
立川市新学校給食共同調理場整備運営事業
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2 2 第1 2 ⑤ ⑤　食育機能の充実
新学校給食共同調理場に、映像で調理風景を見学できる食育機能を導入する
とともに、栄養士が調理員とともに学校訪問を行うなどの食に関する指導を行
う。

新学校給食共同調理場に、映像で調理風景を見学できる食育機能を導入する
とともに、本市の学校栄養職員等が事業者の栄養士や調理員とともに学校訪
問を行うなど、食に関する指導を充実する。

3 4 第1 3 (3) ③ ク ③　維持管理業務 ク　修繕業務　※ ク　修繕業務（修繕計画）　※

4 5 第1 3 (6) (6)　光熱水費の負担

維持管理業務及び運営業務の実施に係る光熱水費は、事業者が負担する。
ただし、市職員用事務室での使用分は、本市が負担する（サービス対価とは別
に、本市が事業者に支払う。）。事業者は、環境負荷低減に寄与する事業とす
るため、できる限り光熱水費の削減を図るように業務を実施すること。

維持管理業務及び運営業務の実施に係る光熱水費は、事業者が負担する。
ただし、市職員用事務室等での使用分は、本市が負担する（サービス対価とは
別に、本市が事業者に支払う。）。事業者は、環境負荷低減に寄与する事業と
するため、できる限り光熱水費の削減を図るように業務を実施すること。

目次

資料1　用語の定義
資料2　事業予定地位置図
資料3　立川飛行場の航空法に係る物件の高さ制限
資料4　事業予定地測量図
資料5　事業予定地舗装状況等
資料6　樹木伐採量
資料7　事業予定地接続道路道路台帳平面図
資料8　事業予定地インフラ現況図
資料9　児童・生徒数の推移
資料10　新学校給食共同調理場の想定献立
資料11　必要諸室リスト
資料12　一般エリア什器・備品等リスト（市及び一般用)
資料13　食器・食缶等リスト
資料14　立川市情報セキュリティ対策基準　～概要版～
資料15　食品検収表
資料16　手作り給食レシピ
資料17　スチームコンベクションオーブン仕様
資料18　厨房機器リスト
資料19　小学校配膳車仕様
資料20　小学校配膳台仕様
資料21　中学校エレベーターの設置状況
資料22　学校給食の再開に向けて
資料23　災害時対応機能について
資料24　立川市学校給食における食物アレルギー対応方針
資料25　食物アレルギー対応人数
資料26　現学校給食共同調理場食物アレルギー対応実績
資料27　給食配送・回収先学校一覧
資料28　立川市学校給食衛生管理基準
資料29　配送校施設台帳
資料30　配膳業務の概要（想定例）
資料31　配膳室基本設備
資料32　現学校給食共同調理場残滓・廃油量
資料33　食に関する指導及び取り組み実施一覧
資料34　試食会の実績データ

資料1　用語の定義
資料2　事業予定地位置図
資料3　陸上自衛隊立川駐屯地航空制限
資料4　事業予定地測量図
資料5　樹木伐採量
資料6　事業予定地接続道路道路台帳平面図
資料7　事業予定地インフラ現況図
資料8　児童・生徒数の推移
資料9　新学校給食共同調理場の想定献立
資料10　必要諸室リスト
資料11　一般エリア什器・備品等リスト（市及び一般用)
資料12　食器・食缶等リスト
資料13　食品検収表
資料14　手作り給食レシピ
資料15　厨房機器リスト
資料16　小学校配膳車仕様
資料17　中学校エレベーターの設置状況
資料18　学校給食の再開に向けて
資料19　災害時対応機能について
資料20　立川市学校給食における食物アレルギー対応方針
資料21　食物アレルギー対応食数
資料22　現学校給食共同調理場食物アレルギー対応実績
資料23　給食配送・回収先学校一覧
資料24　立川市学校給食衛生管理基準
資料25　配送校施設台帳
資料26　配膳業務の概要（想定例）
資料27　現学校給食共同調理場残滓・廃油量
資料28　食に関する指導及び取り組み実施一覧
資料29　試食会の実績データ

1



立川市新学校給食共同調理場整備運営事業
要求水準書　新旧対照表

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ① ア (ア) a 項目等
修正前

（要求水準書（案））
修正後

（要求水準書）

5 6 第1 5 ５　遵守すべき法制度等

また、本市以外の定める関連する要綱・基準等（ 新版）についても、原則とし
て適用すること。ただし、関連要綱・基準等によりがたい場合は、事業者が性
能等の証明を行うことを条件として、本市と協議することができるものとする。
なお、本市以外の定める関係要綱・基準等は、①都、②国、③その他の順に
適用することとし、疑義がある場合には、事前に本市と協議することとする。

また、本市以外の定める関連する要綱・基準等（ 新版）についても、原則とし
て適用すること。ただし、関連する要綱・基準等によりがたい場合は、事業者が
性能等の証明を行うことを条件として、本市と協議することができるものとす
る。なお、本市以外の定める関連する要綱・基準等は、①東京都、②国、③そ
の他の順に適用することとし、疑義がある場合には、事前に本市と協議するこ
ととする。

6 11 第1 6 (1) ① ①　立地条件 所在地：立川市泉町1156-15のうち 所在地：立川市泉町1156番15のうち

7 11 第1 6 (1) ① ①　立地条件
土地所有者：※事業予定地は、現在国有地であるため、本市は、その取得に
関して財務省関東財務局に取得要望書を提出している。

土地所有者：※事業予定地は、現在国有地であるが、工事着手予定日までに
本市が取得することを予定している。

8 11 第1 6 (1) ① ①　立地条件
その他：・敷地南側には広域防災基地・陸上自衛隊立川駐屯地があり、航空
障害物制限区域下にある。
「資料3　陸上自衛隊立川駐屯地航空制限」

その他：・敷地南側には広域防災基地・陸上自衛隊立川駐屯地があり、立川
飛行場の航空法に係る物件の高さ制限区域に該当する。
「資料3　立川飛行場の航空法に係る物件の高さ制限」

9 11 第1 6 (1) ② ②　敷地条件 敷地面積、形状：約12,000.01㎡ 敷地面積、形状：12,000.01㎡

10 11 第1 6 (1) ② ②　敷地条件
概況等：・事業予定地は、現在、樹林地、草地、舗装地により構成されている。
また、北側市道との境界部は、財務省財産のフェンスにより区画されている。

概況等：・事業予定地は、現在、樹林地、草地、舗装地により構成されている。
また、北側市道との境界部は、財務省財産のフェンスにより区画されている。
参考に、事業予定地の舗装状況等を「資料5　事業予定地舗装状況等」に示
す。

11 11 第1 6 (1) ② ②　敷地条件
地質及び地盤：本施設整備に必要な調査は、事業者が行うこと。
隣接する現学校給食共同調理場敷地における地盤調査資料を参考に示す
（「参考資料1　現学校給食共同調理場地盤調査資料」）。

地質及び地盤：本施設整備に必要な調査は、事業者において行うこと。
隣接する現学校給食共同調理場敷地における地盤調査資料を参考に示す
（「参考資料1　現学校給食共同調理場地盤調査資料」）。

12 12 第1 6 (1) ② ②　敷地条件
土壌状況：今後、本市が必要な土壌汚染対策工事を実施する。
隣接する現学校給食共同調理場敷地における土壌汚染状況調査報告書を参
考に示す（「参考資料2　土壌汚染状況調査報告書」）。

土壌状況：今後、本市において必要な土壌汚染対策工事を実施する。
隣接する現学校給食共同調理場敷地における土壌汚染状況調査報告書を参
考に示す（「参考資料2　土壌汚染状況調査報告書」）。

