
赤穂市民病院給食業務委託仕様書 

 

 赤穂市民病院給食業務を委託するにあたり、その仕様は以下のとおりとする。 

 

１ 基本事項 

  受託者は、労務管理、安全管理を徹底し誠意をもって適切に業務遂行するとともに、病院給

食は、食事療法の一環であることに充分留意し、委託業務を円滑に行う。なお、業務遂行にあ

たっては、次に掲げる法令等を遵守すること。 

 1) 労働基準法 

 2) 医療法、同法施行規則 

 3) 食品衛生法及び同法に基づく兵庫県の管理運営基準 

 4) 大量調理施設衛生管理マニュアル 

２ 業務実施場所 

  赤穂市中広１０９０番地 

  赤穂市民病院 

３ 基本条件 

  委託者及び受託者は、次の基本条件により委託契約を締結する。 

 1) 委託期間 

自 令和２年４月 １日 (３年間) 

   至 令和５年３月３１日  

 2) 本契約は、令和２年度予算成立を実施条件とする。また、翌年度以降において、当該契約に

係る予算に減額又は削除があった場合、当該契約を解除することができるものとします。 

3) 業務分担は、業務の負担区分表（別紙１）による。 

 4) 経費分担は、経費の負担区分表（別紙２）による。 

 5) 委託者の所有する給食設備は、給食設備一覧表（別紙３）による。 

 6) 受託者は、業務開始に先立ち、委託業務作業計画書（別に定める。）を委託者に提出し承認

を受けなければならない。 

４ 委託する業務の内容 

  委託する業務は次に掲げるとおりとする。 

 1) 受託業務管理 

 2) 調理・作業管理（調理全般・配膳・下膳） 

 3) 食材料の購入及び管理 

 4) 厨房機器、食器の洗浄及び保守管理 

 5) 残食管理（回収、処理） 

 6) 衛生管理 

 7) 安全管理 

 8) 危機管理 

 9) その他必要な事項 

 

 



