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山口県立こころの医療センター給食業務仕様書 

 

（名称） 

１ 委託名称 

  山口県立こころの医療センター給食業務委託 

 

（期間） 

２ 委託期間 

  令和２年４月１日から令和５年３月３１日までとする。 

 

（総則） 

３ 業務の目的 

受託者（以下「乙」という。）は、山口県立こころの医療センター（以下「甲」という。）

が次に掲げる入院患者に対する給食の基本方針を認識した上で、入院患者の病態に応じた適切

な食事を、衛生的かつ安全に提供しなければならない。 

（１）病院給食は、医療行為の一環として提供されること。 

（２）病院給食の内容は、患者の治療方針及び栄養的観点に従った質と量を有していること。 

（３）患者サービスの視点を持ち、絶えず質の向上に努めること。 

（４）安心・安全に提供するため、徹底した食品衛生管理がされること。 

（５）食事が持つ文化的・精神的な影響も考慮して提供されること。 

 

４ 委託業務 

（１）委託する業務区分は、業務内容分担表（資料①）のとおりとする。 

（２）給食数については、概ね次のとおりとする。 

   直近の年間平均給食数〔単位：食〕 

一般食 特別食 デイケア 検食・保存食 合 計 

148,711 25,649 5,180 3,529 183,069 

 （３）委託業務の運営に必要な経費のうち、乙の負担する経費は、経費負担区分表（資料②）

のとおりとする。 

     

５ 遵守事項  

乙は、契約の締結を前提として提案した内容を遵守しなければならない。 

また、業務の実施に当たり、関係法令並びに次の事項を遵守しなければならない。 

  （１）甲が行う指示に誠意を持って対応すること。 

 （２）常に業務を円滑に実施するための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。 

 （４）環境への負荷の低減に努めること。 

 （５）衛生管理に努めること（「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成 25 年 10 月 22 日付

け食安発 1022 第 10 号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）の趣旨を踏まえた衛生管

理の徹底を図ること。）。 

 （６）災害防止及び事故防止に努めること。 

 （７）喫食率向上等のための検討を甲と協働して定期的に行うこと。 

 （８）甲が実施する栄養管理委員会等に出席し、甲乙連携した業務推進に努めること。 

 

６ 委託費の支払 

  委託費の支払は、次のとおりとする。 

（１）委託費の支払は月払いとする（原則として翌月末日払い）。 

（２）乙は、各月の業務完了後、各食の契約単価に当該月の業務数量を乗じて算出した材料費
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の金額（この金額に１円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てるものとする。）

に人件費等を含む管理費の月額（固定）を加えた金額に消費税及び地方消費税を加えた額

を甲に請求する。 

なお、業務数量とは、オーダー締切時の食数と締切後の追加食数に、検食及び保存食を

加えたものとする。 

 

７ 守秘義務 

  乙は、個人情報の保護及び守秘義務を遵守し、業務上知り得た業務内容・秘密を第三者に漏

らしてはならない。このことは、契約期間終了後においても同様とし、反する行為はその責を

負うこと。 

 

