
入札説明書等
（設計図書《仕様

書》頁等）
質　問　内　容 回　答

1

仕様書２　対象お
よび食数

各クラス毎の定員数と在園数（現在）を教えて
ください。

　　　　0歳　1,2歳　3歳　4,5歳
定員　　 ６　   24   20     42
在園数　 ７　 　29   19 　　35
　　　　　　　　　　　　　（人）
※現在人数は令和4年11月現在

2

仕様書２　対象お
よび食数

土曜日の食数を教えていただけますでしょう
か。
また延長補食はありますでしょうか。もしあれ
ば食数を教えてください。

土曜日の食数　最大７食程度
延長補食数　　１～７食程度
※延長保育は平日のみ実施　土曜日は延長保育なし。
※令和４年度実績。食数の変動はあり。

3
仕様書３　食事内
容

アレルギー対応者の詳細を教えてください。
数量、アレルゲンなど。

卵　  　３名
乳製品　２名
メロン　１名

4
仕様書３　食事内
容

障害児への配慮食はどのような食事内容になる
かご教示ください。

主食はおかゆ、副食はミキサー食です。

5

仕様書３　食事内
容

個別対応として、離乳食、食物アレルギー児の
対応（除去食）、宗教食、体調不良児や障害児
への配慮食等を行うとありますが、保護者から
の持込料理等はありますでしょうか。

現在は、保護者からの持込はありません。

6
仕様書４　食事時
間

延長保育食の下膳方法・時間をご教示くださ
い。

18：50頃、保育士が対応（下洗いして、調理室所定場
所に下膳）

7

仕様書７　業務内
容
（１）食材の調達
と調理方法

給食単価目安価格の記載があり、（別表２経費
分担）では食材料費は実食数により精算と記載
がありますが、食材費の請求は「実食数×目安
金額単価」との認識で宜しいでしょうか。

仕様書８（２）給食材料の調達方法、検査及び請求の
とおりです。必要書類を添付のうえで、食材料の実際
の購入額を請求いただきます。

8

仕様書７　業務内
容（２）配膳

盛付けはすべて個別に食器に盛り付けるという
認識でよろしいでしょうか。
また、「3歳以上児の主食の米飯は、指定された
場所で炊飯」とありますが、指定場所とは厨房
内という認識でよろしいでしょうか。

個別食器に盛り付けしています。
主食の炊飯は厨房内でしています。

9

仕様書７　業務内
容（４）麦茶の提
供

麦茶の提供は現在どのようにされているかご教
示ください。（やかんで提供など）
また、「園長が必要と認めた場合は、上記の時
間帯以外でも準備する」とありますが、具体的
にはどのような時でしょうか。

麦茶は沸かして、冷ました後にやかんで提供していま
す。
乳児クラスは午前おやつ後、昼食前まで・午後おやつ
後夕方までやかんで提供しています。

10

仕様書７　業務内
容（６）安全、衛
生管理
ス　感染症発生時
等の対応

「その他の業務従事者に対しても同様に検便検
査等を実施し‥‥」とありますが、結果待ちの
中でもその他の業務従事者は業務を続けても問
題ありませんでしょうか。

毎月、継続的に検便を実施していれば、結果を待たな
くても業務は続けてもかまいません。
しかし、新規の採用の場合は、結果を待ってから業務
を行ってください。

11

仕様書７業務内容
（10）行事食

「ランチ交流」とは具体的にどのような内容で
しょうか。

コロナ禍で実施できず、令和４年度からは事業中止し
ています。
コロナ禍前は、地域の親子各年齢２組までを事前申込
制でクラスに受入れ、園児と一緒に昼食を体験しても
らう内容で実施していました。（給食提供は子のみ）

12

仕様書８　業務の
実（１）業務従事
者

責任者が栄養士の場合は、正規社員は２名配置
で
良いという理解で良いでしょうか？

そのとおりです。

13

仕様書８ 業務の実
施
（５）受託者の負
担する経費

廃油処理費の経費分担についてご教示下さい。 委託者の負担になります。

14

仕様書８　業務の
実施
（５）受託者の負
担する経費
イ 業務従事者の業
務に必要な被服等
に要する経費

「防災服・防災靴、防災用ヘルメット等」とあ
りますが、設置は必須でしょうか。また、現在
どのようなものが準備されていますでしょう
か。

調理業務に従事する方の安全に配慮して、必要性をご
判断いただき、ご準備をお願いします。
　
正規職員は防災服・防災靴、防災用ヘルメットを、
パートにはヘルメットを備えています。
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15

別表１　業務分担
表

害虫駆除は受託者業務とありますが、駆除薬品
費用の経費分担についてご教示下さい。

委託者の負担になります。

16

別表１　業務分担
表

別表１業務分担表 衛生管理
害虫駆除の実施及び記録ですが、横浜市小学校
の
場合、市負担なのですが、受託者負担になって
いますが、同市で違うのでしょうか？

本契約においては、受託者負担としています。

17

入札説明書 製本方法に指定はございますでしょうか。 指定はありません。

18

入札説明書 「入札提案書表紙（様式8）を付けて提出」と記
載がありますが、入札提案書表紙を表紙として
製本してよろしいでしょうか。

構いません。

19

入札説明書 総履行期間は５年ですが、社会経済情勢及び物
価上昇により、食材費、人件費及び経費上昇分
について、毎年、委託費や食材費の見直し等、
見積合わせは行って頂けるのでしょうか？

