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社会福祉法人豊明会 

給食業務委託仕様書（桂葉） 
 
１.給食業務委託の目的 
（１） 食事サービス業務が入所者・利用者に対する生活の一環であることを認識

の上、必要な栄養源の補給を行う。 
（２） 入所者・利用者にとって、毎日の食事は大きな楽しみの一つであることを

理解し、嗜好・健康状態に十分配慮の上、適正な食材を利用し、所要の栄

養量を確保した食事を提供するものとする。 
（３） 当施設が地域における福祉の中核施設として、食事内容において外の施設

の模範となるよう受託者は調理等を推進する。 
（４） 大量調理施設衛生管理マニュアルに基づき、衛生管理に十分配慮する。 
 

２.業務場所 
（１）特別養護老人ホーム桂葉    栗原市高清水新桂葉２７８番地２ 
（２）デイサービスセンター桂葉   栗原市高清水新桂葉２７８番地２ 

  
３.業務委託料 
（１）管理費制契約とする。 
（２）食材料費（消費税別）（特別仕様書・桂葉５参照） 
① 特別養護老人ホーム桂葉 
朝食・昼食・おやつ・夕食を提供する食材料費（一食毎の算定） 

② デイサービスセンター桂葉 
昼食とおやつを提供する食材料費（一食毎の算定） 

③ 職員食（行事招待客等含む） 
朝食・昼食・おやつ・夕食を提供する食材料費（一食毎の算定） 

（３）食材料費の算定方法 
管理費 月額固定（消費税別） 
① 利用者 朝食・昼食・おやつ・夕食の月間累計食数に各契約単価を乗ずる。 
② 職員食 朝食・昼食・おやつ・夕食の月間累計食数に各契約単価を乗ずる。 
③ 保存食及び経管栄養は食数に参入しない。 

  但し、敬老会や新年を祝う会等の施設行事に合わせた食事を提供し、契約単価の金

額を超える場合は、事前に協議し、決定することとする。 
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４.施設規模及び提供食数 
（１）定員 特別養護老人ホーム桂葉     ５０名（ショートステイを含む） 
     （ユニット型） 
      デイサービスセンター桂葉     １５名 
（２）提供食数 前年度一日平均食数   

特別養護老人ホーム桂葉  朝４３食 昼４３食 おやつ ４１食  
夕４３食 

     デイサービスセンター桂葉 昼１２食  おやつ１２食 
  （３）セレクトメニュー（選択食）の状況 
  ①特別養護老人ホーム桂葉では、毎週１回の割合で昼食に実施。２種類のメニ

ューから選択している。委託者は入所者の聞き取りを行い、２日前の午前中

までに名簿を作成し受託者へ提出する。   
②デイサービスセンター桂葉では、毎週１回の割合で昼食に実施。２種類のメ

ニューから選択している。委託者は利用者の聞き取りを１週間前までに行い、

名簿を作成し受託者へ提出する。 
（４）希望食の状況 
  ①特別養護老人ホーム桂葉では年２回程度希望食を実施。希望食はユニットご

とに実施し、個々の希望するメニューを提供する。委託者は入所者の聞き取

りを２日前の午前中までに行い、名簿を作成し受託者へ提出する。 
  ②デイサービスセンター桂葉では年２回程度希望食を１週間かけて実施。 

２０種類程度のメニューから選択している。委託者は利用者の聞き取りを 
１週間前までに行い、名簿を作成し受託者へ提出する。 

（５）その他 
行事食・特別食については桂葉参考資料①のとおり。 

 
５.経費負担区分及び業務分担区分 
（特別仕様書・桂葉３、特別仕様書・桂葉７参照） 
（１） 経費負担区分の範囲について、別紙１のとおり。 
（２） 業務分担区分の範囲について、別紙２－１、２－２のとおり。 

 
６.遵守事項 

受託者は、業務の実施に当たり、委託者の指示監督に従いその責務を果たすとと

もに、関係法令及び、次の事項を遵守しなければならない。 
（１） 委託者が行う指示に誠意をもって従うこと。 
（２） 常に業務を円滑に実施するために研究努力を行うこと。 
（３） 常に調理技術の研鑽に努めること。 
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（４） 省資源、省エネルギーに努めること。 
（５） 大量調理施設衛生管理マニュアルに基づき、衛生管理に努めること。 
（６） 災害防止に努めること。 
（７） 委託者が設置する食生活委員会に出席し、給食の質の向上に努めること。 