（従事者）  

８ 業務実施体制 

 （１）共通事項 

ア 従事者 

（ア）乙は、業務の遅滞等が生じることのないよう、業務を行うために必要な知識、技

能及び経験を有する職員（乙の研修等により業務に必要な知識を得る場合を含む。）

を配置しなければならない。 

（イ）乙は、業務を開始する前に、速やかに従事者名簿（住所・氏名・性別・生年月日

を記載したもの）に有資格者にあっては資格を証する書類の写しを添付して、甲に

提出すること。 

なお、異動により交代する場合も同様とし、その都度、事前に提出すること。 

（ウ）乙は、業務の円滑な運用のため従事者の頻繁な異動は行わないように努めるとと

もに、異動が生じた場合は、（イ）の後段の定めに従い、関係書類を提出すること。 

（エ）乙の事情により、従事者の欠員が生じることがないよう、従事者と同等の能力を

有する代替要員の確保等必要な措置を講じること。 

イ 業務内容の兼務 

栄養管理業務、調理業務、食器洗浄業務、配膳・下膳業務に従事する者は、業務の円

滑な実施に支障を与えない範囲で、各々の業務を兼ねることができる。 

（２）人員に関する事項 

ア 受託責任者 

（ア）乙は、円滑な業務運営のために甲と随時協議等を行う者（以下「受託責任者」と

いう。）を定め、業務を開始する前に、速やかに書面により甲に報告すること。 

（イ）受託責任者は、医療法施行規則第９条の１０第１号に規定する者とし、その配置

に当たっては、事前に甲と協議しなければならない。 

また、異動により交代する場合も同様とする。 

イ 指導助言者 

乙は、医療法施行規則第９条の１０第２号に規定する指導助言者が日常的に指導及び

助言を行うことができる体制を整備しておくこと。 

特に、甲から食事の内容に関して必要な改善措置を求められた場合に対応できる体制

を整備しておくこと。 

ウ 栄養管理業務担当者 

     乙は、栄養管理業務及び食事オーダリングシステム並びに給食管理システム操作等の

業務が遂行できる栄養士を毎日配置すること。 

 エ 調理業務担当者 

    乙は、調理師の有資格者で病院給食調理業務１年以上の経験を有する常勤の職員を調

理責任者として１名を配置するとともに、調理業務の遂行に必要な人数を配置すること。 

  なお、調理責任者が不在の場合は、業務を代行することができる調理責任者と同等の
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能力を有する者を置くこと。 

  また、調理業務担当者の確保に当たっては、当該業務の特殊性を鑑み、継続的かつ安

定的な提供が特に重要であることから、過半数が調理師免許の有資格者となるよう努め

ること。 

オ 食器洗浄業務等担当者 

     乙は、毎回の食器洗浄業務及び配膳・下膳業務の遂行に必要な人数を配置すること。 

 

９ 従事者の服装及び規律 

     乙は、従事者に対し次に掲げる事項を遵守させるものとする。 

 （１）厨房内は定められた衣類及びマスクを着用すること。 

病院内外を行動する場合は、厨房内の衣類から着替えるか又は清潔な上着を着用するこ

と。 

 （２）人との対応は礼儀正しく、懇切丁寧を旨とし、粗暴な言動があってはならないこと。 

 （３）勤務中に飲酒をしてはならないこと。 

 （４）病院の敷地内（駐車場を含む）での喫煙、所定の場所以外での飲食、その他勤務の遂行

を妨げるような行動をしてはならないこと。 

 （５）作業中は、栄養管理室（厨房含む）に関係者以外の者を入れないとともに、作業に関係

ない者又は不必要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）作業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、厨房内の上着、帽

子、マスクを脱ぎ、履物についても厨房内外の区別を明確にすること。 

 （８）作業上必要がある場合は、必ず衛生手袋を着用すること。 

 （９）身体及び身の回りは常に清潔に心がけ、他人に不潔感を与えたり、不衛生であったりし

てはならないこと。 

 

（栄養管理） 

10 献立表の作成 

（１）乙は、甲が作成した献立表作成基準（治療食等を含む）（資料③）に基づき、献立表を

作成し、甲が指定する期日までに承認を受けること。 

なお、献立表の作成に当たっては、既に甲が有している献立を尊重するとともに、甲の

有する給食管理システムを利用して作成すること。 

（２）乙は、患者の希望に応じた内容改善、企画立案に努めること。 

（３）乙は、患者の状態により個別に対応すべき食事が必要となった場合には、医師の指示に

基づき献立の作成を行うこと。 

 

11 食数管理 

（１）乙は、甲が指示する食事箋（オーダリング）に基づき食数を確認すること。 

（２）乙は、食事申し込み締め切り時間後にあっても、以下の時間まで変更の受け付けを行う

こと。 

区 分 食事申込締切時間 変更受付締切時間 

朝 食 前日１７：００ 当日 ６：３０ 

昼 食 当日１０：００ 当日１１：３０ 

夕 食 当日１５：００ 当日１７：００ 

（３）乙は、食事箋の内容に疑問がある場合は、必ず甲に確認すること。 

 

12 嗜好調査等の実施 

乙は、甲が実施する嗜好調査、喫食（残食）調査等に協力し、給食業務の改善に努めること。 
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13 検食の実施 

 （１）医師、管理栄養士又は栄養士による検食は、甲の指示に従い所定の時間までに準備する

こと。 

 （２）検食の配膳・下膳については、甲の指定する場所までとし、患者への配膳時間以前に配

膳すること。 

 （３）検食の評価は、献立・調理方法等に反映させること。 

 

（調理管理） 

14 調理作業 

 （１）給食食材は、前日調理を行わず、厨房内において適切な温度管理で調理すること。 

また、調理後２時間以内に喫食できるよう調理時間を設定すること。 

 （２）食材や調味料等は計量し、味付けは８分位として味見をした後、微調整を行うこと。 

 （３）調理作業は分担して行ってもよいが、献立名に応じた食事が提供されるよう、下処理か

ら盛り付けまで一貫して指示・監督ができる体制をとって進めること。 

（４）調理作業は、衛生管理マニュアルに従って行うこと。 

 （５）熱加工を行う食材は、適切に加熱処理し、食材の風味等が損なわれないよう注意するこ

と。 

 （６）盛り付けは、衛生面に配慮するとともに、視覚的に患者の食欲が出るよう盛り付けの工

夫を行うこと。 

 （７）特別な対応が必要とされる食事（減塩食、治療食、アレルギー食、禁止食、嚥下食等）

の場合には、十分注意して調理すること。 

 

