
2021年7月5日

【芳賀赤十字病院】

病院給食委託業務　業者選定に係る質疑回答について

項 回答

1 添付文書「令和2年度実績（前年度比）」を、ご参照ください。

2 ございません。

3 現在は毎日12時10分から約15分間、病院側スタッフと受託業者さん2

名で実施しその内容を厨房内にて周知していただいておりますが、特に

時間指定はございません。

4 通常設定の給食費でお願いいたします。

5 未回収者への対応はございません。

6 22.選択食、行

事食の実施

(1)選択食の配布・回収・入力の委託対応業務区分につ

いてご教示いただけますでしょうか。

配布・回収につきましては公示の通りです。

入力は受託業者さんに電子カルテ内の入力をお願いしております。

7 23.その他の食

事、個別対応

水分ゼリー、とろみ水の1日当たりの提供量についてご

教示頂けますか。また水分ゼリーはお茶ゼリーといった

ものになりますでしょうか。

現在水分ゼリー、とろみ水の提供はございませんが、今後キザミ形態で

とろみあん等の提供を依頼される場合はあります。

8 24.調乳業務 現在の調乳の本数、対応ミルクの種類をご教示いただけ

ますでしょうか。

10名程度で1日8本程度の患児が多いですが、予備ミルクは毎日200㏄-

12本、予備フォローアップミルクは毎日200㏄-7本提供しています。

種類は7種類です（常時2～3種類）。

9 26.食器洗浄・

消毒・保管・

管理

(2)デンプン反応検査の検査方法、委託側の対応をご教

示いただけますでしょうか。

月1回、衛生担当の方が無作為で飯碗のデンプン反応検査を実施し、病

院側へ結果報告していただくイメージです。

10 26.食器洗浄・

消毒・保管・

管理

現在、朝、昼、夕の各時間帯に洗浄業務に従事している

人数をご教示いただけますでしょうか。

4～5名と思われますが、シフト等の詳細の開示は控えさせていただき

ます。

11 40.その他 駐車場1台の料金はおいくらでしょうか。また、現在の

契約台数をご教示いただけますでしょうか。

1台あたり月額\1,000（税込）となります。

現在契約台数回答は、差し控えさせていただきます。

12 業務内容 非常食調達・保管・管理の別途協議の可能性ありとは、

具体的に見直しの時期はございますでしょうか。

契約時に検討します。

13 経費分担 検食1日平日12食の配膳場所についてご教示いただくこ

とは可能でしょうか。（厨房からの人員・配膳時間把握

のため）

平日は朝夕各4食を厨房と同じフロアにあります医局の食器棚へ配膳し

ていただき、昼食は栄養課事務所へ1食配膳していただきます。

休日は朝昼夕とも医局へ4食の配膳となります。

14 回答を控えさせていただきます。

15 現受託者の作成物のため、控えさせていただきます。

22.選択食、行事食の実施　　　選択食回答書、未回収者への委託業者

対応についてご教示いただけますでしょうか。

質問

2.業務概要(3)過去3年間の患者給食数につきまして、各職種ごとの食数

をご共有いただくことは可能でしょうか。

2.業務内容(4)配茶サービスは無といただいておりますが、お茶の購

入、作成、コップの管理（洗浄）なども無しの認識で宜しいでしょう

か。

8.業務管理(6)のミーティングの頻度や時間に指定はございますでしょ

うか。

22.選択食、行事食の実施（２）行事食については通常設定の食材料に

プラスした金額の献立となりますでしょうか。それとも、費用内でしょ

うか。

全食種展開、実施献立を1週間分ご共有いただくことは可能でしょう

か。

現在の1ヶ月の管理費、1日の設定食事費についてご教示いただくことは

可能でしょうか。
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2021年7月5日

【芳賀赤十字病院】

病院給食委託業務　業者選定に係る質疑回答について

項 回答質問

16 現受託者の作成物のため、控えさせていただきます。

17 おやつ

・幼児食は15時のみ提供（18名程度）

・ハーフ食は10時と15時に提供（23名程度）

・易消化食は10時と15時に提供（4名程度）

18 現在はハーフ食やセレクト食での対応となります（公示内容をご参照く

ださい）。

19 自由提案・書式とします。

20 ㈱グリーム社のKokuran21です。

21 Ｐ2　3.応募資

格要件（5）

2011年4月1日以降に業務契約を開始し、一般病床200

床以上の本業務同等内容かつ現在契約中の実績を記載す

ればよいか。それ以前に契約開始した実績は該当しない

か。

2011年4月1日以後委託業務開始した実績を記載すること。それ以前に