   
７.業務従事者 

受託者は、業務の遅滞等が生じることがないよう、常に人員の確保に留意すると

ともに、業務実施上必要かつ十分な人員を配置すること。 
（１） 栄養士及び調理師を常勤で配置し別紙２－１、２－２「業務分担区分の範

囲」に基づき業務を行うこと。 
（２） 常勤で配置する栄養士については、集団給食の栄養業務に１年以上従事し

た者であることが望ましい。 
（３） 常勤で配置する調理師については、集団給食の調理業務に１年以上従事し

た者であることが望ましい。 
（４） やむを得ず人事異動等による交替を必要とするときは、事前に委託者と協

議すること。 
（５） 上記の配置予定者については、事前に業務従事者名簿と健康診断書及び履

歴書、在籍証明書（勤務年数含む）、有資格者にあっては資格を証明する免

許の写しを提出すること。また、業務従事者に変更があった場合も同様と

する。 
（６） やむを得ず、専任業務従事者以外の者（応援職員）を臨時的に配置する場

合も（２）（３）の条件を満たすものを配置することとし、事前に委託者と

協議すること。 
 

８.業務従事者の健康管理（特別仕様書・桂葉４参照） 
（１） 受託者は、業務従事者の衛生管理については、絶えず注意を払うとともに、

健康診断を定期的に毎年１回実施し、その結果を委託者に報告すること。 
（２） 受託者は、業務従事者の検便を定期的に毎月１回実施し、その結果を委託

者に報告すること。 
（３） 業務従事者は下痢、嘔吐、発熱などの症状があった時、手指等に化膿創が

あった時は調理作業に従事しないこと。 
（４）下痢又は嘔吐等の症状がある業務従事者等については、直ちに医療機関を受

診し、感染性疾患の有無を確認すること。ノロウイルスを原因とする感染性

疾患による症状と診断された業務従事者は、検便検査においてノロウイルス

を保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を

控えるなど適切な処置をとること。 



4 
 

9.業務責任者 
受託業務の遂行及び指揮監督を行う責任者を、給食調理業務受託責任者と定め配

置し、当該施設長･管理者に報告すること。 
   
10.従事者教育 
 受託者は、自己の業務従事者に対し定期的に衛生面及び技術面の教育又は訓練を

行うものとし、事後に当該施設の管理栄養士へ報告すること。 
 
11．業務従事者の服装及び規律 

（１） 業務中は定められた作業衣を着用すること。 
（２） 人との対応は礼儀正しく、懇切丁寧を旨とし、仮にも粗暴にわたる言動が

あってはならない。 
（３） 業務中に飲酒をしてはならない。 
（４） 所定の場所以外での喫煙、飲食その他勤務の遂行を怠るような行為をして

はならない。 
（５） 作業中には、食事サービス施設内に関係者以外の者を入れないとともに、

作業に関係ない又は不用なものを持ち込まないこと。 
（６） 作業に当たっては、常に頭髪、手指及び爪等の清潔保持に努め、作業の前

後には必ず手指の洗浄及び消毒を実施すること。 
（７） 業務中における便所の使用は、必ず専用便所を使用し、その際には履物に

ついても食事サービス施設内外の区分を明確にすること。 
（８） 作業上必要がある場合には、必ずマスク、衛生手袋を着用すること。 
（９） 身体及び身の回りは、常に衛生を心掛け、他人に不快感を与えたり不衛生

であったりしてはならない。 
（10）委託者の業務遂行に支障をきたすような行為をしてはならない。 

 
12．食事提供時間等について（特別仕様書・桂葉８参照） 
（１）桂葉の場合 
① 配膳時間 
朝食  ７：１５～ 昼食 １１：３０～  おやつ１５：００～ 
夕食 １７：１５～ 

② 食事オーダー時間について 
朝食 前日１８:３０まで 昼食 当日１０:３０まで 
夕食 当日１５:００まで 
この時間以降に食事オーダーの変更がある場合には両者で協議を行う。 
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③ 下膳時間（目安として） 
朝食 ８：３０～ 昼食 １２：３０～  夕食 １８：３０～ 

（２） デイサービスセンター桂葉の場合 
① 配膳時間 
昼食 １２：００～  おやつ １５：００～ 

② 食事オーダー時間について 
昼食 １０:３０まで 
この時間以降に食事オーダーの変更がある場合には両者で協議を行う。 

③ 下膳時間 
昼食 １２：３０～ 

（３）遅食について 
通院等で、喫食時間内に食事が出来なかった場合には、委託者が代替え食の

準備・調理・配膳を行うこと。 
 

13．配膳・下膳時間について 
  （１）料理の味や温度を損なわないよう短時間で配膳するよう心掛けること。 
  （２）配膳は指定された場所に運搬し、介護士等に確実に引き渡すこと。 
  （３）下膳は食器等の数量を確認のうえ、指定された場所から行うこと。 
  （４）各施設において配膳・下膳時間が変動する場合は協議する。 
（５）大量調理施設衛生管理マニュアルに基づき、調理後の食品は、調理終了後か

ら２時間以内に喫食できるよう調理すること。 
 
14．保存食 
   原材料及び調理済み食品を食品ごとに５０ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋

