
質 疑 回 答 書 

 

令和４年１１月１５日 

 特別養護老人ホーム磯子自然村給食委託業務に係る公募型プロポーザルの質疑について、次のとおり回答します。 

受付番号 区 分 ﾍﾟｰｼﾞ・見出し番号等 質疑内容 回  答 

１ 

見積書(様式 4) 

 

１．給食材料費 

 食数は、特養 140食+ショート 20食+検

食 1食+保存食 1食＝162食で良いか。 

 また、経管栄養等の入居者は存在する

か、ご教示願いたい。 

 お見込みのとおり、162食でお願いします。 

 経管栄養の入居者は、令和 4年 11月 15日現在、4

名が入居中です。 

※参 考 

 見積書は、162食で作成していただきますが、実際

の提供食数は、利用者数により変動いたします。 

 本年度の上半期に係る稼働率は、特養 95.8％、シ

ョート 59.1％です。 

２ 
２．人件費・管理費

等 

 1年分の人件費と管理費の合計金額を記

載すればよいか。 
お見込みのとおり。 

３ 
期間委託料合計（税

込） 

 期間とは、どの期間を指すか。 

 また、年間委託料合計（税抜き）に消費

税及び地方消費税 10％を乗せた金額を記

載すれば良いか。 

 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日です。 

期間委託料合計（税込）については、お見込みの

とおり。 

４ 

 特別養護老人

ホーム磯子自然

村給食委託業務

仕様書(別紙１) 

７．食事の開始・下

膳時間 

 朝食・昼食・おやつ・夕食全てに、食事

開始時間が 2回設定されているが、食事終

了時間の打ち間違いではないか。 

 4列目の食事開始時間は、下膳開始時間の打ち間違

いです。 

５ ９－(３)形態食 
 現在、提供されているソフト食は、既製

品か？手作りか？ 
 既製品を提供している。 

６ 
１２－(２)その他の

イベント食 

 お誕生日ケーキは、誕生日当日に本人だ

けに提供するのか、月１度お誕生日会の日

を設けて全員に提供するのかご教示願いた

い。 

 お誕生日当日、本人だけにおやつの時間帯に誕生

日ケーキを提供している。 



受付番号 区 分 ﾍﾟｰｼﾞ・見出し番号等 質疑内容 回  答 

７ 

 特別養護老人

ホーム磯子自然

村給食委託業務

仕様書(別紙１) 

１２．行事・イベン

ト食 

 行事・イベント食は、課金を行っている

か。 

 通常の食単価内での提供か、ご教示願い

たい。 

 年 2回開催している寿司イベント食とクリスマス

のケーキバイキングは、別途、実費の支払いを行っ

ているが、その他のイベント食については、食単価

内で提供している。 

 尚、食単価内で提供できない行事食等を提供する

場合には、委託者と受託者間で協議した金額を支払

うこととなる。 

８ 

１４．経費負担区分 

 施設内駐車場を借りることは可能か。 
 貸与することは困難であり、受託法人で従業者の

駐車場等は確保していただく必要がある。 

９ 
間接食材料費のお茶の提供方法等につい

て、ご教示願いたい。 

 受託者が用意したティーパックを 1日に 4回（食

事及びおやつ時）各ユニットに持参し、委託者がユ

ニットにおいてお茶を沸かして提供している。 

１０ 
 廃油について、1カ月あたりの処理費用

をご教示願いたい。 
 現在の受託法人の内部資料であり、提示は困難。 

１１ 
特別養護老人

ホーム磯子自然

村給食委託業務

プロポーザル実

施要綱 

７－(２)提出書類 

 提出部数は正本１部及び副本 6 部の計

７部としますとあるが、①から④のすべて

の提出物を 7部提出するのか。 

 お見込みのとおり。 

１２ 

９．プレゼンテーシ

ョンについて 

法人本部（高知県）での開催、またはテ

レビ会議システムを活用し開催するとある

が、現段階では未定ということか。 

プレゼンテーション参加法人が、選択で

きるのかご教示願いたい。 

 現時点では、プレゼンテーション参加法人に選択

していただくこととしているが、新型コロナウィル

ス感染症の蔓延状況等により、テレビ会議システム

の活用に限定する場合もあり得る。 

１３ 職員食の提供 
職員食の提供につい

て 

 職員食堂があるが、職員食を提供してい

ない理由があれば、ご教示願いたい。 

 特に理由はないが、法人の方針として提供してい

ない。 

１４ 

 特別養護老人

ホーム磯子自然

村給食委託業務

仕様書(別紙１) 

