令和4年8月30日

質問書に対する回答書
件名

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター病院給食業務委託プロポーザル

1

回答内容
受託者と別法人格で、同等以上の資力を有する者を契約
保証人の対象とします。提案時に書類等の提出は必要あ
りません。

2

様式２の受託実績書の委託契約書の写し添付に 守秘義務上契約書を添付することはできないため、病院 病院給食業務を受託している証明の提出でも可とします。
ついて
給食業務を受託している証明（受託先様の押印）を代わり
に添付でもよろしいでしょうか？

No,

資料項目
１目的の（７）契約保証人について

質問内容
契約保証人とは、どのような方が対象になるのでしょう
か？提案時に書類等の提出はございますか？

公示の４．スケジュールについて

公示スケジュールには、現地視察のスケジュールがござい 昨今のコロナ禍の情勢を踏まえ、現場説明会の開催は予
ませんが、見積作成にあたり現地視察をさせて頂くことは 定していません。
可能でしょうか？

公示の５．応募資格の（９）について

弊社は、岡山県災害拠点病院として指定されている病院 応募資格を満たしていると判断します。
を1件受託しておりますが、その1件のみとなります。受託
業務は、食材調達、調理盛付業務、配下膳、洗浄業務を
受託しており、メニュー権は先方のため献立作成は弊社業
務ではございませんが、貴院のプロポーザルへの参加は
可能でしょうか？

3

4

5

岡山市立市民病院給食業務委託仕様書の１２． 病棟配膳後30分以内の場合は、通常どおり食事提供をす 平均食数は１月あたり５食です。
食事時間およびオーダー入力締切時間について ること。と記載ございますが、配膳後30分以内に提供する
平均食数をご教示ください。

6

岡山市立市民病院給食業務委託仕様書の１２． 病棟配膳後30分以内の場合は、通常どおり食事提供をす お見込みの通りです。
食事時間およびオーダー入力締切時間について ること。と記載ございますが、予備食などを準備されている
のでしょうか？
岡山市立市民病院給食業務委託仕様書の１２． 予備食を準備する場合は、食種と食数をご教示ください。 その日の献立、食数変動によるため規定されていません。
食事時間およびオーダー入力締切時間について

7
岡山市立市民病院給食業務委託仕様書の１２． 予備食を準備する場合は、請求対象という認識で宜しいで 予備食を実際に患者食として提供した場合に、請求対象と
食事時間およびオーダー入力締切時間について しょうか？
しています。
8
岡山市立市民病院給食業務委託仕様書の１３．
献立の（１１）について

受託者の毎食検食（１食分）を行い、検食簿に記録し、週
毎に提出と記載ございますが、検食費用は、病院負担で
しょうか？受託者負担でしょうか？

岡山市立市民病院給食業務委託仕様書の１４．
調理の（２）、（３）について

朝食温小鉢のスチコンニュークックチルとはどのような調 調理手順・・・加熱調理→急速冷却後にチルドの状態で食
理手順でしょうか？
器に盛り付けを行う。提供前にスチームコンベクションオー
スチコンニュークックチルの調理手順と定義をご教示くださ ブンで再加熱し配膳する。
い。
病院内における定義・・・大量調理を行うにあたり、食事提
供の安全性を確保し、調理の効率化を図る調理方法と考
えます。

岡山市立市民病院給食業務委託仕様書の１４．
調理の（２）、（３）について

調理業務につきまして確認したく、特にニュークックチルに No,３と同様です。
つきましては、ヒアリングや質疑だけでは判断が難しく、弊
社専門部署による視察を行い、衛生基準や作業導線の確
認が必須となっておりますので、下記優先順に現地視察を
お願いできないでしょうか？
①市民病院｜朝食提供｜スチコンニュークックチルの作
業工程
②市民病院｜早番～昼食提供まで
③市民病院｜せのお病院｜早番～昼食提供まで
④市民病院｜せのお病院｜早番～夕食提供まで

岡山市立市民病院給食業務委託仕様書の１４．
調理方法の確認について

質疑書提出期限が8月26日17時となっておりますが、8月 No,３と同様です。
26日以降に現地視察が可能な場合に限り、現地視察時に
ヒアリングさせて頂くことは可能でしょうか？

岡山市立市民病院給食業務委託仕様書の１７．
給食材料費について

濃厚流動食、一部の栄養補助食品を除く。と記載ございま 一般的に給食で提供されるゼリー等です。
すが、給食材料費に含まれる栄養補助食品名と使用量/
例）オレンジゼリー、グレープゼリー
年を開示頂けないでしょうか？
使用量：約８，０００個/年

別表市１の１．献立について

治療上必要な個別オーダーの提供をする。例：食品の追
加（強化ゼリー、果物、ジュースなど）と記載あり、捕食・追
加食は給食材料費に含むと記載ございますが、給食材料
費に含まれる場合は、使用品名、使用量/年をご教示くだ
さい。
使用量の開示が難しい場合は、受託者にて栄養補助食品
（付加食）の使用範囲を相談させて頂くことは可能でしょう
か？
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病院負担と考えていますが、適正に行われないなど不備
があれば、協議します。