５ 遵守事項 

 1) 受託者は委託者から委託された業務（以下「受託業務」という。）を履行する時は委託者の

指示に誠意をもって対応すること。 

 2) 受託業務を円滑に実施するための研究及び調理技術の向上のため研さんに努めること。 

 3) ゴミの減量、省資源及び省エネルギー等環境負荷低減に努めること。 

６ 研修等 

 1) 受託者は、調理及び食事提供に関し、高度化する知識や技術の習得のため研修会の開催のみ

ならず、外部研修にも積極的に従業員に参加させること。 

 2) 受託者は、年間研修計画書及び研修実施報告書を委託者に提出すること。 

７ 守秘義務 

 1) 受託者及び受託者に所属する従業員は、本契約履行上知り得た個人情報及び職務上の情報、

患者並びに職員に関する情報について、これを第三者に漏洩し又は他の目的に利用してはな

らない。 

 2) 前項の規定は、契約期間終了後及び契約の解除後、受託者の従業員にあっては従業員である

間はもちろんのこと、離職後においても同様とする。 

 3) 受託者は従業員に対し、研修等を通じ守秘義務を周知させるとともに、誓約書を徴す等万全

の措置をとる。 

８ 従業員の衛生管理 

 1) 受託者は、従業員の健康状態について絶えず注意を払うとともに、採用時及び定期的（年１

回以上）に健康診断を実施し、その結果を委託者に報告する。 

 2) 受託者は、従業員の検便を実施し、その結果を委託者に報告する。 

  ① ６月～９月の間  月２回実施（細菌検査） 

  ② それ以外の期間  月１回実施（同上） 

 3) 受託者は、従業員又はその同居者、家族等が次の疾病に感染した場合は、調理作業を含む全

ての業務に従事させてはならない。この場合において、速やかに感染疾病名、感染者及び感

染者との関係を委託者に報告しなければならない。 

  ① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する第１類感染症から

第３類の感染症 

  ② 前項の感染症の保菌者 

 4) 受託者は、従業員又はその同居者、家族等が次の疾病に感染した場合は、当該従業員に医療

機関を受診させ、主治医の意見を聞き就業の可否を決定し、速やかに決定の結果及び感染疾

病名、感染者及び感染者との関係及び当該従業員を委託者に報告しなければならない。 

  ① 化膿性創傷、伝染性皮膚疾患 

  ② 検便による細菌保菌者 

  ③ 下痢、嘔吐、発熱等の症状（医療機関を受診し主治医の指示による。） 

９ 従業員の服装及び規律 

 1) 勤務中は決められた衣類を着用し、頭髪、手指及び爪等の身体清潔保持に努める。 

 2) 人との対応は礼儀正しく、懇切丁寧を旨とし、粗暴な言動をしてはならない。 

 3) 業務従事中は、調理室内に関係者以外の者を立ち入らせないとともに、業務に不要なものは

持ち込まない。 



 4) 業務従事中は、マスク、帽子及び名札を必ず着用するとともに必要に応じて衛生手袋を着用

する。 

 5) 業務従事中に便所を使用するときは施設内専用便所を使用する。 

10 従業員の配置 

 1) 受託者は、受託業務を確実に遂行するため質的、数的に適した人員を配置しなければならな

い。 

2) 受託者は、１年以上病院給食業務の実務経験がある管理栄養士又は栄養士を配置しなければ

ならない。 

3) 受託者は、受託業務に従事する職員の名簿、人員配置表及び緊急連絡先名簿等を委託者に提

出するものとし、変更ある場合は速やかに変更にかかる事項を記載した書面を委託者に提出

する。 

4) 受託者は、受託責任者及びその職務を代理する者を置かなければならない。その職務は次に

掲げるとおりである。 

 ① 業務従事者の労務管理、研修、訓練、健康管理及び施設設備の衛生管理の受託場所にお

ける統括者としての職務を行う。 

 ② 受託責任者は、委託者の要請あるときは、委託者が主催する各種会議、委員会に出席し、

委託者と連携した委託業務を推進する。 

 ③ 受託責任者は、業務改善に努めるとともに、従業員を指揮、監督し、適切に受託業務を

遂行する。 

 ④ 受託責任者は、原則として配置後１年未満の間は異動させない。異動については、事前

に委託者に届出、円滑な受託業務の履行に支障をきたさない。 

 ⑤ 受託業務遂行上問題が発生した場合には、速やかに対応し問題解決を図る。この場合に

おいて、上級の意思決定者と連携する等、受託者の組織決定と齟齬を生じさせない。 