契約開始した実績を記載することは、差支えありません。

22 様式2　2.主な

実績

契約期間（年月）は契約締結期間若しくは契約開始から

今日までの期間いずれの記載か。

契約開始から今日までの期間を掲載してください（契約更新を含）。

23 現在昼食と夕食はおさまっておりませんので、ご提案をお願いします。

24 Ｐ5　5.応募手

続き（8）公示

の質疑受付

公示に関する質疑で仕様書や現場調査に関する質疑も合

わせて可能か。

仕様書に関する質疑のみ対応可能とします。

25 2021.6.29に該当会社様への送付を完了しました。

26 自由提案・書式とします。

27 Ｐ4　10.従事

者の衛生管理

（2）

ノロウイルス検査実施は症状の有無に係わらず該当期間

は実施するという解釈でよいか。

お願いいたします。

28 Ｐ8　22.選択

食

選択用紙の作成、配布、回収、集計における業務分担に

ついてお伺いしたい。選択食の例を教えていただきた

い。

項6.で回答しております。ご参照ください。

例は和食と洋食等です。

29 Ｐ9　23.その

他の食事、個

別対応

個別対応等含む食種別食数実績を拝見したい。 項1.で回答しております。ご参照ください。

Ｐ3　1日当たりの税抜金額が７１０円目安とありますが、現在食材費７

１０円でおさまっているのか。

栄養科さまご使用の栄養ソフトをご教示ください。

別紙「病院給食業務に係る企画提案書について」とは、どの資料を指す

ものでしょうか。

低栄養、ターミナル期、食欲不振者への現在の対応をご教示いただけま

すでしょうか。

現在の、おやつ、水分ゼリー、とろみ水の提供人数をご教示いただきた

く存じます。

現行シフト、もしくは1日の作業時間数をご教示いただきたく存じま

す。

Ｐ4 競争入札参加資格の認定通知の写しは頂けますでしょうか。

Ｐ5　病院給食業務に係る企画提案書について　書類はあるのかどう

か。
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2021年7月5日

【芳賀赤十字病院】

病院給食委託業務　業者選定に係る質疑回答について

項 回答質問

30 Ｐ9　24.調乳

業務

1日の瓶数は平均いくつになっているか。 項8.で回答しております。ご参照ください。

31 Ｐ13　40.そ

の他（4）駐車

場

駐車場月極料金を委託費に含まないとはどの様な解釈

か、また1台当たりの料金はいくらになっていますで

しょうか。

項目11を、ご参照ください。

32 Ｐ16　経費分

担（別記1-2）

原材料費

献立内の経管栄養、栄養補助食品、とろみ剤の金額はい

くらかかっているか。

現受託者管理のため、回答を控えさせていただきます。

33 献立例は現受託者作成のため控えさせていただきますが、サイクルは現

時点では18日です。

34 公示文書添付「疾患別食事選択例」の通りです。

35 1800kcal、蛋白質60ｇ、食塩7ｇ前後でお願いいたします。

36 現受託者作成のため控えさせていただきます。

37 カット野菜の利用等挙げられますが、是非ご提案をお願いいたします。

38 2200kcal、蛋白質75ｇ、食塩8ｇ前後です。

39 間食はございませんが、夕食時に菓子・飲み物等の夜食を一緒に配膳し

ております。

40 幹部職員および給食委員会委員等（予定）。

41 朝は前日18時、昼は当日10：45、夕は当日16：45です。

42 受託業者様にお願いいたします。

43 常食のみ実施しているため、平均15食前後です。

44 美味しい物であれば特に指定はございません。お米の銘柄について指定はありますでしょうか。

残食、生ごみに対する工夫を現在どのようにしているか。

選択食は一般食のみで実施とありますが、一般食は平均何食になります

でしょうか。

食札管理の業務分担は現在どのようになっていますでしょうか。

食数の締切時間は朝、昼、夕それぞれ何時となっていますでしょうか。

プレゼンテーション時の病院様の参加者を教えていただきたい。

産後御祝食には間食（10時や15時）があるのか。

産後御祝食について栄養価がどのように定められているのか。

シフト表、作業工程表、詳細献立表を頂けるか。

ご提出する献立表の常食のカロリーの設定をいくつにしたらよいか。

公示されている食種以外の治療食の基準はあるのか。あるのであれば情

報提供をして頂きたい。

献立例を頂けるのであれば頂戴したい。サイクルになっているのでしょ

うか。サイクルならば、何日サイクルでしょうか。
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2021年7月5日