13 12 第1 6 (1) ② ②　敷地条件 不発弾調査：今後、本市が実施予定である。
不発弾調査：今後、本市において現況地盤面より-1.5mまでの水平探査を実施
予定である。事業者は、基礎工事の施工等に伴う安全性確保のため、必要に
応じて追加の調査を行うこと。

14 12 第1 6 (1) ② ②　敷地条件
地下埋設物・埋蔵文化財調査：令和2年度中に国において地下埋設物調査を
実施予定である。
埋蔵文化財調査は、令和3年度中に本市が実施予定である。

地下埋設物・埋蔵文化財調査：令和2年度中に国において地下埋設物調査を
実施予定である。
令和3年度中に本市が埋蔵文化財調査を実施予定である。

15 12 第1 6 (1) ② ②　敷地条件
敷地内樹木：敷地内の樹木は、令和3年度前半に本市が伐採予定である。伐
採予定の樹木量を参考に示す（「資料5　樹木伐採量」）。
なお、伐根は、事業者が行うこと。

敷地内樹木：敷地内の樹木は、令和3年度前半に本市が伐採予定である。伐
採予定の樹木量を参考に示す（「資料6　樹木伐採量」）。
伐根は、本市が行う土壌汚染対策工事及び国が行う地下埋設物調査の範囲
（事業契約締結後に示す）を除く部分について、事業者が行うこと。



立川市新学校給食共同調理場整備運営事業
要求水準書　新旧対照表

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ① ア (ア) a 項目等
修正前

（要求水準書（案））
修正後

（要求水準書）

16 12 第1 6 (1) ② ②　敷地条件 接道条件：「資料6　事業予定地接続道路道路台帳平面図」 接道条件：「資料7　事業予定地接続道路道路台帳平面図」

17 12 第1 6 (1) ② ②　敷地条件 インフラ整備状況：「資料7　事業予定地インフラ現況図」 インフラ整備状況：「資料8　事業予定地インフラ現況図」

18 13 第1 6 (1) ④ ④　提供食数と調理能力

児童・生徒数の将来推計、職員数等の調査結果を踏まえた上で、厨房機器の
余裕を勘案し、本施設における提供食数は１日あたり 大8,500食とし、2献立
（小学校1献立、中学校1献立）の給食を提供することとする。
1献立につき、主食と副食3品を基本とし、炊飯を実施しない献立の場合は4品
となる場合もある。また、食物アレルギー対応食は、1日あたり 大100食とす
る。

児童・生徒数の将来推計、職員数等の調査結果を踏まえた上で、厨房機器の
余裕等を勘案し、本施設における提供食数は１日あたり 大8,500食とし、2献
立（小学校1献立、中学校1献立）の給食を提供することとする。
1献立につき、主食と副食3品を基本とし、炊飯を実施しない献立の場合は4品
となる場合もある。また、食物アレルギー対応食は、1日あたり 大4メニュー
（献立における１品）150品（提供する数量）とする。

19 13 第1 6 (1) ④ ④　提供食数と調理能力 ―

20 15 第1 6 (3) ① ①　児童・生徒数、学級数
令和2年5月1日時点の配送校における児童・生徒数を表 3、学級数を表 4に示
す。小学校3,546人、中学校3,776人である。今後の児童・生徒数の見込みにつ
いては、「資料8　児童・生徒数の推移」に示す。

令和2年5月1日時点の配送校における児童・生徒数を表 3、学級数を表 4に示
す。小学校3,546人、中学校3,776人である。今後の児童・生徒数の見込みにつ
いては、「資料9　児童・生徒数の推移」に示す。

21 18 第1 6 (5) (5)　献立作成・食材調達
本施設で調理する給食の献立（食物アレルギー対応食を含む。）は、本市の学
校栄養職員等が作成する。食材は、献立に基づき本市が調達する（「資料9
新学校給食共同調理場の想定献立」参照）。

本施設で調理する給食の献立（食物アレルギー対応食を含む。）は、本市の学
校栄養職員等が作成する。食材は、献立に基づき本市が調達する（「資料10
新学校給食共同調理場の想定献立」参照）。

22 19 第2 1 (1) ① ①　全体配置
事業予定地の周辺が、陸上自衛隊立川駐屯地、国営昭和記念公園、道路を
挟んで北側は住宅地であることを考慮した配置計画とすること。

事業予定地の周辺が、広域防災基地・陸上自衛隊立川駐屯地、国営昭和記
念公園、道路を挟んで北側は住宅地であることを考慮した配置計画とするこ
と。
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23 19 第2 1 (1) ① (イ) ①　全体配置 (ｲ)　陸上自衛隊立川駐屯地の航空障害となる建物配置を避けること。

(ｲ)　事業予定地が立川飛行場の航空法に係る物件の高さ制限（「資料3　立川
飛行場の航空法に係る物件の高さ制限」参照）区域に該当することに留意し、
航空障害となる建物配置を避け、高さ制限の範囲内となるよう本施設を設計
すること。

24 19 第2 1 (1) ① (ウ) ①　全体配置 (ｳ)　陸上自衛隊立川駐屯地側には、高い建物や樹木等を隣接させないこと。
(ｳ)　広域防災基地・陸上自衛隊立川駐屯地側には、高い建物や樹木等を隣
接させないこと。

25 19 第2 1 (1) ① (ク) ①　全体配置
(ｸ)　本施設を介して、陸上自衛隊立川駐屯地への不審者侵入や飛散物越境
などが起きないように、施設配置や外構を計画すること。

(ｸ)　本施設を介して、広域防災基地・陸上自衛隊立川駐屯地への不審者侵入
や飛散物越境などが起きないように、施設配置や外構を計画すること。

26 21 第2 1 (1) ③ ア ア　必要諸室
本事業に必要な諸室は、「資料10　必要諸室リスト」のとおりとし、全体のバラ
ンスや共用部分の計画等については、事業者の創意工夫による提案を期待す
る。

本事業に必要な諸室は、「資料11　必要諸室リスト」のとおりとし、全体のバラ
ンスや共用部分の計画等については、事業者の創意工夫による提案を期待す
る。

27 21 第2 1 (1) ③ イ イ　什器・備品等
什器・備品等は、「資料11　一般エリア什器・備品等リスト（市及び一般用）」及
び「資料12　食器・食缶等リスト」に基づき、国等による環境物品等の調達の推
進等に関する法律（グリーン購入法）に則って調達・配置すること。

什器・備品等は、「資料12　一般エリア什器・備品等リスト（市及び一般用）」及
び「資料13　食器・食缶等リスト」に基づき、国等による環境物品等の調達の推
進等に関する法律（グリーン購入法）に則って調達・配置すること。