果物類 使用量：1食あたり７０ｇ程度提供
ジュース類 使用量：１食あたり１Ｐ（２００ｍｌ）
めん汁 使用量：汁椀でめん汁を提供
味噌汁 使用量：1食あたり１人前の味噌汁
パック練り漬物：梅びしお、たいみそなど１Ｐ
年間の使用量は開示できません。

No,

資料項目
別表市１の１．献立について

15

質問内容
治療上医師が必要と認めた場合は、低たん白ご飯を使用
する。と記載ございますが、給食材料費に含まれるので
しょうか？
給食材料費に含まれる場合は、使用品名、使用量/年をご
教示ください。
使用量の開示が難しい場合は、受託者にて栄養補助食品
（付加食）の使用範囲を相談させて頂くことは可能でしょう
か？

回答内容
低たん白ご飯は給食材料費に含まれます。
たんぱく調整ごはん１／２０（１食１８０ｇ）
医師の指示により使用量は変動し、
直近の実績としては、年間で３０～１８０食程度です。

別表市１の１１．湯茶について

お茶ゼリー、トロミ茶については、食事ごとに受託者が準 お見込みの通りです。
備し、食事トレーにのせて配膳する。と記載ございますが、
その他お茶対応は、病棟対応の認識でよろしいでしょう
か？

別表市１の１８．電子カルテシステムについて

電子カルテの確認、入力作業と記載がありますが、具体的 電子カルテ＞食事カレンダｰに入院患者病院食に関わる
には受託者側でどのような入力を行うのでしょうか？ご教 情報を入力します。
示ください。
電子カルテ＞患者プロフィールに食物禁忌に関わる情報を
入力します。

別表１市の２２．職員食について

職員食として院内で調理し提供する場合は、と記載ござい 当院職員の食事を調理することはありません。
ますが、実際に患者食厨房にて職員食の調理行う事がご
ざいますか？行う場合のメニューは患者食メニューと同一
でしょうか？

別表１市の２４．院内保育園の給食について

食物アレルギー対応は必要でしょうか？必要な場合は、そ 食物アレルギー対応は必要です。現在は代替対応、除去
の範囲（代替対応・除去対応など）をご教示ください。
対応の両方を行っています。必要栄養量の提供を目的に、
除去食物の種類によって選択します。

別表市３の経費区分について

非常食、備蓄食は受託者もしくは委託者のどちらの負担で 購入費用は受託者の負担としています。期限が切れる前
しょうか？
に、病院食の食材料として使用します。その場合、提供し
た食数の通り食材費をお支払いします。

別表市３の経費区分について

保存食は、一食分としてご請求の対象でしょうか？

別表市３の経費区分について

厨房内にて使用するゴミ袋は、塵芥処理費または消耗品 ゴミ袋の指定等はありません。
費と存じますが、ゴミ袋の指定等（岡山市自治体指定）が
ございますか？

別表市３の経費区分について

＊検収記録簿または納品書には必ず生産地を記載のこ
と。とございますが、システム上納品書に記載することが
難しいため、別途提出でもよろしいでしょうか？
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請求対象ではありません。

21

22

23

別途提出される書類内容によります。納品毎の生産地が
把握出来る書類である必要があります。

24

岡山市立せのお病院給食業務委託仕様書の１ 病棟配膳後30分以内の場合は、通常どおり食事提供をす 平均食数は１月あたり０～５食です。
２．食事時間およびオーダー入力締切時間につい ること。と記載ございますが、配膳後30分以内に提供する
て
平均食数をご教示ください。

25

岡山市立せのお病院給食業務委託仕様書の１ 病棟配膳後30分以内の場合は、通常どおり食事提供をす お見込みの通りです。
２．食事時間およびオーダー入力締切時間につい ること。と記載ございますが、予備食などを準備されている
て
のでしょうか？

26

岡山市立せのお病院給食業務委託仕様書の１ 予備食を準備する場合は、食種と食数をご教示ください。 その日の献立、食数変動によるため規定されていません。
２．食事時間およびオーダー入力締切時間につい
て

27

岡山市立せのお病院給食業務委託仕様書の１ 予備食を準備する場合は、請求対象という認識で宜しいで 予備食を実際に患者食として提供した場合に、請求対象と
２．食事時間およびオーダー入力締切時間につい しょうか？
しています。
て
岡山市立せのお病院給食業務委託仕様書の１
７．給食材料費について

濃厚流動食、一部の栄養補助食品を除く。と記載ございま 一般的に給食で提供されるゼリー等
すが、給食材料費に含まれる栄養補助食品名と使用量/ ・オレンジゼリー、グレープゼリーなど
年を開示頂けないでしょうか？
使用量の開示が難しい場合は、受託者にて栄養補助食品 使用量：約１，０００個/年
（付加食）の使用範囲を相談させて頂くことは可能でしょう
か？