等）に入れ、密封し、－２０℃以下で２週間以上保存すること。尚、原材料は、

特に、洗浄・殺菌等を行わず、購入した状態で、調理済み食品は配膳後の状態で

保存すること。当該施設職員等で調理を行う場合は、原材料は受託者が、調理済

み食品は当該施設職員が保存を行う。 
 
15. 水分補給用食品（特別仕様書・桂葉１参照） 
  （１）常時、入所者・利用者の水分補給用食品を委託者の指示に応じ、水分補給用

食品を用意すること。 
  （２）その他、内訳は別紙３のとおりとする。 
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16. 非常用食品（特別仕様書・桂葉２参照） 
  （１）常時、災害対策用として受託者が１週間分の非常用食品（長期常温保管でき

簡単な処理で食せる食品）を確保し、委託者が定めた場所に保管すること。

非常用保存水は委託者・受託者双方で１週間分ずつ確保し、委託者が定めた

場所に保管すること。 
  （２）受託者は、非常用食品を使用する際は、予め当該施設の管理栄養士に承認を

得ること。 
  （３）受託者は賞味期限切れの非常用食品がないよう確認のうえ、絶えず更新を行

い、更新するごとに当該施設の管理栄養士に報告し、受託者が非常用食品を

必ず献立に組み入れること。 
  （４）その他 内訳は別紙４のとおり。 
 
17. 食材等の確認 
    受託者は、食材等の納品の状況並びに品質について確認のうえ、検収簿に記録

し、当該施設の管理栄養士に提出すること。 
 
18. 食器洗浄・消毒作業 
    受託者は、下膳した食器類を、食器ごと浸漬し、十分に洗浄及び消毒のうえ、

次の使用時まで清潔に保管すること。 
 
19. 衛生管理作業 
 （１）受託者は、使用する食事サービス施設及び設備等を常に清潔にし、定期的に

清掃するとともに、防鼠、防虫に万全を期すこと。 
  （２）冷凍庫、冷蔵庫及び食品庫は常に清潔に保つこと。 
 
20. 守秘義務   
（１） 受託者は、個人情報を受託した業務範囲のみで取り扱うこと。 
（２） 入所者・利用者等の個人情報の記載された書面は整理整頓し、漏洩・改ざ

ん等の事故のないよう取り扱うこと。 
（３） 食事箋の授受・管理・保管は、当該施設長･管理者が定めた場所・手順等に

従うこと。 
（４） 配膳車を使用して食事を提供する場合、食札の記載は氏名・食事形態・制

限・カロリーとすること。 
（５） 受託者は、個人情報にかかわる書面・データを当該施設の管理栄養士の指

示に従い作成すること。また、廃棄する場合においては、判別不能な状態

にして処理すること。 
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（６） 受託者は、受託者の従業員に個人情報に関し非公開の同意を得ること。ま

た、必要な教育をすること。 
 
21. 報告義務 
    受託者は、委託業務遂行に支障が生じたときは、直ちに適切な処置をとるとと

もに当該施設長・管理者に報告し、その指示に従うこと。 
 
22. 損害賠償 
    受託者は、委託業務の遂行にあたり委託者に損害を与えた場合は、損害賠償 
   の責任を負う。但し、委託者の責任に帰する場合はこの限りではない。 
 
23. 業務代行 
    受託者は、業務の全部または一部の遂行が困難となった場合の保証の為、予め

代行者として、社会福祉施設での給食調理業務を現に受託している者で当該給食

調理業務が遂行できる能力が担保され、受託者の業務を代行できる者を指定し、

委託者に届け出なければならない。 
 
24. 業務遂行上の注意事項 
  （１）入所者・利用者個々に対応したきめ細かな調理対応を行うとともに、当該施

設の管理栄養士の指示により食事変更や食止め等があった場合にも即応す

ること。 
  （２）受託者は、当該施設の管理栄養士と連絡を密にし、常に最良の状態での食事

提供を心掛けること。 
  （３）季節感、郷土感のある料理の提供をすること。 
  （４）受託者は、作業に必要な各種帳票類の保管・管理を行い関係官庁の調査等に

協力すること。 
  （５）入所者・利用者の状態や納入食材状況によりやむを得ず予定献立を変更する

場合には、使用食材等について、必ず受託者の栄養士が業務従事者に指示を

行うこと。また、その旨を当該施設の管理栄養士に報告すること。 
 
25. 業務の引き継ぎ（特別仕様書・桂葉９参照） 
    現給食業務委託契約受託者と今回の選考業者が相違した場合は、その給食業務

委託事業を円滑に行うため、新受託業者は受託開始日の少なくとも５０日前に現

給食業務委託契約受託者及び当該施設長・管理者並びに管理栄養士の立会いの下、

現給食業務契約受託者と新給食業務契約受託者が協力して引き継ぎを完了し、そ

の内容を記した引き継ぎ書を委託者に提出すること。また入所者・利用者等給食
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の適正な履行を確保するために、少なくとも３週間前から受託者の責任において、

給食調理に携わる受託責任者等を選任すること。 
 
26. その他 

（１） 不当廉売行為など、健全な商習慣に違反しないこと。 
（２） 本仕様書及び特別仕様書に記載のない事項については、両者誠意をもって

協議し決定すること。 
（３） 大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいて業務を行うこと。                                                                          