28 22 第2 1 (1) ④ ｊ ④　仕上計画
j　調理エリアの扉は、耐水性、防錆性、耐久性に配慮し、ステンレス製の鋼製
建具とすること。

j　調理エリアの扉は、耐久性・耐水性があり、腐食に強く、錆びにくいステンレ
ス製の鋼製建具とすること。

29 22 第2 1 (1) ④ k ④　仕上計画
k　調理エリアの壁は、台車等による破損防止に配慮して、必要な箇所に必要
な高さまでステンレス（SUS304）張りとすること。

k　調理エリアの壁は、台車等による破損防止に配慮し、必要な箇所に必要な
高さまで、耐久性・耐水性があり、腐食に強く、錆びにくいステンレス張りとする
こと。

30 26 第2 1 (4) ① ウ f
ウ　電話・テレビ受信・情
報通信設備

f　市職員用事務室及び会議室において、インターネットの閲覧やLGWANの利
用等が可能となるよう、必要となるLGWAN引込設備の設置、有線LANの導
入、情報コンセントの整備、配管配線工事等を行うこと。なお、本市本庁舎の
情報通信環境との整合や必要な機器等について、本市情報推進課と事前に
調整し、その指示に従って整備すること。

f　市職員用事務室及び会議室において、インターネットの閲覧やLGWANの利
用等が可能となるよう、必要となるLGWAN引込設備の設置、有線LANの導
入、情報コンセントの整備、配管配線工事等を行うこと。また、本市本庁舎の
情報通信環境との整合や必要な機器等について、本市情報推進課と事前に
調整し、その指示に従って整備すること。なお、事業者は、「資料14　立川市情
報セキュリティ対策基準　～概要版～」に基づき、市職員に準じて情報セキュリ
ティポリシーを遵守すること。

31 30 第2 1 (4) ④ カ c カ　その他

c　作業モニタリングを目的とし、調理エリア内の主要な諸室において作業状況
を確認できる位置にカメラの設置を行い、事務室にモニターを設置すること。な
お、モニターは、市職員用事務室においても、映像の切り替え等ができるよう
にすること。

c　作業モニタリングを目的とし、調理エリア内の主要な諸室において作業状況
を確認できる位置にカメラを設置し、市職員用事務室及び事業者用事務室に
モニターを設置すること。なお、モニターは、市職員用事務室においても、映像
の切り替え等ができるようにすること。

32 30 第2 1 (5) ① a ①　上水道
a　事業予定地北側市道の北側歩道下の給水本管（φ300）より引き込むこと
（「資料7　事業予定地インフラ現況図」参照）。上水接続計画については、事業
者の提案による。

a　事業予定地北側市道の北側歩道下の給水本管（φ300）より引き込むこと
（「資料8　事業予定地インフラ現況図」参照）。上水接続計画については、事業
者の提案による。

33 33 第2 2 (1) ① ア n

ア　荷受室、検収室、米
庫・洗米室、野菜類下処
理室、魚肉類下処理室、
卵処理室、食品庫・計量
室、手作り準備室、冷蔵
室・冷凍室

n　食品庫は、缶詰・調味料等を保存する室とし、納入サイクルを考慮した保管
スペースを確保し、冷蔵庫・冷凍庫を設けること。参考に、現学校給食共同調
理場の検収記録簿を「資料13　食品検収表」として示す。

n　食品庫は、缶詰・調味料等を保存する室とし、納入サイクルを考慮した保管
スペースを確保し、冷蔵庫・冷凍庫を設けること。参考に、現学校給食共同調
理場の検収記録簿を「資料15　食品検収表」として示す。
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34 33 第2 2 (1) ① ア q

ア　荷受室、検収室、米
庫・洗米室、野菜類下処
理室、魚肉類下処理室、
卵処理室、食品庫・計量
室、手作り準備室、冷蔵
室・冷凍室

q　手作り準備室は、「資料14　手作り給食レシピ」に示すメニューの調理が可
能となるよう、十分な作業スペースを確保するとともに、調理員の円滑な作業
動線を確保すること。

q　手作り準備室は、「資料16　手作り給食レシピ」に示すメニューの調理が可
能となるよう、十分な作業スペースを確保するとともに、調理員の円滑な作業
動線を確保すること。

35 34 第2 2 (1) ② ア f

ア　調理室（上処理調理
室、煮炊き調理室、揚物・
焼物調理室、和え物調理
室、食物アレルギー対応
食専用室、炊飯室）

f　上処理調理室には、ハンバーグ等の手作りを想定して、必要なスペースを
設け、下拵え用の釜（低輻射ガス釜）を１台設置すること。

f　上処理調理室には、グラタン・ピザトースト等の手作りを想定して、必要なス
ペースを設け、下拵え用の釜（低輻射ガス釜）を1台設置すること。

36 35 第2 2 (1) ② ア j

ア　調理室（上処理調理
室、煮炊き調理室、揚物・
焼物調理室、和え物調理
室、食物アレルギー対応
食専用室、炊飯室）

j　食物アレルギー対応食専用室は、食材や作業の動線に留意し、通常食との
混入、誤配が起こらないよう十分配慮するとともに、きめ細かで柔軟な対応が
可能なよう工夫すること。また、 大100食／日の調理に対応する厨房機器・
調理器具等を適切に設置すること。

j　食物アレルギー対応食専用室は、食材や作業の動線に留意し、通常食との
混入、誤配が起こらないよう十分配慮するとともに、きめ細かで柔軟な対応が
可能なよう工夫すること。

37 35 第2 2 (1) ② ア k

ア　調理室（上処理調理
室、煮炊き調理室、揚物・
焼物調理室、和え物調理
室、食物アレルギー対応
食専用室、炊飯室）

―
k　食物アレルギー対応食専用室に1日あたり 大4メニュー150品の調理に対
応できる厨房機器・調理器具等を適切に設置すること。

38 35 第2 2 (1) ② ア l

ア　調理室（上処理調理
室、煮炊き調理室、揚物・
焼物調理室、和え物調理
室、食物アレルギー対応
食専用室、炊飯室）

―
l　食物アレルギー対応食専用室は、食材等の動線が交差しないように留意し
たうえで、4つの区画を設けること。

39 36 第2 2 (1) ④ ア g
ア　市職員用（事務室、更
衣室、トイレ）、市倉庫

g　市職員用事務室に近接して、25㎡程度の本市用の倉庫を設けること。 g　市職員用事務室に近接して、50㎡程度の本市用の倉庫を設けること。

40 37 第2 2 (1) ④ エ b エ　調理実習室 ―

b　本市が調達・設置するスチームコンベクションオーブンを設置するためのス
ペースを確保するとともに、使用に必要となるフード等の換気設備等を整備す
ること。参考に、設置予定のスチームコンベクションオーブンの仕様を「資料17
スチームコンベクションオーブン仕様」に示す。

41 37 第2 2 (1) ④ カ カ　作業室

カ　作業室
a　機械技師（本市職員）が溶接、その他の作業をすることを想定した80㎡程度
の作業室を設置すること。
b　間口1800mm以上の出入口を設け、建物外部に面していること。
c　200Vの電源を設置すること。また、空調設備を設けること。

―

42 39 第2 2 (1) ⑦ イ d イ　門扉、フェンス等
d　陸上自衛隊立川駐屯地への不審者などの侵入を防止できるよう配慮を行う
こと。

d　広域防災基地・陸上自衛隊立川駐屯地への不審者などの侵入を防止でき
るよう配慮を行うこと。
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43 39 第3 3 (2) ⑦ ウ a ウ　駐車場
駐車場は、本市職員、来客用として10台程度（車椅子利用者用駐車場を含む）
を確保すること

駐車場は、本市職員及び来客用として、事業者用とスペースを分けて10台程
度（車椅子利用者用駐車場を含む）を確保すること

44 41 第2 2 (2) (2)　厨房機器設計

本事業を実施するために必要な厨房機器を計画すること。
本市は、地元産食材を積極的に使用するとともに、冷凍食品等の加工食品を
できる限り使用しない手作り給食を目指している（「資料14　手作り給食レシピ」
参照）。本市が想定する手作り給食を実現させるための厨房機器を提案するこ
と。なお、「資料15　厨房機器リスト」は、提案の参考として示したものであり、
機器の種類、メーカー等を指定するものではない。事業者により独自に厨房機
器を提案すること。
厨房機器等の検討に際しては、HACCPに準拠した衛生管理により、食材の搬
入から調理済食品の配送までの安全衛生管理が徹底できるよう、次の点に留
意しながら、また、機器毎に必要なメンテナンスの頻度、費用を考慮して、厨房
機器の規格及び仕様について計画すること。

