング（文書照会含む）を行うことがありますので、ご協力をお

願いいたします。 

４ 実施結果の公表 

(1)ヒアリングの実施結果については、概要を市ホームページ等で公表します。 

(2)公表にあたっては、事前に、参加された事業者に内容の確認を行います。 

(3)参加された事業者の名称、事業ノウハウにかかる内容は、公表しません。 

 ５ 参加排除条件 

 次のいずれかに該当する場合は、ヒアリングの対象者として認めないこととします。 

(1) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第８

条第２項第１号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又

は当該構成員を含む団体 

（2） 横浜市暴力団排除条例（平成 23年 12月横浜市条例第 51号）第２条第２号に規定する 

暴力団、同条第４号に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等 

又は同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者（法人その 

他の団体にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず 

る者をいう。）が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。） 

（3） 神奈川県暴力団排除条例（平成 22年神奈川県条例第 75号）第 23条第１項又は第２項 

に違反している事実がある者 
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お問合せ先 

担    当  横浜市 教育委員会事務局 指導部 健康教育課 

住    所  横浜市中区真砂町２丁目12 関内駅前第一ビル３階 

電話 / F A X  045（671）4136 ／ 045（681）1456 

Ｅ メ ー ル  ky-chushoku@city.yokohama.jp 

ホームページ   http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/kenkyo/kyushoku/20150121111816.html 

〜 横浜市のサウンディング調査について 〜 

横浜市が実施する企業等の皆さまとのヒアリング（サウンディング調査）に関する情報は、横浜市政策

局共創推進課ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。 

また、共創推進課から企業等の皆さま向けに、公⺠連携の取組に関するメールニュースを不定期で配信

しています。 

同ページから登録できますので、是⾮ご利⽤ください。 

〈URL〉 http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kyoso/pre/ 
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実施校所在地一覧
No. 学校名 ふりがな 郵便番号 所在地