15 食事時間、配膳時間及び下膳時間 

 （１）食事時間、配膳時間及び下膳時間は次のとおりとする。 

区 分 食事時間 配膳時間 下膳時間 

朝 食   ７：４５～  ７：３０～   ８：１５～概ね  ８：４５ 

昼 食 １２：００～ １１：４５～ １２：３０～概ね１３：００ 

夕 食 １８：００～ １７：４５～ １８：３０～概ね１９：００ 

 （２）配膳方法は、差し込み方式とする。 

    温冷配膳車に差し込んだトレーに食札カードを置き、食札カードを見ながら食事を積み

込み、給食専用エレベーターで病棟に届けること。 

 （３）留意事項 

ア 配膳に際しては、間違いが生じないよう食事の内容、食数の確認等を十分に行うこと。 

   イ 配膳及び配茶は、指定された場所に運搬し、看護師等に確実に引き渡すこと。 

ウ 下膳は、指定された場所から行うこと。合わせて、湯茶の片づけを行うこと。 

エ 入院患者等に接する場合は、言動に十分注意すること。 

 

16 食器洗浄消毒 

    下膳した食器、トレー等は種類毎に区分して浸漬し、十分に洗浄・消毒を行った後、次の使

用時まで清潔に保管しなければならない。 

 

17  残飯等の処理 

  乙は、下処理、調理等によって生じた残飯等を衛生的に処理した上で、甲が指定する場所へ

搬出するとともに、残飯等の置場及び容器類を清潔に保つこと。 
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（材料管理） 

18 給食材料の調達 

 （１）乙は、献立表及び適正なる予定食数に基づき給食材料を発注し、購入に当たっては、衛

生的な業者から、新鮮なものを仕入れるものとすること。 

（２）乙は、県産品の活用に努めること。 

（３）調理済み食品及び冷凍食品並びにカット野菜の使用については、予め甲の承認を得るこ

と。 

（４）納入に際しては、数量及び良好な品質であることを確認し、検収すること。 

（５）乙は、甲から給食材料の品質について改善の要求があった場合は、遅滞なく調査を行い、

納入業者に対して改善の申し入れを行うものとする。 

    改善の申し入れを行っても改善が見られない場合は、速やかに納入業者を変更すること。 

 （６）納入された給食材料については、品質と鮮度に注意して適切に管理すること。 

  （７）乙は、前月の仕入情報（納品日ごとの食材品名・産地・数量・調達先を記載したもの）

を一覧にまとめ、翌月の１０日までに甲に報告すること。 

 

19 非常食の調達 

 （１）非常食は災害時に人員・場所の確保が難しいことが想定されるため、「盛り付けが必要

なく」「すぐに提供可能」な食品を選択すること。 

 （２）非常食（資料④）の食品の変更を希望する時は、甲と協議すること。 

（２）乙は、災害発生時における患者向けの非常食として、３日分以上の食料及び飲料水等を

甲が指定する場所で備蓄・管理すること。 

（３）乙は、非常食を通常の給食で使用する際は、予め甲の承認を得ること。 

 

（施設等管理） 

20 施設等の使用及び維持管理 

 （１）甲は、乙に対し業務上必要な施設の使用を許可するとともに、貸付備品リスト（資料④）

のとおり器具備品を無償で貸与するものとする。 

 （２）乙は、前号により使用する施設及び器具備品を善良なる管理者の注意義務をもって維持

管理し、乙の故意又は過失による故障等が発生したときは、その修理費用は乙の負担とす

る。 

 （３）故障等の原因が、天災その他前号以外の事由によるときは、甲と乙が協議の上、負担区

分を決定するものとする。 

（４）従事者の駐車場については、院内の駐車場を無償で貸与するものとする。 

なお、配分台数、配置場所等は、甲が指示する。 

 

（業務管理） 

21  勤務表の作成 

  乙は、業務に支障をきたさないよう、適正な人員の配置を勘案した勤務表を毎月作成し、甲

の承認を得ること。 

 

22  医療事故防止対策 

  乙は、給食部門において事故等（異物混入、配膳ミス等を含む。）が発生したときは、直ち

に適切な処置を取るとともに甲に報告し、その指示に従わなければならない。 

なお、乙は、発生した事故等の詳細、原因及び経過、再発防止策等を検討するとともに、そ

の結果を当日もしくは翌日までに書面により甲に報告すること。 
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（衛生管理） 

23 厨房管理作業 

（１）使用する厨房等を常に清潔にし、ドライ化に努め、定期的に清掃、消毒するとともに、

防鼠、防虫に万全を期さなければならない。 

また、甲が実施する害虫駆除、一斉清掃、ＩＣＴ（感染対策チーム）による厨房内ラウ

ンド等に協力するものとする。 

 （２）冷凍庫、冷蔵庫及び食品庫は、常に清潔に管理しなければならない。 

 