本事業を実施するために必要な厨房機器を計画すること。
本市は、地元産食材を積極的に使用するとともに、冷凍食品等の加工食品を
できる限り使用しない手作り給食を目指している（「資料16　手作り給食レシピ」
参照）。本市が想定する手作り給食を実現させるための厨房機器を提案するこ
と。なお、「資料18　厨房機器リスト」は、提案の参考として示したものであり、
機器の種類、メーカー等を指定するものではない。事業者により独自に厨房機
器を提案すること。
厨房機器等の検討に際しては、HACCPに準拠した衛生管理により、食材の搬
入から調理済食品の配送までの安全衛生管理が徹底できるよう、次の点に留
意しながら、また、機器毎に必要なメンテナンスの頻度、費用を考慮して、厨房
機器の規格及び仕様について計画すること。

45 41 第2 2 (2) ① ア (ア) a (ｱ)　テーブル類甲板
a　耐水性があり、腐食に強く、錆びにくいステンレス板（SUS304）を使用するこ
と（以下、板金類については、共通仕様とする。）。

a　耐水性があり、腐食に強く、錆びにくいステンレス板を使用すること（以下、
板金類については、共通仕様とする。）。

46 42 第2 2 (2) ① ア (カ) b (ｶ)　コンテナ

b　中学校コンテナは、各学校のエレベーターに積載可能とし（「資料17　中学
校エレベーターの設置状況」参照）、かつ、食器・食缶等を混載し、2学級分を
積み込むことが可能な大きさとすること。なお、各校の特別支援学級のコンテ
ナは1台を想定している。

b　中学校コンテナは、各学校のエレベーターに積載可能とし（「資料21　中学
校エレベーターの設置状況」参照）、かつ、食器・食缶等を混載し、2学級分を
積み込むことが可能な大きさとすること。なお、各校の特別支援学級のコンテ
ナは1台を想定している。

47 43 第2 2 (2) ② イ イ　温度管理システム イ　厨房温度管理システム イ　温度管理システム

48 43 第2 2 (2) ② イ a イ　温度管理システム

a　厨房機器、保管機器の温度、室内温湿度などを監視及び記録できる調理温
度管理システムを設置すること。また、調理温度及び保管温度に異常がある
場合には、事業者用事務室に異常が通知されるとともに市職員用事務室でも
確認ができるシステムとすること。室内温湿度の計測箇所は、給食エリア各諸
室に複数箇所設けること。

a　冷蔵庫・冷凍庫及び消毒保管庫の温度、調理エリア各諸室の温湿度を監視
及び記録できる温度管理システムを設置すること。また、調理温度及び保管温
度に異常がある場合には、事業者用事務室に異常が通知されるとともに市職
員用事務室でも確認ができるシステムとすること。

49 47 第2 3 (2) (2)　業務期間

設計業務の期間は、本施設の引渡し日をもとに事業者が計画することとし、具
体的な設計期間については、事業者の提案に基づき、事業契約書に定めるも
のとする。
事業予定地は、現在国有地であるため、本市は、その取得に関して財務省関
東財務局に取得要望書を提出している。事業者は、本市が円滑に事業予定地
を取得できるよう、令和3年12月までに本施設の延床面積を確定させるなど、
必要な書類作成等に全面的に協力すること。
事業者は、関係機関と十分協議した上で、事業全体に支障のないよう設計ス
ケジュールを調整し、本業務を円滑に推進するよう設計業務期間を設定するこ
と。なお、関係機関との協議内容は、書面で本市に報告すること。

設計業務の期間は、本施設の引渡し日をもとに事業者が計画することとし、具
体的な設計期間については、事業者の提案に基づき、事業契約書に定めるも
のとする。
事業予定地は、現在国有地であるが、工事着手予定日までに本市が取得する
ことを予定している。事業者は、本市が円滑に事業予定地を取得できるよう、
令和3年12月までに本施設の延床面積を確定させるなど、必要な書類作成等
に全面的に協力すること。
事業者は、関係機関と十分協議した上で、事業全体に支障のないよう設計ス
ケジュールを調整し、本業務を円滑に推進するよう設計業務期間を設定するこ
と。なお、関係機関との協議内容は、書面で本市に報告すること。

50 51 第3 3 (2) b (2)　業務遂行上の留意点
b　設計業務の管理技術者と工事監理者が異なる場合は、十分に設計意図の
伝達を行うこと。

b　設計業務の管理技術者から工事監理者に対し、十分に設計意図の伝達を
行うこと。
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51 51 第3 3 (2) f (2)　業務遂行上の留意点

f　陸上自衛隊立川駐屯地の航空制限（「資料3　陸上自衛隊立川駐屯地航空
制限」参照）に十分留意し、工事に使用するクレーンは必要 小限の大きさの
ものとするとともに、障害灯を設置すること。なお、クレーン使用時には、陸上
自衛隊立川駐屯地へのノータム申請が必要となるため、事業者は早期に調整
を行うなど、航空に支障のないよう 大限配慮しながら工事を行うこと。

f　立川飛行場の航空法に係る物件の高さ制限（「資料3　立川飛行場の航空
法に係る物件の高さ制限」参照）に留意し、航空に支障のないよう、高さ制限
の範囲内で建設・工事を行うこと。

52 51 第3 3 (3) ② e
②　近隣調査・準備調査
等

―

e　設計期間中の令和3年7月及び10月に各1回、事業予定地と北側市道の境
界部に設置されているフェンスに沿って、フェンスから内側（南側）に向かって
幅4ｍの範囲の草刈りを行うこと。なお、実施時期や方法については、事前に
市と協議すること。

53 53 第3 3 (5) ① d ①　建設工事
d　陸上自衛隊立川駐屯地へのノータム申請が必要となるため、陸上自衛隊と
協議を行い、航空に支障のないよう 大限配慮したうえで、滞りなく手続きを行
うこと。

d　立川飛行場の航空法に係る物件の高さ制限に留意し、適宜、陸上自衛隊と
協議を行い、航空に支障のないよう 大限配慮したうえで、滞りなく建設工事
を進めること。なお、事業予定地における高さ制限は、航空法第49条ただし書
きの「進入表面又は転移表面に係るもの」に該当するため、いわゆるノータム
申請を行うことはできない。

54 53 第3 3 (5) ② (イ)
②　建設工事における本
市の中間確認

(ｲ)　中間確認は、本市で確認した設計図書、要求水準書との照合により実施
するものとする。

(ｲ)　中間確認は、本市で確認した設計図書、要求水準書等との照合により実
施するものとする。

55 54 第3 3 (5) ③ f ③　近隣対応・対策業務
f　敷地南側の境界部は、下水道用地を挟み、陸上自衛隊立川駐屯地と隣接
する。陸上自衛隊立川駐屯地の財産物に支障を与えないように配慮すること。
万が一、支障を与えた場合には、即時に本市に報告を行うこと。

f　敷地南側の境界部は、下水道用地を挟み、広域防災基地・陸上自衛隊立川
駐屯地と隣接する。広域防災基地・陸上自衛隊立川駐屯地の財産物に支障を
与えないように配慮すること。万が一、支障を与えた場合には、即時に本市に
報告を行うこと。