鶴見区 学校数 ９校

1 市場 いちば 230-0024 市場下町1-1

2 潮田 うしおだ 230-0037 向井町4-83

3 上の宮 かみのみや 230-0075 上の宮一丁目26-33

4 寛政 かんせい 230-0034 寛政町23-1

5 末吉 すえよし 230-0012 下末吉六丁目13-1

6 鶴見 つるみ 230-0051 鶴見中央三丁目14-1

7 寺尾 てらお 230-0074 北寺尾三丁目13-1

8 生麦 なまむぎ 230-0078 岸谷二丁目1-1

9 矢向 やこう 230-0001 矢向一丁目8-24

神奈川区 学校数 ７校

10 浦島丘 うらしまおか 221-0072 白幡東町27-1

11 神奈川 かながわ 221-0004 西大口141

12 栗田谷 くりたや 221-0804 栗田谷3-1

13 菅田 すげた 221-0864 菅田町2017

14 錦台 にしきだい 221-0001 西寺尾三丁目10-1

15 松本 まつもと 221-0852 三ツ沢下町30-1

16 六角橋 ろっかくばし 221-0802 六角橋五丁目33-1

西区 学校数 ４校

17 老松 おいまつ 220-0032 老松町27

18 岡野 おかの 220-0073 岡野二丁目14-1

19 軽井沢 かるいさわ 220-0001 北軽井沢24

20 西 にし 220-0046 西戸部町3-286

中区 学校数 ５校

21 大鳥 おおとり 231-0821 本牧原22-1

22 仲尾台 なかおだい 231-0839 仲尾台23

23 本牧 ほんもく 231-0827 本牧和田32-1

24 港 みなと 231-0023 山下町241

25 横浜吉田 よこはまよしだ 231-0047 羽衣町3-84

南区 学校数 ８校

26 共進 きょうしん 232-0045 東蒔田町1-5

27 永田 ながた 232-0075 永田みなみ台7-1

28 藤の木 ふじのき 232-0061 大岡四丁目44-1

29 平楽 へいらく 232-0035 平楽1

30 蒔田 まいた 232-0018 花之木町2-45

31 南 みなみ 232-0066 六ツ川一丁目14

32 南が丘 みなみがおか 232-0064 別所三丁目6-1

33 六ツ川 むつかわ 232-0066 六ッ川三丁目81-11



No. 学校名 ふりがな 郵便番号 所在地

港南区 学校数 10校

34 上永谷 かみながや 233-0012 上永谷四丁目12-14

35 港南 こうなん 233-0004 港南中央通6-1

36 港南台第一 こうなんだいだいいち 234-0054 港南台六丁目6-1

37 笹下 ささげ 233-0003 港南五丁目8-1

38 芹が谷 せりがや 233-0006 芹が谷二丁目7-1

39 野庭 のば 234-0056 野庭町630

40 東永谷 ひがしながや 233-0011 東永谷二丁目14-7

41 日限山 ひぎりやま 233-0015 日限山四丁目33-1

42 日野南 ひのみなみ 234-0054 港南台四丁目37-1

43 丸山台 まるやまだい 233-0013 丸山台四丁目1-1

保土ケ谷区 学校数 ８校

44 新井 あらい 240-0053 新井町43-7

45 岩井原 いわいはら 240-0023 岩井町308

46 岩崎 いわさき 240-0011 桜ケ丘二丁目6-1

47 上菅田 かみすげた 240-0051 上菅田町780

48 橘 たちばな 240-0044 仏向町1167-2

49 西谷 にしや 240-0045 川島町1208

50 保土ケ谷 ほどがや 240-0066 釜台町3-1

51 宮田 みやた 240-0002 宮田町1-100

旭区 学校数 12校

52 旭 あさひ 241-0817 今宿二丁目40-1

53 旭北 あさひきた 241-0002 上白根二丁目47-1

54 今宿 いまじゅく 241-0032 今宿東町825

55 上白根 かみしらね 241-0001 上白根町868

56 希望が丘 きぼうがおか 241-0826 東希望が丘118

57 左近山 さこんやま 241-0831 左近山1335-2

58 都岡 つおか 241-0804 川井宿町32-2

59 鶴ケ峯 つるがみね 241-0021 鶴ケ峰本町三丁目28-1

60 本宿 ほんじゅく 241-0011 川島町1979

61 万騎が原 まきがはら 241-0836 万騎が原31

62 南希望が丘 みなみきぼうがおか 241-0824 南希望が丘108-8

63 若葉台 わかばだい 241-0801 若葉台一丁目13-1

磯子区 学校数 ７校

64 岡村 おかむら 235-0021 岡村一丁目14-1

65 汐見台 しおみだい 235-0022 汐見台一丁目2-1

66 根岸 ねぎし 235-0007 西町17-13

67 浜 はま 235-0033 杉田三丁目30-11

68 森 もり 235-0023 森五丁目22-1

69 洋光台第一 ようこうだいだいいち 235-0045 洋光台二丁目5-1

70 洋光台第二 ようこうだいだいに 235-0045 洋光台六丁目41-1



No. 学校名 ふりがな 郵便番号 所在地

金沢区 学校数 10校

71 金沢 かなざわ 236-0042 釜利谷東一丁目1-1

72 釜利谷 かまりや 236-0045 釜利谷南三丁目5-1

73 小田 こだ 236-0052 富岡西一丁目73-1