 ⑥ 受託者は、前項の場合において、委託者の求めに応じ報告書を提出する。 

 ⑦ 受託者は、かかる問題が解決しない場合又は解決するまでに相当の期間を必要とする場

合には、委託者の要請に応じ、委託者の主催する会議等において説明、弁明を行う。 

 5) 受託者は、受託業務を遂行するにあたり、十分な経験を有する栄養士を２名以上配置する。 

 6) 受託者は、受託業務を遂行するにあたり、十分な経験を有する調理師を３名以上配置する。 

 7) 受託者は、管理栄養士、栄養士及び調理士の資格を有しない者を調理業務等に従事させる場

合には、その資格等に十分配慮した配置とする。 

 8) 受託者は、月間勤務シフトを作成し毎月前月２０日までに委託者に提出する。 

11 備えるべき書類帳票 

  受託責任者は、書類、帳票を整備し、常に開示できる状態にする。 

 1) 受託者が、受託業務履行のため配置している従業員の名簿及び勤務表 

 2) 有資格業務従事者についてその資格を証する書面の写し 

 3) 委託従業員の健康診断書 

 4) 受託業務日誌 

 5) 受託している業務に関連して、行政による立ち入り検査の際、委託者が提出を求められる書

類 

 6) 委託者の指示及びその指示に対する受託者の対応を記録した書類 



 7) 災害等による緊急時の従業員への連絡網 

 8) その他、委託者が必要であるとして作成、提示を求めた書類 

12 災害等緊急時における対応 

  風水害、地震等による緊急時においては、委託者の指示により業務を遂行する。 

 1) 道路の通行止め、輸送機関の休止などにより食材料等が滞った場合は、委託者の備蓄する食

材等を用い、滞ることなく給食を提供する。 

 2) 厨房設備の修復困難等、給食業務が長期間にわたり停滞するときは、受託者の管理する厨房

設備を用いる等により、滞ることなく給食を提供する。 

13 施設、設備、機器等の使用及び維持・衛生管理 

 1) 委託者が無償で貸与する施設、設備、機器等を善良なる管理者の注意義務をもって維持管理

するとともに、汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、直ちに委託者に報告する。 

 2) 前項の場合において、受託者にその責めに帰するべき理由がある場合は、その補充、補修等

に要する費用は、受託者の負担とする。 

 3) 委託者の許可を得て受託者が設置した設備、機器等は、受託者の責任において管理し、契約

期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは、直に受託者の責任においてこれを撤去

し、原状に回復すること。 

 4) 衛生管理計画書を作成し、委託者の許可を受ける。 

 5) 前項の衛生管理計画書に沿い、受託業務遂行にかかる施設、設備、機器等の衛生管理を行う。 

14 給食材料の管理 

 1) 検収にあたって、数量、品質、鮮度が適正かどうか及び異物の混入等の異常を検査確認し、

検収記録簿に記録する。 

 2) 納品された給食材料について、数量、品質、鮮度、異物の混入、取扱い、搬入状態等に衛生

面かつその他の問題があるときは、納入業者に対し随時指導するとともに、指導した内容及

びその原因を委託者に報告する。 

 3) 出庫については、献立表に示された品目、数量及び食数に基づき適正に行う。使用しなかっ

た給食材料については、在庫として衛生的かつ適正に管理する。 

 4) 冷凍庫及び冷蔵庫を適正に温度管理する。 

 5) 在庫である給食材料については、生鮮食品の鮮度劣化及び調味料等の品質低下を招くことの

ないよう在庫管理を適切に行う。 

15 調理作業 

 1) 適時適温に食事を提供するため、配膳時間から逆算して調理作業を行い、喫食時において食

欲を高め、美味しく食べられるよう工夫する。 

 2) 調理は当日処理（食材の下処理を含む。）を原則とする。ただし、必要のある場合には委託

者の管理栄養士に事前協議し、承認を受けた後調理業務を開始する。 

 3) 使用道具類は、下処理用、調理用等明確に区分し非衛生と衛生の区分をしたうえで使用する。

また、野菜果実、魚類、肉類の扱いについても明確に区分する。 

 4) 調理作業中は、清潔な白衣、帽子等を着用し、イヤリング、指輪等の装身具及び腕時計は身

につけない。 

 5) 調理作業中は異物混入の廃絶に努め、盛り付け作業中はマスク、衛生手袋を着用する。 

 