56 54 第3 3 (5) ⑤ b
⑤　什器・備品等の調達
及び設置業務

b　提案の参考として、「資料11　一般エリア什器・備品等リスト（市及び一般
用）」に示す。什器・備品等の仕様は、事業者の提案により決定する。なお、本
リストに掲げる什器・備品等の品目は必須であるが、仕様についてはあくまで
も提案の参考として示したものである。そのため、一切のメーカー等を指定す
るものではなく、当該リストに示した仕様以外の什器・備品等についても、提案
を妨げるものではない。

b　提案の参考として、「資料12　一般エリア什器・備品等リスト（市及び一般
用）」に示す。什器・備品等の仕様は、事業者の提案により決定する。なお、本
リストに掲げる什器・備品等の品目は必須であるが、仕様についてはあくまで
も提案の参考として示したものである。そのため、一切のメーカー等を指定す
るものではなく、当該リストに示した仕様以外の什器・備品等についても、提案
を妨げるものではない。

57 55 第3 3 (5) ⑥ a
⑥　食器・食缶等の調達
業務

a　「資料12　食器・食缶等リスト」を参考として、本事業を実施するために必要
な食器・食缶等を調達すること。

a　「資料13　食器・食缶等リスト」を参考として、本事業を実施するために必要
な食器・食缶等を調達すること。

58 55 第3 3 (5) ⑥ b
⑥　食器・食缶等の調達
業務

b　食器・食缶等は、安全性や耐久性を有し、衛生的で児童・生徒が使いやす
いものを新規に調達する。

b　食器・食缶等は、安全性や耐久性を有し、衛生的で児童・生徒が使いやす
いものを新規に調達すること。

59 55 第3 3 (5) ⑥
g,
h

⑥　食器・食缶等の調達
業務

g　小学校のうち、第二、第三、第四小学校については、給食を配膳室から教
室及び職員室まで運搬する配膳車、教室での給食の盛付に使用する配膳台
を調達すること。

g　第二、第三、第四小学校については、給食を配膳室から教室及び職員室ま
で運搬する配膳車を調達すること。
h　第一、第二、第三、第四小学校については、教室での給食の盛付に使用す
る配膳台を調達すること。

60 55 第3 3 (5) ⑥ j
⑥　食器・食缶等の調達
業務

i　第二、第三、第四小学校の配膳車は、間口1080mm、奥行660mm、高さ
750mmとし、現学校給食共同調理場の対象校で使用している規格と同一とす
ること。参考に、現学校給食共同調理場の配膳車の仕様を「資料16　小学校
配膳車仕様」に示す。

j　第二、第三、第四小学校の配膳車は、間口1080mm、奥行660mm、高さ
750mmとし、現学校給食共同調理場の対象校で使用している規格と同等とす
ること。参考に、現学校給食共同調理場の配膳車の仕様を「資料19　小学校
配膳車仕様」に示す。



立川市新学校給食共同調理場整備運営事業
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61 55 第3 3 (5) ⑥ k
⑥　食器・食缶等の調達
業務

―

k　第一、第二、第三、第四小学校の配膳台は、間口2350mm、奥行450mm、高
さ647mmとし、現学校給食共同調理場の対象校で使用している規格と同等と
すること。参考に、現学校給食共同調理場の配膳台の仕様を「資料20　小学
校配膳台仕様」に示す。

62 56 第3 3 (5) ⑦ b ⑦　工事監理業務 b　本市への完了検査報告は、工事監理者が事業者を通じて行うこと。
b　工事監理者は、事業者を通じて、本市への工事監理業務の完了検査報告
を行うこと。

63 57 第3 3 (6) 完成時業務

事業者の自主完了検査及び本市の完成確認は、次の①　事業者による自主
完了検査　及び②　本市の完成確認　の規定に則して実施する。また、事業者
は、本市による完成確認後に、③　完成図書の提出　の規定に則して必要な
書類を本市に提出する。

事業者の自主完了検査及び本市の完成確認は、次の① 事業者による自主
完了検査 及び② 本市の完成確認 の規定に則して実施する。また、事業者
は、本市による完成確認後に、③ 完成図書の提出 の規定に則して必要な
書類を本市に提出すること。

64 58 第3 3 (6) ② b ②　本市の完成確認
b　完成確認は、本市が確認した設計図書との照合により実施するものとす
る。

b　完成確認は、本市が確認した設計図書、要求水準書等との照合により実施
するものとする。

65 58 第3 3 (6) ③ ③　完成図書の提出
事業者は、本市による完成確認の通知に必要な次の完成図書を提出するこ
と。また、これら図書の保管場所を本施設内に確保すること。なお、提出時の
体裁については、別途本市の指示するところによる。

事業者は、本市の完成確認に必要な次の完成図書を提出すること。また、こ
れら図書の保管場所を本施設内に確保すること。なお、提出時の体裁につい
ては、別途本市の指示するところによる。

66 59 第3 3 (6) ③ v ③　完成図書の提出
【完成時の提出書類】
v　鍵（鍵番号一覧表付きキーボックス入り）：　　　1部

―

67 60 第4 1 (1) (1)　業務の対象範囲
【対象業務】
・学校給食共同調理場：修繕業務※

【対象業務】
・学校給食共同調理場：修繕業務（修繕計画）※

68 61 第4 1 (6) (6)　業務報告書

事業者は、維持管理業務に係る月報、四半期報及び年報を業務報告書として
作成し、必要に応じて、各種記録、図面、法定の各種届出、許認可書及び設備
管理台帳等と合わせて本市に提出すること。また、四半期毎にモニタリング報
告書として、要求水準書及び事業提案書との整合性の確認結果報告書につい
ても提出すること。なお、これら一連の書類については、事業期間を通じて保
管・管理すること。

事業者は、維持管理業務に係る月報、四半期報及び年報を業務報告書として
作成し、必要に応じて、各種記録、図面、法定の各種届出、許認可書及び設備
管理台帳等と合わせて本市に提出すること。また、四半期毎にモニタリング報
告書として、要求水準書及び事業提案書との整合性についての確認結果報告
書を提出すること。なお、これら一連の書類については、事業期間を通じて保
管・管理すること。

69 70 第4 9 e ９　修繕業務（修繕計画）
e　大規模修繕については、事業者が作成する長期修繕計画の内容を踏ま
え、本市が直接実施するが、事業者は、事業期間中に大規模修繕が発生しな
いよう、計画的に修繕を行い、予防保全に努めること。

e　大規模修繕については、事業者が作成する長期修繕計画の内容を踏ま
え、本市が直接実施するが、事業者は、事業期間中に大規模修繕が発生しな
いよう、計画的に修繕を行い、予防保全に努めること。なお、本市は、事業期
間中はもとより、事業期間の終了後の5年間に大規模修繕や大規模な設備補
修、更新を行わずに本施設が必要な性能水準を満たすことを期待している。

70 70 第4 9 f ９　修繕業務（修繕計画）

f　事業期間の終了に伴い、すべての建築物、建築設備・厨房機器等の検査を
行い、その結果を提出し、長期修繕計画にも反映すること。主要構造部につい
ては、構造上有害な鉄骨の錆・傷等、接合部のボルトのゆるみ等、鉄筋コンク
リート部分の構造上有害なクラック等の検査を行い、検査において不備が認め
られた場合は、適宜修繕等を実施すること。

f　事業期間の終了に伴い、すべての建築物、建築設備・厨房機器等につい
て、供用開始から15年間の維持管理等の記録に基づき、経年劣化の進行度
等の検査を行い、その結果を踏まえて市と協議したうえで、長期修繕計画にも
反映すること。また、主要構造部については、構造上有害な鉄骨の錆・傷等、
接合部のボルトのゆるみ等、鉄筋コンクリート部分の構造上有害なクラック等
の検査を行い、検査において不備が認められた場合は、適宜修繕等を実施す
ること。
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71 71 第5 1 (1) (1)　業務の対象範囲