74 大道 だいどう 236-0035 大道一丁目85-1

75 富岡 とみおか 236-0052 富岡西五丁目46-1

76 富岡東 とみおかひがし 236-0005 並木一丁目6-1

77 並木 なみき 236-0005 並木三丁目4-1

78 西金沢 にしかなざわ 236-0046 釜利谷西四丁目8-1

79 西柴 にししば 236-0017 西柴一丁目23-1

80 六浦 むつうら 236-0031 六浦一丁目24-4

港北区 学校数 ９校

81 大綱 おおつな 222-0037 大倉山三丁目40-1

82 篠原 しのはら 222-0026 篠原町1342-3

83 城郷 しろさと 222-0036 小机町325

84 高田 たかた 223-0063 高田町2439

85 樽町 たるまち 222-0001 樽町四丁目15-1

86 新田 にった 223-0058 新吉田東五丁目25-1

87 新羽 にっぱ 223-0057 新羽町1434-4

88 日吉台 ひよしだい 223-0062 日吉本町四丁目9-1

89 日吉台西 ひよしだいにし 223-0062 日吉本町五丁目44-1

緑区 学校数 ６校

90 鴨居 かもい 226-0003 鴨居五丁目12-35

91 霧が丘 きりがおか 226-0016 霧が丘四丁目4

92 田奈 たな 226-0027 長津田二丁目24-1

93 十日市場 とおかいちば 226-0025 十日市場町1501番地42

94 中山 なかやま 226-0013 寺山町653-21

95 東鴨居 ひがしかもい 226-0003 鴨居三丁目39-1

青葉区 学校数 13校

96 青葉台 あおばだい 227-0062 青葉台二丁目25-2

97 あかね台 あかねだい 227-0066 あかね台二丁目8-2

98 あざみ野 あざみの 225-0011 あざみ野一丁目29-1

99 市ケ尾 いちがお 225-0024 市ケ尾町531-1

100 美しが丘 うつくしがおか 225-0002 美しが丘三丁目41-1

101 鴨志田 かもしだ 227-0033 鴨志田町536

102 すすき野 すすきの 225-0021 すすき野三丁目4-3

103 奈良 なら 227-0035 すみよし台36-3

104 みたけ台 みたけだい 227-0047 みたけ台30

105 緑が丘 みどりがおか 227-0051 千草台50-1

106 もえぎ野 もえぎの 227-0044 もえぎ野4-1

107 山内 やまうち 225-0002 美しが丘五丁目4

108 谷本 やもと 227-0052 梅が丘5



No. 学校名 ふりがな 郵便番号 所在地

都筑区 学校数 ８校

109 荏田南 えだみなみ 224-0007 荏田南二丁目5-1

110 川和 かわわ 224-0051 富士見が丘21-1

111 茅ケ崎 ちがさき 224-0037 茅ケ崎南一丁目10-1

112 都田 つだ 224-0053 池辺町2818

113 中川 なかがわ 224-0027 大棚町240

114 中川西 なかがわにし 224-0001 中川二丁目1-1

115 早渕 はやぶち 224-0025 早渕二丁目4－1

116 東山田 ひがしやまた 224-0023 東山田二丁目9-1

戸塚区 学校数 11校

117 秋葉 あきば 245-0052 秋葉町271-3

118 汲沢 ぐみさわ 245-0062 汲沢町550-2

119 境木 さかいぎ 244-0802 平戸三丁目48-2

120 大正 たいしょう 245-0063 原宿四丁目12-1

121 戸塚 とつか 244-0003 戸塚町4542

122 豊田 とよたﾞ 244-0815 下倉田町950

123 名瀬 なせ 245-0051 名瀬町791-6

124 平戸 ひらど 244-0803 平戸町993-4

125 深谷 ふかや 245-0067 深谷町1071

126 舞岡 まいおか 244-0813 舞岡町226

127 南戸塚 みなみとつか 244-0003 戸塚町1842-1

栄区 学校数 ６校

128 飯島 いいじま 244-0842 飯島町746-1

129 桂台 かつらだい 247-0034 桂台中5-1

130 上郷 かみごう 247-0026 犬山町6-2

131 小山台 こやまだい 247-0002 小山台一丁目14-1

132 西本郷 にしほんごう 247-0007 小菅ケ谷一丁目29-1

133 本郷 ほんごう 247-0005 桂町84-14

泉区 学校数 ７校

134 泉が丘 いずみがおか 245-0022 和泉が丘三丁目29-1

135 いずみ野 いずみの 245-0016 和泉町6201

136 岡津 おかづ 245-0003 岡津町2346

137 上飯田 かみいいだ 245-0018 上飯田町2254

138 中田 なかだ 245-0012 中田北二丁目20-1

139 中和田 なかわだ 245-0016 和泉町4062

140 領家 りょうけ 245-0004 領家四丁目3-1

瀬谷区 学校数 ５校

141 東野 あずまの 246-0012 東野130

142 下瀬谷 しもせや 246-0035 下瀬谷二丁目16-7

143 瀬谷 せや 246-0014 中央5-41

144 原 はら 246-0025 阿久和西二丁目1-6

145 南瀬谷 みなみせや 246-0032 南台二丁目2-8



 

