
 

 

学校給食調理業務委託学校別仕様書 

 

１ 件名 

  学校給食調理業務委託（芝小学校） 

 

２ 履行場所 

港区立芝小学校（以下「学校」という。） 

港区芝二丁目２１番３号 

電話 ０３（３４５６）３０７２ 

 

３ 給食数 

  約５２０食 

 

４ 給食時間 

（１）検食時間       午前１１時４０分 ～ 

（２）主事等     正午 ～ 

（３）教職員等       午後０時１０分 ～ 

（４）児童・教職員   午後０時１０分 ～ 午後０時５０分 

ただし、学校行事等により時間を変更する場合は、その都度連絡する。 

 

５ 施設使用時間 

  午前７時４５分から午後５時００分まで 

 

６ 施設・設備等について 

  床 ······ ドライ 

  機器等･･･機器等の取扱については、別途仕様書、契約条項及び作業基準の

とおりとする。 

 

７ 配食、運搬及び回収 

（１）配食 

・主事室 ········ １ヶ所 

・職員室 ········ １ヶ所 

・クラスルーム ·· 通常学級１５クラス（予定） 

   ただし、学校行事等により配食を変更する場合は、その都度連絡する。 

（２）運搬等 

   配食後、リフトを使用し、配膳車に乗せて各階の所定の場所に並べ、児童

が来るまで立ち会う。なお、安全のため直接、担任教員に引き渡すこと。 

   職員室用は２階の配膳室に運搬、主事室用は、給食室受け取り窓口に準備

する。 

   サンプル展示食は所定の場所（２ヶ所）に置く。 



  

（３）回収 

   給食終了後、各階の所定の場所から給食室にリフトを使い回収する。職員

室用は２階配膳室、主事室用は、給食受取窓口から給食室に回収する。 

   サンプル展示食についても回収する。 

 

８ 残菜及びごみの処理 

別添「作業基準」のⅤに準じて行う。 

ごみの分別、収集日時等は、「廃棄物の種類別処理方法」の別表６のとおりと

する。なお、環境ＩＳＯの取り組みに基づき、残菜等の重量を量り、記録する

こと。 

 

９ その他特記事項 

（１）給食関係行事予定 

ア 給食試食会 ······················ １回  

イ セレクト給食 ···················· ３回以上 

ウ 学校公開・学習発表会（休日開催） ２～３回 

エ 保育園との交流給食 ·············· １回 

オ ふれあい給食 ···················· １回 

カ たてわり給食 ···················· ３回 

キ その他必要がある場合は、その都度協議する 

（２）特別食対応 

食物アレルギー等の児童について、除去食などその他栄養士の指示により

行う。 

また、月１回行われる「給食アレルギー対応委員会」に正社員１名が出席

する。 

（３）その他 

   新しいメニュー開発等の場合、栄養士と協議し積極的に協力する。 

 

10 担当 

  教育委員会事務局学校教育部学務課保健給食係 

  電話 03-3578-2111 内線 2735 



 

 

学校給食調理業務委託学校別仕様書 

 

１ 件名 

  学校給食調理業務委託（赤羽小学校） 

 

２ 履行場所 

港区立赤羽小学校（以下「学校」という。） 

港区三田一丁目４番５２号 

電話 ０３（３４５１）１９８８ 

   ※令和５年４月１日、新校舎への移転予定 

 

３ 給食数 

  約６３０食 

 

４ 給食時間 

（１）検食時間       午前１１時５０分 ～ 

（２）教職員等       午後０時２０分 ～ 

（３）児童・教職員   午後０時２０分 ～ 午後１時００分 

ただし、学校行事等により時間を変更する場合は、その都度連絡する。 

 

５ 施設使用時間 

  午前７時４５分から午後４時４５分まで 

 

６ 施設・設備等について 

  床 ······ ウェット（午前中はドライ運用） 

  機器等･･･機器等の取扱については、別途仕様書、契約条項及び作業基準の

とおりとする。 

 

７ 配食、運搬及び回収 

（１）配食 

・教職員用 ······ ２ヶ所（職員室１、主事室１） 

・クラスルーム ·· 通常学級１６クラス、特別支援学級２クラス（予定） 

   ただし、学校行事等により配食を変更する場合は、その都度連絡する。 

（２）運搬等 

   配食後、リフトを使用し、配膳車に乗せて各階の配膳室に並べる。提供開

始まで配膳室は施錠する。牛乳については、配缶後に保冷庫がある２階へ運

び、給食時間に合わせて配膳車へ乗せる。 

   クラスのワゴンを引き取りに来るまで立ち会い、ワゴンは安全のため、直

接担任教員に引き渡す。 

   教職員用は２階の配膳室・用務主事室まで運搬する。 



  

   サンプル展示食は所定の場所（３ヶ所）に置く。 

（３）回収 

   給食終了後、各階の所定の場所から給食室にリフトを使い回収する。教職

員用・特別支援学級は２階配膳室から、１階用務主事室はリフトを使わずに

１階給食室に回収する。 

   サンプル展示食についても回収する。 

 

８ 残菜及びごみの処理 

別添「作業基準」のⅤに準じて行う。 

ごみの分別、収集日時等は、「廃棄物の種類別処理方法」の別表６のとおりと

する。なお、環境ＩＳＯの取り組みに基づき、残菜等の重量を量り、記録する

こと。 

また、食器の破損数等も記録する。 

 