【芳賀赤十字病院】

病院給食委託業務　業者選定に係る質疑回答について

項 回答質問

45 入院中の食事で食べやすかったもの、食べにくかったもの（料理）や、

入院食で食べたいもの（料理）などを伺っております。また、満足度に

ついても伺っております。

46 用紙の準備、集計、給食委員会での報告は病院側が行いますが、聞き取

りに関してはご協力いただいております。

しかし新型コロナウイルスの影響で、昨年度は聞き取りではなく用紙を

配布し回収という形をとりました。
47 提供しております。

48 その通りです。

49 食物アレルギー負荷試験時の食材に関しては、通常の献立内に全く使用

のないもの（ホットケーキミックス粉等）に関しては、別途請求してい

ただいております。

造影検査用の食材に関しても同様です。
50 1,800kcalです。

51 現受託者作成のため差し控えさせていただきます。

52 産婦人科医師からは近隣のクリニックに劣らない内容（美味しい・豪

華・見栄えよく）での提供を求められております。

53 現受託者作成のため差し控えさせていただきます。

54 現受託者作成のため差し控えさせていただきます。

55 難しいと思われます。

56 項目42.で回答しております。ご参照ください。

57 項目11を、ご参照ください。

58 ございません。

59 基本不可とします。ただし、希望がある場合、要協議とさせていただき

ます。

用紙の準備、集計、聞き取り等、受託側での業務は発生しますか。

嗜好調査の実施とは具体的に何を行っておりますか。

 基本となるカロリーは何キロカロリーでしょうか。

産後御祝い膳の写真を3食分（朝・昼・夕）頂くことは可能でしょう

か。

また、食物アレルギー負荷試験や造影検査用も同様でよろしかったで

しょうか。

検査食の材料は病院負担という事でよろしかったでしょうか。

常食（6ｇ）も麺類は提供しておりますか。

真空調理品、クックチル商品等自社商品を使用する事は可能でしょう

か。

また、現状の勤務時間と人数体制を教えて頂くことは可能でしょうか。

シフト表を頂くことは可能でしょうか。

産後御祝い膳は、どのようなものを提供しておりますか。

駐車代は1台月何円でお借り出来ますでしょうか。

食事の締め切り時間（確定時間）をそれぞれ（朝食・昼食・夕食）教え

て頂けますか。

弊社厨房職員の食事につきまして、厨房内で調理した給食を喫食してよ

ろしいのでしょうか。

食材に指定品目（例えばお米）、指定業者（例えば市内の米屋等）御座

いますでしょうか。
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2021年7月5日

【芳賀赤十字病院】

病院給食委託業務　業者選定に係る質疑回答について

項 回答質問

60 現受託者管理のため、回答を控えさせていただきます。

61 現在はリース物品はございません。

62 その通りです。

63 その通りです。

64 その通りです。

65 公示した内容の過去3年間の食数をご参照ください。

産後御祝食に関しましては昨年度実績は約4100食/年でした。

経費分担で、廃油が受託者負担とありますが、廃油の処分は業者回収で

良いのでしょうか。

経費分担で、リース費で日常清掃が受託者負担とありますが、具体的に

どの様な物になりますでしょうか。

経費分担で、厨房用消耗品（洗剤、消毒液、ラップ、ゴミ袋）が受託者

負担とありますが、実績で月何円位の金額になっているか教えて頂けま

すでしょうか。

上記（２）の質問の回答により　管理費と食材費の合計の場合、単価×

食数が必要になりますので、見積作成上の年間食数（患者食、産後御祝

食）をお示し下さい。＊管理費と食材費の合計ではない場合でも当社

フォーマットでの見積提出で使用しますのでお願い致します。

様式５見積書の受託料とは管理費と食材費の合計になりますでしょうか

公示文書内、５の（３）の一般食の献立素案は朝食220円昼食250円夕

食240円を目安に提案することとあります。現状単価より下がっていま

すが一般食献立素案の“目安”と解釈し、様式９食事単価見積の設定金額

は「提案すること」となっていることから当社提任意での提案でよろし

いでしょうか。＊様式９の注１の整合性の説明ができることを前提とし

ています。
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