 
 

エントリーシート 
 
 

１ 法  人  名  

法 人 所 在 地  

グループの場合の 

構 成 法 人 名 

 

担 当 者   氏  名  

所属部署  

Ｅメール  

電  話  

２ 希望日を下記の欄にご記入いただき、時間帯にチェックを入れて下さい。 

（※３つ程度の希望日時をご提示ください。） 

  月 日（ ） □ 午前  □ 午後  □どちらも可 

   月 日（ ） □ 午前  □ 午後  □どちらも可 

   月 日（ ） □ 午前  □ 午後  □どちらも可 

   月 日（ ） □ 午前  □ 午後  □どちらも可 

   月 日（ ） □ 午前  □ 午後  □どちらも可 

３ 出席予定者氏名 所属法人名・部署・役職 

  

  

  

  

  

※ ヒアリングの実施時間は、午前の部 ９～12時、午後の部 13～17時とします。 

※ 申込期間終了後、事務局から実施日時及び場所をＥメールでご連絡します。 

（ご希望に添えない場合もありますので、ご承知おきください。） 

※ ヒアリングへの出席者は、１グループにつき５名以内としてください。 

 



（様式１）  
１ 実施体制 

実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他（必要に応じてご記入ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 質問事項に対して、具体的に回答してください。 



 

（様式２） 

２ 管理運営方法等 

１ 実施方法 

（１）横浜市では、全ての業務を事業者で一括実施していただくことを想定しています。 

ア 一連の業務について、実施できる範囲を教えてください。なお、一部について実施できる

とお答えした場合は、実施できる業務に○をつけてください。 

一括実施について 

ア 全ての業務を一括実施できる 

イ 

一部について実施できる 

 

献立作成（毎日２種類） 

注文管理 

調理 

配達 

受渡 

回収 

洗浄・保管 

イ アでご回答していただいた業務について、実施できない理由または懸念される事項 

などがございましたらお書きください。（自由記述） 

 

 

 

 

 

（２）配達・回収方法について教えてください。 

ア 弁当等の配達・回収については、各学校の昼食時間にあわせて配達・回収をする必要が

あります。どのように実施できるかお考えをお書きください。（自由記述） 

 

 

 

 

 

（３）注文管理について教えてください。 

ア 弁当等の注文管理については、生徒・保護者が利用しやすいシステムでの管理を想定し

ています。生徒・保護者が利用しやすいシステムとするため、どのような仕組みとするか、

お考えをお書きください。（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

（次ページに続く）



 

イ 注文は何日前までに締め切る必要がありますか          （           ）日前 

ウ キャンセル対応は可能ですか                           はい ・ いいえ 

エ ウで「はい」とお答えした場合にお答えください。何日前までにキャンセル対応が 

必要ですか                                    （            ）日前 

オ キャンセル時の取り扱いについてお書きください。（自由記述） 

 

 

 

 

（４）受渡について教えてください。 

ア 弁当等の生徒への受渡については、本人確認をするなどして、弁当等の受渡間違いが 

ないようにする必要があります。また、受渡時間については、11:45～12:50 の時間帯の 

５分間で実施する必要があります。限られた時間内でどのように実施できるか、お考えを 

お書きください。（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

（５）対応区域について、最低４区以上（説明資料：ブロック別推定食数参照）での弁当等の提供を 

想定しています。対応できる範囲について、あてはまる記号に○をつけてください。（複数回答可）

ア 横浜市全体を対応可能   イ ３ブロックまで対応可能   ウ ２ブロックまで対応可能 

エ １ブロックのみ対応可能   オ 想定以外の区域（区名：                  ） 

カ その他（                                                ） 

（６）代金支払方法については、生徒・保護者が利用しやすい複数の方法を用意することを想定して

います。対応可能な方法に○をつけてください。（複数回答可） 

ア 口座振替  イ クレジット払い  ウ コンビニ払い  エ プリペイドカード払い 

オ その他（                                                ） 

２ 昼食内容 

（１）昼食内容については、栄養バランスに配慮された献立であることを想定しています。 

ア 栄養バランスを確保するための取組・考え方についてお書きください。（自由記述） 
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（２）献立作成は事業者の皆さまに作成していただき、教育委員会で確認することを想定 