16 配膳、下膳 

 1) 配膳及び下膳は専用エレベータを使用して所定の場所へ、安全かつ確実に行う。 

 2) 午後７時を過ぎて喫食を終えていない患者の下膳は、喫食を終えてから（午後８時までに限

る）下膳する。 

 3) 配膳及び下膳中に事故（誤配膳、異物混入、患者との接触事故又は器物損壊等）が発生した

場合、受託責任者は速やかに委託者に報告する。 

 4) 前項の事故が発生した場合には、事故報告書を作成し、委託者に報告するとともに再発防止

に努める。 

 5) 専用エレベータ内、各階のパントリーは常に清潔を保つ。 

 6) 緊急入院等、食数に変更が生じた場合には速やかに食事を病棟看護師又は患者様に配膳する。 

 7) 配膳内容に不備があった場合、速やかに正規の食事を病棟看護師又は患者様に配膳する。 

17 事故報告 

 1) 受託業務履行中に、誤配膳、異物混入、その他の調理事故又は従業員の交通事故及び作業中

における受傷等の事故が発生した場合には、受託責任者は口頭で報告するとともに、事故報

告書を速やかに提出する。 

 2) 前項の場合において、事故が発生した経緯、原因を追究し再発防止に努める。 

 3) 事故に至らない場合であっても、事故に至る恐れがあった場合にはヒヤリハット報告書を作

成し、その経緯、原因を追究し事故の再発防止に努める。 

18 残渣、厨芥の処理 

 1) 調理及び下膳後に生じた、残渣、厨芥等は分別収集し所定の場所に搬出する。 

 2) 廃棄物保管施設の清掃、消毒を行う。 

 3) 給食施設における専用雑排水集約施設（グリストラップ）の点検及び汚泥等を処理、清掃す

る。 

19 食器の洗浄、消毒及び保管 

 1) 受託者は、食器の洗浄、消毒等にかかる取扱いマニュアルを作成し、委託者の許可を得て、

当該マニュアルにより食器及び配膳車、下膳車の洗浄、消毒等を行う。 

 2) 食器、トレー等は常に汚れの状態を確認し、必要に応じて漂白する。 

 3) 受託者は、年２回程度、全食器等の数量確認を行い、確認の結果を委託者に報告する。 

20 検食の実施及び保存食の保存 

 1) 検食は、赤穂市民病院内規に従い実施する。 

 2) 検食の結果、補正の指示があった場合は直ちにその指示に従う。 

 3) 検食は、普通食（選択食）及び軟菜食（普通食）とする。 

21 保存食 

 1) 保存食は、給食材料及び調理済食事を、食品ごとに約５０ｇをナイロン袋に入れ密封し冷凍

庫（マイナス２０度以下）で２週間以上保存する。この場合において、調理済み食品は料理

ごとに、個別に保存する。 

 2) 保存期間を経過した保存食は、厨芥と同様に処分する。 

 3) 給食材料の保存は、購入した状態で保存する。 

 

 



22 給食提供にかかる危機管理 

  患者に提供する給食は、アレルギー除去食、選択食等の提供に関し、誤セット等は重大な問

題であるので、チェック体制を確立しておく。 

23 業務の代行 

 1) 災害、業務停止処分等の事情によりその業務の全部又は一部の履行が困難となった場合の保

証のため、あらかじめ業務の代行者を指定し、受託業務開始までに、委託者に書類で報告し

なければならない。 

 2) 代行者への連絡方法及び代行者の業務内容の詳細を委託者に書類等で報告しなければなら

ない。 

24 駐車場、事務室等 

 従業員駐車場、事務室及び更衣室は委託者が提供する。 

25 業務の引き継ぎ 

  受託者は、委託期間が終了したときは、入院患者の給食提供に影響しないよう、委託者の指

定する者に業務の引き継ぎを行う。 

26 報告義務、調査協力等 

  委託者が企画実施する各種調査に協力する。 

27 その他の責務 

 1) 委託者の職員の勤務時間外においても、滞りなく業務を遂行する。現場からの要請、問い合

わせ、患者からのクレーム、機器、施設及びコンピュータシステムのトラブルについても適

切に対応するとともに、トラブル等の内容及び対応した内容を委託者に報告する。 

 2) 本仕様書の記載事項につき、修正、変更、追加を必要とする場合及び疑義が生じた場合にお

いて、双方協議のうえ、仕様の内容変更等を行う。 

 3) 委託者が保有する施設、設備、機器、備品等の利用は、委託された業務の履行目的以外に使

用してはならない。 

 4) 本仕様書は、業務の大要を示すものであり、具体的には委託者の指示に従い誠意をもって委

託業務を履行する。 

 5) 本仕様書に記載のない事項については双方協議のうえ決定する。 