事業者は、運営業務仕様書、運営業務計画書、事業契約書、本要求水準書及
び入札時の提案内容に基づき、配送校に衛生的で安全な給食を適切な時間
に提供することができるよう、以下の内容の運営業務を実施すること。
本市では、地元産食材を積極的に使用するとともに、冷凍食品等の加工食品
をできる限り使用しない手作り給食を目指しており、温かくておいしい給食を提
供するために、調理・配送等運営業務全体を通じて、事業者の創意工夫を期
待している。なお、本市が想定する手作りする給食の献立例を、「資料14　手
作り給食レシピ」に示す。
運営業務に際して必要と考えられる消耗品は事業者の負担とし、その都度更
新すること。

事業者は、運営業務仕様書、運営業務計画書、事業契約書、本要求水準書及
び入札時の提案内容に基づき、配送校に衛生的で安全な給食を適切な時間
に提供することができるよう、以下の内容の運営業務を実施すること。
本市では、地元産食材を積極的に使用するとともに、冷凍食品等の加工食品
をできる限り使用しない手作り給食を目指しており、温かくておいしい給食を提
供するために、調理・配送等運営業務全体を通じて、事業者の創意工夫を期
待している。なお、本市が想定する手作りする給食の献立例を、「資料16　手
作り給食レシピ」に示す。
運営業務に際して必要と考えられる消耗品は事業者の負担とし、その都度更
新すること。

72 72 第5 1 (5) (5)　業務報告書

事業者は、運営業務に係る業務報告書を「月報」、「四半期報」及び「年報」とし
て作成し、必要に応じて、各種記録、図面、法定の各種届出、許認可書、出納
管理台帳等と合わせて本市に提出すること。また、「モニタリング報告書」とし
て要求水準書及び提案書との整合性についての「確認結果報告書」を提出す
ること。なお、これら一連の書類については、事業期間を通じて保管・管理する
こと。

事業者は、運営業務に係る月報、四半期報及び年報を業務報告書として作成
し、必要に応じて、各種記録、図面、法定の各種届出、許認可書、出納管理台
帳等と合わせて本市に提出すること。また、四半期毎にモニタリング報告書と
して要求水準書及び事業提案書との整合性についての確認結果報告書を提
出すること。なお、これら一連の書類については、事業期間を通じて保管・管理
すること。

73 75 第5 1 (7) ③ e
③　業務従事者の健康管
理

e　ノロウィルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された場合は、高感
度の検便検査においてノロウィルスを保有していないことが確認されるまでの
間、運営業務に従事させないこと。なお、本市におけるノロウィルスを中心とす
る感染症対策の参考として、「資料18　学校給食の再開に向けて　～立川市学
校給食共同調理場における食中毒再発防止対策～」を示す。

e　ノロウィルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された場合は、高感
度の検便検査においてノロウィルスを保有していないことが確認されるまでの
間、運営業務に従事させないこと。なお、本市におけるノロウィルスを中心とす
る感染症対策の参考として、「資料22　学校給食の再開に向けて　～立川市学
校給食共同調理場における食中毒再発防止対策～」を示す。

74 76 第5 1 (9) ② d
②　緊急時（急病・災害
等）の対応

d　災害時の対応として、本市と災害協定を締結し、施設運営に全面的に協力
すること。災害時協定の内容は、本市と事業者との協議によるが、本市では、
敷地内で屋外釜を使用したアルファ化米の調理を行うこと、本施設を一次避難
所（小・中学校）への災害支援物資提供を行う二次集積拠点として運営し、配
送車を活用することを計画している。なお、この際に生じた経費は、本市の負
担とする。災害時の本施設の役割は、「資料19　災害時対応機能について」を
参照したうえで、事業者の提案を期待する。

d　災害時の対応として、本市と災害協定を締結し、施設運営に全面的に協力
すること。災害時協定の内容は、本市と事業者との協議によるが、本市では、
敷地内で屋外釜を使用したアルファ化米の調理を行うこと、本施設を一次避難
所（小・中学校）への災害支援物資提供を行う二次集積拠点として運営し、配
送車を活用することを計画している。なお、この際に生じる経費は、本市の負
担とする。災害時の本施設の役割は、「資料23　災害時対応機能について」を
参照したうえで、事業者の提案を期待する。

75 76 第5 1 (9) ② e
②　緊急時（急病・災害
等）の対応

―

e　事業者は、台風、大雨等の警報発令時、火災、事故、作業員の怪我等の非
常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合に備えて、自主防災
組織を整備するとともに、本市並びに自主防災組織及び警察、消防等の関係
機関への連絡体制を整備すること。また、整備した自主防災組織及び連絡体
制が適切に機能するように、防災計画に基づき、防災訓練等を実施するものと
する。

76 79 第5 4 (１) (1)　業務遂行上の留意点
i　調理内容、給食時間又は調理数等に変更が生じた場合は、調理業務変更
指示書により学校栄養職員と協議し、給食調理業務を行うこと。

i　調理内容、給食時間又は調理数等に変更が生じた場合は、調理業務変更
指示書により本市の学校栄養職員と協議し、給食調理業務を行うこと。

77 80 第5 4 (5) c
(5)　揚物・焼物・蒸し物調
理

c　本市では、「資料14　手作り給食レシピ」に示す献立の手作りを予定してい
る。事業者において調理工程を提案し、学校栄養職員と協議の上、調理するこ
と。

c　本市では、「資料16　手作り給食レシピ」に示すメニューの手作りを予定して
いる。事業者において調理工程を提案し、学校栄養職員と協議の上、調理す
ること。
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78 81 第5 4 (9) a
(9)　食物アレルギー対応
食調理

a　本市は、「資料20　立川市学校給食における食物アレルギー対応方針」に
基づき、児童に食物アレルギー対応食を提供している。現学校給食共同調理
場における対応手順は、「資料20　立川市学校給食における食物アレルギー
対応方針」のうち、「食物アレルギー対応実施手順書（共同調理場校用）」を参
照すること。

a　本市は、「資料24　立川市学校給食における食物アレルギー対応方針」に
基づき、児童に食物アレルギー対応食を提供している。現学校給食共同調理
場における対応手順は、「資料24　立川市学校給食における食物アレルギー
対応方針」のうち、「食物アレルギー対応実施手順書（共同調理場校用）」を参
照すること。

79 81 第5 4 (9) b
(9)　食物アレルギー対応
食調理

b　食物アレルギー対応食数は、 大100食とする。参考に、小学校の食物アレ
ルギー対応食数（平成31年度）を「資料21　食物アレルギー対応食数」に示
す。

b　食物アレルギー対応食数は、1日あたり 大４メニュー150品とする。

80 81 第5 4 (9) d
(9)　食物アレルギー対応
食調理

d　本施設の食物アレルギー対応食調理において除去すべき食材は、卵、乳・
乳製品、いか、エビ、たこ、カニ、桃、パイナップル、りんご、たらこ、ごまを対象
とする。参考に、現学校給食共同調理場における食物アレルギー対応実績を
「資料22　現学校給食共同調理場食物アレルギー対応実績」に示す。

d　本施設の食物アレルギー対応食調理において除去すべき食材は、卵、乳・
乳製品、いか、エビ、たこ、カニ、桃、パイナップル、りんご、たらこ、ごまを対象
とする。参考に、小学校の食物アレルギー対応人数（平成31年度）を「資料25
食物アレルギー対応人数」に、現学校給食共同調理場における食物アレル
ギー対応実績を「資料26　現学校給食共同調理場食物アレルギー対応実績」
に示す。