24 保存食の管理作業 

 （１）保存食は、毎食毎に確保しておくこと。 

 （２）保存食は、食品毎に 50ｇ程度ずつ清潔な容器又は袋に直接入れ、保存容器に入れて、 

－20℃以下で２週間以上保存した上で廃棄すること。 

（３）保存容器は、必ず洗浄及び消毒を行うこと。 

 （４）原材料についても、食品毎に 50ｇ程度を納入された状態のまま、保存容器又は袋に入れ

て、－20℃以下で２週間以上保存した上で廃棄すること。 

 

（研修等） 

25 従事者教育 

 （１）乙は、従事者に対して、定期的に入院時食事療養の質を高める技術の向上、衛生管理、

患者サービスの改善などに関する教育研修を行うとともに、実施後は速やかに書面により

甲に報告すること。 

 （２）乙は、病院給食未経験者を配置する場合、その従事者に患者給食の実際について必要な

教育を行うものとする。 

なお、実施後は速やかに書面により甲に報告すること。 

 

（労働安全衛生） 

26 従事者の健康管理 

  （１）乙は、従事者の健康管理について絶えず注意を払うとともに、月１回以上の検便検査及

び年１回の健康診断を実施し、その結果を甲に報告しなければならない。 

 （２）乙は、従事者本人若しくは同居人が、次の事項に該当又は疑いがある場合は、直ちに甲

に報告するとともに、当該従事者を調理作業に関する全ての業務に従事させてはならない。 

      ア 赤痢（疫痢を含む。）、腸チフス、パラチフス、コレラ等「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（以下「感染症予防法」という。）」（平成 10 年法

律第 114 号）による第１類感染症から第３類感染症までの感染症、開放性結核、その他

の感染症 

      イ 感染症予防法に規定する感染症の保菌者 

      ウ 化膿性創傷、伝染性皮膚疾患 

   エ 検便による食中毒原因菌の保菌者 

   (３) 乙は、年１回のインフルエンザ予防接種に努め、その結果を甲に報告すること。 

   (４) 乙は、従事者が業務を開始する前に健康チェックを実施させ、指定のチェック用紙に記

入させること。 

   (５) 乙は、従事者が体調不良、嘔吐、下痢症状にある時は直ちに甲に報告するとともに、当

該従事者を調理作業に関する全ての業務に従事させてはならない。 

 

（協力要請） 

27 料理教室に係る食材の調達 

  乙は、週１回事前に届出のあった人数分の給食食材及び調味料を甲に提供すること。 
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28  行軍やデイケアのイベントに要する弁当の提供 

  乙は、月１回事前に届出のあった人数分の箱詰め弁当（お茶込み）を甲に提供すること。弁

当の内容は金額に見合った内容とし、献立とは別でかまわない。 

なお、平成３０年度実績は、１２回９６食である。 

 

（その他） 

29 業務の代行 

 （１）乙は、火災、災害、労働争議、業務停止等の事情によりその業務の全部又は一部の遂行

が困難となった場合の保証のため、予め業務の代行者を指定し、書面により甲に報告しな

ければならない。 

 （２）乙は、食中毒発生等により院内で調理することが不能となった場合の食事の提供方法に

ついて、書面により甲に報告しなければならない。なお、提供に要する費用は、乙の負担

とするが、乙に責任がない場合の費用負担については、甲乙で協議して決定することとす

る。 

 

30 業務引継ぎ 

    乙は、委託期間が終了したときは、甲の入院患者に対する食事療養の提供に影響がないよう、

甲が指定する業者と円滑な業務引継ぎを行うものとする。 

 

31 その他 

 （１）乙は、前月の給食業務関係の書類（栄養関係報告書・点検記録簿・食数報告書等）を作

成の上、翌月の１０日までに甲に報告しなければならない。 

 （２）乙は、作業に必要な各種帳票類の保存、管理を行い、関係官公庁の調査等に協力するこ

と。 

 （３）この仕様書に記載されている事項の履行に関する疑義や問題が生じた場合は、甲と乙が

協議し、必要な措置を講じるものとする。 

 （４）この仕様書に記載されていない事項については、甲と乙が誠意を持って協議し、決定す

るものとする。 

 

添付資料 

  ・業務内容分担表（資料①） 

  ・経費負担区分（資料②） 

  ・献立作成基準（資料③） 

     別紙１ 約束食事基準一覧表 

     別紙２ 食種別による形態及び使用食品の基準（一般食） 

・非常食リスト（資料④） 

・貸付備品リスト（資料⑤） 

  ・厨房平面図（資料⑥） 