しています。 

ア 1 か月単位で献立を作成できますか                       はい ・ いいえ 

イ アで「はい」とお答えした場合にお答えください。 

事前に生徒・保護者にインターネットや印刷物で提示することはできますか 

はい ・ いいえ 

ウ 次の表に献立を記入してください。記入にあたっては、注意事項をご確認ください。 

主食 パターン 主菜 副菜 汁物 牛乳 
エネルギー

kcal 

 Ａ        

 Ｂ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）弁当等の提供価格について、教えてください。 

ア （２）ウで作成した献立について、次の表に提供価格をご記入ください。 

弁当内容 提供価格（税込） 

ア ごはん・おかずのセット 円 

イ ごはん・おかず・汁物のセット 円 

ウ ごはん・おかず・牛乳のセット 円 

エ ごはん・おかず・汁物・牛乳のセット 円 

オ 汁物単品 円 

カ 牛乳単品 円 

キ 汁物・牛乳のセット 円 

（４）ごはん量は大盛、並盛、小盛など個の状況に応じて対応できることを想定しています。 

ア ごはん量への対応は可能ですか                         はい ・ いいえ 

イ アで「はい」とお答えした場合にお答えください。ごはん量により、価格は変わりますか。 

あてはまる記号に○をつけてください。また、変わる場合は、（１）でお答えいただいたア～

エがいくら変動するかお書きください。（例：大盛 → ＋30 円） 

ごはん量 提供価格 

(ア) 

変わる 

大盛 円

並盛 ±０ 円

小盛 円

(イ) 変わらない 

（次ページに続く）

＜注意事項＞ 

・献立構成は、ごはん、おかず、汁物、牛乳であること 

・主食はごはんであること（白飯以外でも可） 

・ごはん量は、並盛（200g）であること 

・おかず（主菜及び副菜）の種類は A、B のように２種類以上から選択できること 

・おかず（主菜及び副菜）は合計して４品以上であること 

・汁物は、具を入れた状態で約 180cc とし、具は約 30～50g であること 

・牛乳は、成分無調整で 200ml であること 

※所定様式以外でご提出いただいても結構です。 



 

（５）ごはん、汁物は温かい状態、牛乳は冷たい状態での提供を想定しています。 

ア ごはんを温かい状態で提供することは可能ですか                はい ・ いいえ 

イ アでお答えした内容について、「はい」の場合は実施方法を具体的にお書きください。 

「いいえ」の場合は、その理由をお書きください。（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

ウ 汁物を温かい状態で提供することは可能ですか                 はい ・ いいえ 

エ ウでお答えした内容について、「はい」の場合は実施方法を具体的にお書きください。 

「いいえ」の場合は、その理由をお書きください。（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

オ 牛乳を冷たい状態で提供することは可能ですか                 はい ・ いいえ 

カ オでお答えした内容について、「はい」の場合は実施方法を具体的にお書きください。 

「いいえ」の場合は、その理由をお書きください。（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

３ 注文システムの機能 

（１）注文システムの保有状況について教えてください。 

ア 現在、注文を管理するシステムをお持ちですか                  はい ・ いいえ

イ アで「はい」とお答えした場合にお答えください。 

（ア）現状の注文方法について、あてはまる記号に○をつけてください。（複数選択可） 

ⅰ インターネット   ⅱ 予約シート    ⅲ FAX     ⅳ 電話 

ⅴ その他（                                      ） 
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（イ）横浜市が想定している注文システムの機能に、既存の注文システムで対応可能ですか