別表せ１の１．献立について

治療上必要な個別オーダーの提供をする。例：食品の追 果物類 使用量：１食あたり７０ｇ程度提供
加（強化ゼリー、果物、ジュースなど）と記載あり、捕食・追
対象者：１名／食
加食は給食材料費に含むと記載ございますが、給食材料
費に含まれる場合は、使用品名、使用量/年をご教示くだ ジュース類 使用量：１食あたり１Ｐ（２００ｍｌ）×３０Ｐ／年
さい。
使用量の開示が難しい場合は、受託者にて追加食の使用
範囲を相談させて頂くことは可能でしょうか？

別表せ１の１．献立について

治療上医師が必要と認めた場合は、低たん白ご飯を使用
する。と記載ございますが、給食材料費に含まれるので
しょうか？
給食材料費に含まれる場合は、使用品名、使用量/年をご
教示ください。
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低たん白ご飯は給食材料費に含まれます。
たんぱく調整ごはん１／２０（1食１８０ｇ）
医師の指示により使用量は変動
直近３年間は使用実績がありません。

No,

資料項目
別表せ１の４たんぱく強化食について

質問内容
回答内容
給食材料費の算定のため、ご参考までに食材使用量が記 たんぱく強化食はリハビリ教育入院患者（１回５日間）に提
載された献立を開示頂けないでしょうか？
供します。
並食の献立に１日２００Kcal、たんぱく質１０gの副菜を追加
します。具体的には、昼夕に副菜１品づつを追加、退院前
日の夕食主菜は牛ステーキを提供します。
追加する副菜の献立例
・鮭大根
・絹厚揚げのそぼろあん
・鶏胸肉マヨネーズ焼き
鶏胸肉４０g
塩 ０．２g
コショー ０．０１g
マヨネーズ ４g
濃口醤油 ０．８g
サラダ油 １g

31

別表せ１の１０．湯茶について

お茶ゼリー、トロミ茶については、食事ごとに受託者が準 お見込みの通りです。
備し、食事トレーにのせて配膳する。と記載ございますが、
その他お茶対応は、病棟対応の認識でよろしいでしょう
か？

別表せ３の経費区分について

非常食、備蓄食は貴院負担の認識宜しいでしょうか？

購入費用は受託者の負担としています。期限が切れる前
に、病院食の食材料として使用します。その場合、提供し
た食数のとおり食材費をお支払いします。

別表市３の経費区分について

保存食は、一食分としてご請求の対象でしょうか？

請求対象ではありません。

別表市３の経費区分について

厨房内にて使用するゴミ袋は、塵芥処理費または消耗品 ゴミ袋の指定等はありません。
費と存じますが、ゴミ袋の指定等（岡山市自治体指定）ご
ざいますか？
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様式１０－１の①食材費見積金額（1食あたり）に 3年間の想定食数が朝、昼、夕食の合計食数で計算され お見込みの通りです。
ついて
ているため、患者食、産婦人科食は一食あたりの金額は、
朝、昼、夕の同一価格での提案で宜しいでしょうか？
様式１０－１の①食材費見積金額（1食あたり）に 患者食、産婦人科食の朝、昼、夕食の単価差のある提案 お見込みの通りです。
ついて
の場合は、想定食数÷3（朝、昼、夕）各食の食数計算で
算出したらよろしいでしょうか？
それとも各食の食数を開示頂くことは可能でしょうか？
様式１０－１の①食材費見積金額（1食あたり）に その他食の食材見積金額の参考のため、現状の献立内
ついて
容、対応を開示頂けないでしょうか？

例） 全粥半量と梅びしおのみ
ヨーグルトのみ
ジュースのみ

38

39

様式１０－１の①食材費見積金額（1食あたり）に ３年間の契約となりますが、昨今の食材高騰・労働市場相 当法人の契約規程に基づき協議します。
ついて
場高騰の様に想定外の社会情勢変化が生じた場合、契約
金額等は協議のうえ変更できるとの認識で宜しいでしょう
か？
受託者の従業員駐車場の利用について

40

41

42

その他食は、患者さんが希望し、摂取出来るもののみ提供
する食事となります。

受託者従業員の駐車場を貸与頂くことは可能でしょうか？ 当法人の駐車場使用要綱に基づき貸与可能です。使用料
貸与頂ける場合は、有償でしょうか？無償でしょうか？
金は月額６，６００円（税込み）となります。
有償貸与の場合、駐車場1台あたりの契約金額をご教示く
ださい。

【別表市６】【別表市６】院内約束食事箋について 院内約束食事箋における栄養価基準に対する許容範囲を 栄養素、食種によるため、数字で示すことが難しいです。
ご教示ください。

【別表市６】【別表市６】院内約束食事箋について 院内約束食事箋は「日本人の食事摂取基準2020年版」を 現在対応中です。
もとに作成されていると思いますが、日本食品標準成分表
が八訂へ改定されたことによるエネルギーの差異につい
て、どのようなご見解か、ご教示ください。
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