食材費については、食材料の実際の購入額をご請求い
ただきます。委託費については、「委託契約約款」及
び「委託契約約款 第22 条第1 項に係る特記仕様書」
のとおりです。

20

入札説明書７ CD-Rは1枚の提出でよろしいでしょうか。 構いません。

21

入札説明書９ ヒアリングについて、栄養士は配属予定従業員
か運営担当の管理者であれば問題ないでしょう
か。

問題ありません。

22

その他 厨房図面を開示していただけますでしょうか？ 厨房図面は別添資料のとおりです。

23

その他 献立作成と連動した発注を行うため、別途ソフ
トの購入は必要になりますでしょうか。

必要ありません。献立作成ソフトと連動した発注シス
テムはありませんが、毎月一人当たりの食材グラム数
を算出できる計算式の入ったExcelシートを提示しま
す。当該シートに園児数を入力いただくことで、食材
の必要総量を算出できます。食材の発注書の様式は任
意です。

24

その他 献立作成ソフトと連動した発注システムはござ
いますか？また弊社パソコンへ導入し、使用さ
せて頂く事は可能でしょうか。

前述のとおりです。

25

その他 生で提供する果物や野菜の消毒に、次亜塩素酸
100ppmを使用してもかまわないでしょうか。

市立保育所では、次亜塩素酸ナトリウムを使用した果
物や野菜の消毒は行っておりません。
野菜は全て加熱処理を行いますが、果物については、
水道水で十分洗浄を行ってから使用します。

26

その他 横浜市作成の調理マニュアルやレシピはござい
ますか。また、ありましたら閲覧等可能でしょ
うか。

調理マニュアルとして「給食の手引き」があり、募集
ウェブサイトに一部を掲載しています。またレシピ集
として「標準料理カード」がありますので、一部をお
示しします。（別添資料）

27

その他 現在行われている実施献立内容（離乳食・乳児
食・幼児食・おやつ・延長食・アレルギー等）
をご教示下さい。

離乳食は４期（初期、中期、後期、完了期）に分けた
献立（離乳食記録簿　別添資料）です。乳児食・幼児
食・おやつについては、給食記録簿（別添資料）にな
ります。アレルギーに関しては、原則除去食対応にな
りますので、各園でアレルゲンのある園児ごとに保護
者と打合せを行います。その際に使用するアレルギー
対応個別献立表（別添資料）があります。延長おやつ
は、各園で市販菓子と飲み物等を提供します。
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28

その他 1か月の献立表・延長保育補食献立表をお見せい
ただくことは可能でしょうか。

参考に給食だより（別添資料）をお示しします。延長
補食は基本的に市販の菓子等及び牛乳、お茶等です。

29

その他 保護者様へ配布している献立表及び数日分の調
理手配書をご教示ください。

保護者配布献立表は、給食だよりになります（別添資
料）。調理手配書は、特にありません。

30

その他 現在の配置人数、社員、パートの勤務時間、シ
フトを開示して頂けますでしょうか。 正規職員　２名　8：30～17：15

パート（常勤）  １名 8：30～15：30
アレルギー対応パート（非常勤）１名 9：00～16：00
離乳食対応パート（非常勤）１名 8：30～12：15
　計５名
  平日５名体制
  土曜日１名体制
（土曜日は正規職員のみ）8：30～17：15

31
その他 現在契約している食材業者は何社ございます

か？また可能であれば業者名を開示していただ
けますでしょうか？

７社です。事業者名については、契約後にお伝えしま
す。

32

その他 食材の納品時間をご教示ください。
【当日納品】
・肉類　　　　9：00頃まで
・魚類　　　　9：00頃まで
・葉物野菜類　9：00頃まで
・乾物類　　　10：00頃
・牛乳　　　　　　昼頃
【前日納品】
・パン　　　　前日の午後
※その他、ものによって前日納品があります。

33

その他 横浜市青少年局主催「離乳食を含む調理実習」
の直近開催予定日と、弊社従業員の参加可否に
ついてご教示下さい。

令和４年度の開催内容は次のページをご確認くださ
い。
本市ウェブサイトトップページ＞暮らし・総合＞子育
て・教育＞保育・幼児教育＞保育・教育の質向上＞研
修＞横浜市保育・教育施設職員等研修事業

ご契約後に令和５年度の研修にご参加いただくことに
なりますが、次年度の研修は、今後ご案内する予定で
す。なお、基本的にすべての研修に参加可能ですの
で、園を通じてお申し込みいただきます。

34

その他 現在の運営は横浜市直営又は委託業者かご教
示下さい。また、委託会社の場合、運営会社
名、
現行契約金額をご教示下さい。

直営です。
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