はい ・ いいえ 

（ウ）（イ）で「はい」とお答えした場合にお答えください。横浜市が注文システムを利用 

するには使用料が発生しますか。あてはまる記号に○をつけてください。 

また、使用料が発生する場合は、その費用をお書きください。 

使用料の発生 使用料（税込） 

ⅰ 発生する 円／年

ⅱ 発生しない 

ウ アで「いいえ」とお答えした場合にお答えください。 

（ア）横浜市が想定している内容に対応可能な注文システムを新たに開発可能ですか。 

あてはまる記号に○をつけてください。また、開発可能であれば、開発期間、開発 

費用及び運用費用をお書きください。 

注文システムの開発 期間・費用（税込） 

ⅰ 

開発可能 

開発期間 

開発費用 円

運用費用（必要な場合） 円／年

ⅱ 開発不可能 

（２）既存のまたは開発できる注文システムについて教えてください。 

ア 他の業者と注文システムを共用することは可能ですか            はい ・ いいえ 

イ 注文システムの 大同時アクセス数に対する考え方についてお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）個人情報保護については、最大の注意をもって管理する必要がある考えています。 

ア システムセキュリティ及び個人情報保護の取組についてお書きください。（自由記述） 
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４ 一時保管場所の確保ができない学校への対応 

（１） 現在、一時保管場所が確保できない市立中学校が３校（金沢区１校、青葉区２校）あり、 

当該校では、配達車両から生徒へ弁当等の直接受渡を想定しています。 

ア 当該校における配達車両から生徒への弁当等の受渡は可能ですか   はい ・ いいえ 

イ アでお答えした内容について、「はい」の場合は実施方法を具体的にお書きください。 

「いいえ」の場合は、その理由をお書きください。（自由記述） 

 

 

 

 

 

５ その他 

（１）弁当箱（箸・スプーンを含む）・保温コンテナは、リターナブル可能なをものを教育委員会から 

貸与することを想定しています。 

ア 弁当箱の貸与は必要ですか                            はい ・ いいえ

イ 保温コンテナの貸与は必要ですか                        はい ・ いいえ

ウ アまたはイのいずれかで「はい」とお答えした場合にお答えください。弁当箱等を教育委 

員会が貸与した場合、「２ 昼食内容」でお答えいただいた提供価格は変わりますか。 

あてはまる記号に○をつけてください。また、変わる場合は、変更後の提供価格をお書き 

ください。 

弁当の提供価格 提供価格（税込） 

（ア） 

変わる 

ごはん・おかずのセット 円

ごはん・おかず・汁物のセット 円

ごはん・おかず・牛乳のセット 円

ごはん・おかず・汁物・牛乳のセット 円

汁物単品 円

牛乳単品 円

汁物、牛乳のセット 円

（イ） 変わらない 

エ 弁当箱について、リサイクル可能な弁当箱を使用した場合、「２ 昼食内容」でお答え 

いただいた提供価格は変わりますか。あてはまる記号に○をつけてください。 

また、変わる場合は、変更後の提供価格をお書きください。 

弁当の提供価格 提供価格（税込） 

（ア） 

変わる 

ごはん・おかずのセット 円

ごはん・おかず・汁物のセット 円

ごはん・おかず・牛乳のセット 円

ごはん・おかず・汁物・牛乳のセット 円

汁物単品 円

汁物、牛乳のセット 円

（イ） 変わらない 
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（２）牛乳パックの回収について教えてください。 

ア 牛乳パックの回収は可能ですか                          はい ・ いいえ

（３）衛生管理についてどのような取組をされているかお書きください。（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

（４）１校に対して複数の事業者が参入する場合、どのように考えますか。（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

 

（５）異物の混入等、事故が発生した場合に、どのような体制をとられているかお書きください 

（自由記述）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 質問事項に対して、具体的に回答してください。 



 

（様式３）※必要に応じてご記入ください。 

３ 本市想定内容以外の実施体制・方法 他 

（１）本市想定内容以外の実施体制・方法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）その他ご希望等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 質問事項に対して、具体的に回答してください。 
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