81 81 第5 4 (9) f
(9)　食物アレルギー対応
食調理

―
f　除去すべき食材がないメニューについては、アレルギー対応をしない児童・
生徒と同様に、各調理室で調理した通常食を配送校において配膳する。

82 81 第5 4 (9) g
(9)　食物アレルギー対応
食調理

f　炊飯は、食物アレルギー対応食専用の炊飯器で調理すること。
g　アレルギー対応食として提供するメニューの炊飯は、食物アレルギー対応
食専用室に設置した専用の炊飯器で調理すること。

83 81 第5 4 (9) i
(9)　食物アレルギー対応
食調理

h　食物アレルギー対応食は、原材料と調理後の食品で保存食をとること。
i　食物アレルギー対応食は、原材料と調理後のメニューの両方について保存
食をとること。

84 82 第5 4 (10) a (10)　配缶 a　調理食品について、学校別、学級別に数量を確認し、配缶すること。 a　調理済食品について、学校別、学級別に数量を確認し、配缶すること。

85 82 第5 4 (11) b (11)　検食
b　給食として提供されるすべての食品について検食を実施し、異常のないこと
を確認した上で、検食を行った時刻、検食者の意見等の検食の結果を検食記
録簿に記録すること。

b　給食として提供されるすべてのメニューについて検食を実施し、異常のない
ことを確認した上で、検食を行った時刻、検食者の意見等の検食の結果を検
食記録簿に記録すること。

86 82 第5 5
５　給食配送・食器等回収
業務

事業者は、調理後2時間喫食を実現しつつ、衛生上の品質が低下しないよう配
送校（「資料23　給食配送・回収先学校一覧」参照）への配送・回収計画を作成
し、本市の承認を得ること。事業者は、当該配送・回収計画に応じて必要な配
送車を調達するとともに、配送校に本施設で調理した給食を配送し、児童・生
徒等が喫食した後、食缶、食器、残滓（直送搬入品(牛乳、パン、デザート等)を
含む）等を本施設へ速やかに回収すること。

事業者は、調理後2時間喫食を実現しつつ、衛生上の品質が低下しないよう配
送校（「資料27　給食配送・回収先学校一覧」参照）への配送・回収計画を作成
し、本市の承認を得ること。事業者は、当該配送・回収計画に応じて必要な配
送車を調達するとともに、配送校に本施設で調理した給食を配送し、児童・生
徒等が喫食した後、食缶、食器、残滓（直送搬入品(牛乳、パン、デザート等)を
含む）等を本施設へ速やかに回収すること。

87 82 第5 5 (1) a (1)　配送員について
a　配送員は、「資料24　立川市学校給食衛生管理基準」に基づき、調理員と同
等の健康管理を行うこと。

a　配送員は、「資料28　立川市学校給食衛生管理基準」に基づき、調理員と同
等の健康管理を行うこと。

88 83 第5 5 (2) b (2)　配送車の調達・整備

b　配送車の後部搬入口の開口部は、本施設の搬出入口の形状に合わせ、配
送校の荷下ろしに対応できるようパワーゲートを設置すること。また、配送校で
は、渡り廊下を通過する場合もあるため、配送車の高さに留意すること（「資料
23　給食配送・回収先学校一覧」参照。）。

b　配送車の後部搬入口の開口部は、本施設の搬出入口の形状に合わせ、配
送校の荷下ろしに対応できるようパワーゲートを設置すること。また、配送校で
は、渡り廊下を通過する場合もあるため、配送車の高さに留意すること（「資料
27　給食配送・回収先学校一覧」参照。）。
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89 83 第5 5 (2) c (2)　配送車の調達・整備
c　本市では、配送校の配膳室等の改修工事を令和3年度以降、順次実施す
る。各学校の状況は、「資料25　配送校施設台帳」を参照すること。

c　本市では、配送校の配膳室等の改修工事を令和3年度以降、順次実施す
る。各学校の状況は、「資料29　配送校施設台帳」を参照すること。

90 84 第5 5 (3) a
(3)　配送校への到着・回
収時間

a　配送校へは、「資料23　給食配送・回収先学校一覧」に示す給食準備開始
時刻を踏まえ、準備に必要な時間も考慮し、適切な時刻に到着すること。ま
た、給食終了後、各学校から食器・食缶、残滓等を速やかに本施設へ回収す
ること。

a　配送校へは、「資料27　給食配送・回収先学校一覧」に示す給食準備開始
時刻を踏まえ、準備に必要な時間も考慮し、適切な時刻に到着すること。ま
た、給食終了後は、配膳員の作業時間等も考慮し、適切な時刻に各学校に到
着し、食器・食缶、残滓等を速やかに本施設へ回収すること。

91 84 第5 5 (4) i (4)　その他
i　学校でノロウイルスが懸念される嘔吐が発生した場合は、「資料24　立川市
学校給食衛生管理基準」に基づき、学校職員が食器等の消毒処理を実施する
ため、翌日、配送車により当該食器等を回収すること。

i　学校でノロウイルスが懸念される嘔吐が発生した場合は、「資料28　立川市
学校給食衛生管理基準」に基づき、学校職員が食器等の消毒処理を実施する
ため、翌日、配送車により当該食器等を回収すること。

92 85 第5 6 (1) a (1)　配膳員について
a　配膳員は、「資料24　立川市学校給食衛生管理基準」に基づき、調理員と同
等の健康管理・衛生管理を行うこと。

a　配膳員は、「資料28　立川市学校給食衛生管理基準」に基づき、調理員と同
等の健康管理・衛生管理を行うこと。

93 85 第5 6 (2) (2)　配膳業務の流れ
事業者は、配膳業務として以下の事項を行うこと。なお、配膳業務の大まかな
流れを「資料26　配膳業務の概要（想定例）」に示す。具体的な作業工程は、配
送校を含めた本市との協議により決定する。

事業者は、配膳業務として以下の事項を行うこと。なお、配膳業務の大まかな
流れを「資料30　配膳業務の概要（想定例）」に示す。具体的な作業工程は、配
送校を含めた本市との協議により決定する。

94 86 第5 6 (2) ⑦ b ⑦　コンテナの回収 ―
b　牛乳パックは、未開封のものと空のものに分け、学校指定場所に集約する
こと。なお、飲み残しの牛乳は、配膳室で１つの食缶等にまとめ、空パックとし
て集約することを想定している。

95 86 第5 6 (4) d (4)　その他 ―
d　配送校の配膳室における基本的な設備について、「資料31　配膳室基本設
備」に示す。

96 87 第5 7 (2) d (2)　残滓処理
d　残滓等は、衛生管理面に十分配慮して集中管理し、事業者の責任において
適切に回収・処分すること。参考に、現学校給食共同調理場での残滓等処分
量を「資料27　現学校給食共同調理場残滓・廃油量」に示す。

d　残滓等は、衛生管理面に十分配慮して集中管理し、事業者の責任において
適切に回収・処分すること。参考に、現学校給食共同調理場での残滓等処分
量を「資料32　現学校給食共同調理場残滓・廃油量」に示す。

97 88 第5 8
８　食に関する指導の支
援

事業者は、本市が実施する食に関する指導の取組について、本市への情報提
供や資料作成支援、実施支援等を行うこと。
なお、現在の食に関する指導の取り組みは、「資料28　食に関する指導及び取
り組み実施一覧」に示す。