６．一日の提供食数

等（最大提供食数） 

 提供食数について、食種・食形態別の現

状の提供食数をご教示願いたい。 

 令和 4年 11月 14日現在での提供数は、常食 32

食・一口大 51食・きざみ食 37食・ソフト食 2食・

ミキサー食 16食の合計 138食です。 

但し、提供食数は稼働率により、食形態は利用者



受付番号 区 分 ﾍﾟｰｼﾞ・見出し番号等 質疑内容 回  答 

の入れ替わりや状態の変化に伴い増減する。（受付番

号 NO.1参照のこと。） 

１５ 

特別養護老人

ホーム磯子自然

村給食委託業務

仕様書(別紙１) 

１０．調理場書及び

配食等 

米飯は、各ユニットにて炊飯とされてい

るが、各ユニットにコメを渡す場合の時間

や方法はどのようになっているか。 

 朝食時に昼食分の、昼食時に夕食分の、夕食時に

朝食分の生米を受託業者がユニットに持参してい

る。 

１６ 
 米飯の食器の洗浄及び管理は、委託者か

受託者の何れが行うか、ご教示願いたい。 
 委託者が、各ユニットにおいて行う。 

１７ 
１２－(２)その他の

イベント 

 不定期で開催とあるが、現状での回数や

頻度について、ご教示願いたい。 
 月 1回程度、実施している。 

１８ １４．経費負担区分 

 検食及び保存食について、費用は委託者

側となっているが、請求できるという認識

で良いか。 

 お見込みのとおり。 

１９ 
お茶ゼリーにつ

いて 
お茶ゼリーについて 

 お茶ゼリーの提供はあるか。 

 ある場合、対象人数や提供方法（配下膳

方法）をご教示ください。 

 令和 4年 11月 14日現在、6名の利用者に提供して

いる。 

 厨房にて受託業者が 1日分を作成し、夕食時に対

象ユニットに持参している。 

２０ 

水分補給等につ

いて 

水分補給等について 

 お茶やお茶ゼリーの他、受託者が準備や

提供を行う水分補給等はあるか。 

 ある場合、時間や提供方法（配下膳方

法）をご教示ください。 

 受託者が準備した紅茶やコーヒーをユニットにお

いて委託者が作成し、提供している。 

２１ 
水分補給等の経費負

担区分について 

お茶やお茶ゼリー、その他の水分補給に

ついて、費用の負担は受託者になるのか。 

 

 お見込みのとおり。 

２２ 食材について 食材について 

 冷凍食品や調理事務食品の使用は可能

か。 

 可能な場合、現在の冷凍食品や調理済み

食品の使用頻度はどの程度か、ご教示願い

たい。 

 可能。 

 現在、毎朝食時に主菜か副菜に使用している。 



受付番号 区 分 ﾍﾟｰｼﾞ・見出し番号等 質疑内容 回  答 

２３ 
配属従業員につ

いて 
配属従業員について 

 責任者や有資格者の委託者における配置

基準、または配置希望人数はあるか。 

 また、責任者等で経験年数等の規定があ

る場合はご教示願いたい。 

 特別養護老人ホーム磯子自然村給食委託業務 仕様

書（別紙１）１９－(２)のとおり。 

２４ 

特別養護老人

ホーム磯子自然

村給食委託業務

プロポーザル実

施要綱 

５－(３)―⑧ 
使用食材がわかる献立表及び食事摂取基

準をいただきたい。 

 使用食材がわかる献立表については、現在の受託

法人の資料であり配布は困難。 

 食事摂取基準については、特別養護老人ホーム磯

子自然村給食委託業務プロポーザル実施要綱５－

(３)―⑧のとおり。 

２５ ６－(１)―※ 
 厨房内の見学をさせていただくことは可

能か。 

 特別養護老人ホーム磯子自然村給食委託業務プロ

ポーザル実施要綱６－(１)―※のとおり。 

 