事業者は、本市が想定する以下の食に関する指導について、積極的に協力・
支援すること。参考に、本市における現在の食に関する指導の取組を、「資料
33　食に関する指導及び取り組み実施一覧」に示す。

98 88 第5 8 (1) (1)　献立作成支援

本市の献立作成（食物アレルギー対応食を含む。）にあたり、新しい食材、メ
ニュー、調理方法等についての助言・提案を行うこと。
献立の助言・提案に当たっては、事業者において食材調達を行い、調理エリア
内の厨房機器により試作を行い、実際の調理工程における検証を行うことが
望ましい。調理工程の検証方法については、事業者が提案すること。

本市の学校栄養職員等が行う献立作成（食物アレルギー対応食を含む。）に
ついて、残滓率の軽減（おいしい給食の提供）、地産地消や食育の推進などに
資するよう、本施設の厨房機器等を活かした新たな献立（食材、メニュー、調理
方法等）の開発に向けた助言・提案を行うこと。
なお、献立の助言・提案に当たっては、事業者において食材を調達したうえ
で、調理エリア内の厨房機器等により試作を行い、実際の調理工程における
検証を行うこととし、調理工程の検証方法については、事業者が提案するこ
と。
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99 88 第5 8 (2) (2)　学校訪問指導支援

本市では、学校栄養職員等が各学校を訪問し、給食時間等を活用して食に関
する指導を行っている。事業者は、この学校訪問に積極的に同行・参加し、児
童・生徒との交流や食育の機会をもち、献立に対する児童・生徒の感想などを
魅力あるおいしい給食づくりに役立てること。

本市では、学校栄養職員等が給食時間等に各学校を訪問し、食に関する指導
を行っている。実施回数や方法等については、事業実施年度ごとに配送校と
調整することとなるが、現時点では、「給食時間における訪問」として全校・月1
回程度、「授業時間における食教育支援指導」として全校・全クラス・年1回程
度を想定している。事業者は、この学校訪問に積極的に協力し、児童・生徒と
の交流や食育の機会をもち、献立に対する児童・生徒の感想などを把握し、魅
力あるおいしい給食づくりに役立てること。
事業者の参加頻度や支援内容については、事業者からの提案に基づき、本市
との協議により決定するものとするが、事業者の栄養士や調理員の学校訪問
への同行や指導用教材等の作成支援に加え、本市の学校栄養職員の訪問が
困難な場合には、本市の指示に基づき、事業者が単独で学校訪問することを
想定している。

100 88 第5 8 (3) (3)　見学者の受入れ支援

(3)　見学の受け入れ支援
本市は、本施設の調理エリア内に設置したカメラ（録画機能を含む。）の映像を
用いて調理作業を見学する見学会を実施することを想定しており、事業者は、
調理等作業の内容説明等に協力すること。その際、本市は、事業者の協力に
当たって、調理作業等に支障のないように配慮する。なお、見学会の実施時
期・内容については、事前に本市より連絡を行う。
また、事業者は、本施設の概要や機能等を見学者に案内するとともに、上記
の映像を補完して作業工程をより分かりやすく説明するため、展示スペースを
設置し、展示パネル等を制作すること。なお、展示内容については、事業者か
らの提案に基づき、市との協議により決定するものとする。

(3)　見学者の受入れ支援
本市は、児童・生徒や保護者等を対象に、本施設の調理エリア内に設置したカ
メラ（録画機能を含む。）の映像を用いて調理作業等の見学会等を行うことを
想定している。事業者は、この見学会等について、本施設や調理作業等に係
る説明等に協力すること。見学会等の実施時期・参加人数等については、事
前に本市より連絡する。なお、事業者の協力に当たり、本市は、調理作業等に
支障のないよう配慮する。
また、事業者は、本施設内に展示スペースを設置し、本施設の概要や機能等
を見学者等に案内するとともに、調理エリア内に設置したカメラの映像を補完
し、調理作業の工程等をより分かりやすく説明できるよう、展示パネル等を制
作・配置すること。なお、展示内容については、事業者からの提案に基づき、本
市との協議により決定するものとする。

101 89 第5 8 (4) (4)　試食会の実施支援

事業者は、本市が行う試食会の実施について協力を行うこと。試食会の実施
日については、事前に本市より連絡を行う。
不定期の給食提供となるため、必要な人員配置やローテーション等を検討す
ること。
本施設にて一般見学者を対象として試食会を実施する場合においては、会議
室までの配膳、下膳の協力を行うこと。
2階以上の階に会議室を設ける場合は、試食用の給食等を運搬しやすいよう
必要に応じて小荷物専用昇降機を設置すること。
なお、現在の試食会の実施内容は表7に、実施実績は「資料29　試食会の実
績データ」に示す。

本市では、児童・生徒や保護者等を対象に、本施設で調理された給食の試食
会を行うことを想定している。事業者は、本施設にて試食会が実施される場合
には、給食の調理及び喫食場所の会議室までの配膳・下膳及び洗浄等を行う
こと。また、配送校にて試食会が実施される場合には、調理及び配送校への
配送・回収、喫食場所の教室等までの配膳・下膳及び洗浄に協力すること。試
食会の実施日については、事前に本市より連絡を行う。
事業者においては、不定期の給食提供となるため、必要な人員配置やロー
テーション等に配慮すること。また、本施設の2階以上の階に会議室を設ける
場合は、試食用の給食等を運搬しやすいよう、必要に応じて小荷物専用昇降
機を設置すること。
参考に、現在の試食会の実施内容を表7に、実施実績を「資料34　試食会の実
績データ」に示す。

102 89 第5 8 (4) 表 7　試食会の実施内容 場所：新学校給食共同調理場にて 場所：現学校給食共同調理場にて

103 89 第5 8 (5)
(5)　学校等への情報提供
支援

―

(5)　学校等への情報提供支援
本市では、献立表や給食だよりの発行、食育ポスターの提供・掲示（ともに１回
／月・全校）など、各種配布物や掲示物による情報提供を通じた食に関する指
導を行っている。事業者においては、本市の指示に基づき、配布物等の学校
への配送や掲示物の掲示作業等に協力すること。
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104 90 第5 8 (6)
(6)　事業者による食育推
進の提案

―

(6)　事業者による食育推進の提案
事業者は、（1）～（5）に記載した本市が想定する取組への積極的な支援・協力
に加え、学校給食をはじめとする食に関する様々な業務を通じて獲得した豊富
な専門的知見及び経験に基づき、食育の推進に資する新たな取組について提
案すること。特に、長期の運営期間における学校教育のICT化の進展を見据
え、ICTを活用した児童・生徒への食に関する指導について、給食時間におけ
る動画の配信や児童・生徒とのオンラインでの交流など、具体的な提案を期待
している。なお、本市では、令和2年度中に、児童・生徒の1人1台タブレットPC
等の整備を予定している。
具体的な支援内容や実施頻度等については、事業者からの提案に基づき、本
市との協議により決定するものとする。

105
資料5　事業予定地舗装
状況等

― （追加資料）

106 資料11　必要諸室リスト （修正あり）

107
資料12　一般エリア什器・
備品等リスト（市及び一般
用)

（修正あり）

108
資料13　食器・食缶等リス
ト

（修正あり）

109
資料14　立川市情報セ
キュリティ対策基準　～概
要版～

― （追加資料）

110
資料16　手作り給食レシ
ピ

（修正あり）

111
資料17　スチームコンベク
ションオーブン仕様

― （追加資料）

112
資料20　小学校配膳台仕
様

― （追加資料）

113
資料30　配膳業務の概要
（想定例）

（修正あり）

114 資料31　配膳室基本設備 ― （追加資料）