９ その他特記事項 

（１）給食関係行事予定 

ア 給食試食会 ·························· １回  

イ 学校公開・学習発表会（休日開催） ···· １回  

ウ 幼稚園体験給食 ······················ ２回 

エ その他必要がある場合は、その都度協議する 

（２）特別食対応 

食物アレルギー等の児童について、除去食などその他栄養士の指示により

行う。 

（３）その他 

   新しいメニュー開発等の場合、栄養士と協議し積極的に協力する。 

 

10 校舎移転に伴う調理施設等の整備 

 令和５年４月１日、新校舎への移転（予定）に伴い、令和５年２月～３月頃、

新校舎の給食施設設備の準備業務が生じる。 

・現行給食室内及び配膳室内物品の移動業務 

・新校舎内の給食室における調理器具等の整備、洗浄及び消毒 

 ・新校舎内の配膳室の整備、清掃及び消毒 

 ・新校舎内の各教室に配備する配膳台の整備、清掃及び消毒 

 ・その他、校舎移転に伴い必要な業務 

 

11 担当 

  教育委員会事務局学校教育部学務課保健給食係 

  電話 03-3578-2111 内線 2735 



 

 

学校給食調理業務委託学校別仕様書 

 

１ 件名 

  学校給食調理業務委託（芝浦小学校） 

 

２ 履行場所 

港区立芝浦小学校（以下「学校」という。） 

港区芝浦四丁目８番１８号 

電話 ０３（３４５１）４９５０ 

※ 本校舎及び仮設校舎それぞれに給食室あり。 

 

３ 給食数 

  約１，１００食（内訳：本校舎 約９００食 仮設校舎 約２００食） 

 

４ 給食時間 

（１）検食時間       午前１１時４５分 ～（Ｂ時程 午前１１時２５分～） 

（２）教職員等       午前１１時４５分～ 

（３）児童・教職員   午後０時１５分 ～ 午後０時５５分 

（Ｂ時程 午前１１時５５分～午後０時３５分） 

ただし、短縮時程・学校行事等により時間を変更する場合は、その都度連絡する。 

 

５ 施設使用時間 

  午前７時００分から午後４時４０分まで 

 

６ 施設・設備等について 

  床 ······ ドライ仕様 

  機器等･･･機器等の取扱については、別途仕様書、契約条項及び作業基準の

とおりとする。 

 

７ 配食、運搬及び回収 

（１）配食 

・教職員用・検食……２ヶ所 

・クラスルーム ·· ３７クラス（予定） 

   ただし、学校行事等により配食を変更する場合は、その都度連絡する。 

（２）運搬等 

   配食後、専用エレベーターを使用し、配膳車に乗せて各階の所定の位置に

並べ待機する。安全のため、またアレルギー対応児童等の除去食引き渡しを

するため、直接担当教員に引き渡す。 

   教職員用は校舎１階職員室・用務主事室まで運搬する。 

   サンプル展示食は所定の場所（３ヶ所）に置く。 



  

（３）回収 

   給食終了後、各階の所定の場所から給食室に専用エレベーターを使い回収

する。教職員用は、本校舎１階職員室から給食室に回収する。 

   サンプル展示食についても回収する。 

 

８ 残菜及びごみの処理 

別添「作業基準」のⅤに準じて行う。 

ごみの分別、収集日時等は、「廃棄物の種類別処理方法」の別表６のとおりと

する。なお、環境ＩＳＯの取り組みに基づき、残菜等の重量を量り、記録する

こと。 

 

９ その他特記事項 

（１）給食関係行事予定 

給食試食会等、必要がある場合はその都度協議する。 

（２）特別食対応 

食物アレルギー等の児童について、除去食などその他栄養士の指示により

行う。 

（３）その他 

  ア 教職員の食数は、講師、介助員等の勤務状況により毎日変更がある。 

  イ 学校が教育課程の一環として行う「食育」に関わる教育活動には、事前

に協議を行い、積極的に協力する。 

  ウ 献立会議（１回／月）に参加し、調理業務や給食指導について情報交換

を行う。 

  エ 新しいメニュー開発等の場合、栄養士と協議し積極的に協力する。 

 

10 担当 

  教育委員会事務局学校教育部学務課保健給食係 

  電話 03-3578-2111 内線 2735 



 

 

学校給食調理業務委託学校別仕様書 

 

１ 件名 

  学校給食調理業務委託（芝浜小学校） 

 

２ 履行場所 

港区立芝浜小学校（以下「学校」という。） 

港区芝浦一丁目１６番３１号 

電話 未定 

 

３ 給食数 

  約５００食（開設当初の見込み食数） 

※ ただし、契約期間（５年間）に児童数、教職員数は段階的に増加し、

1,000 食程度に達する見込み。 

   

４ 給食時間 

（１）検食時間       午前１１時４５分 ～（Ｂ時程 午前１１時３０分～） 

（２）教職員等       正午～ 

（３）児童・教職員   午後０時１５分 ～ 午後０時５５分 

（Ｂ時程 正午～午後０時４０分） 

ただし、短縮時程・学校行事等により時間を変更する場合は、その都度連絡する。 

 

５ 施設使用時間 

  午前７時００分から午後４時４０分まで 

 

６ 施設・設備等について 

  床 ······ ドライ仕様 

  機器等･･･機器等の取扱については、別途仕様書、契約条項及び作業基準の

とおりとする。 

 

７ 配食、運搬及び回収 

（１）配食 

・教職員用・検食……２ヶ所 

・クラスルーム ·· １５クラス（予定） 

   ただし、学校行事等により配食を変更する場合は、その都度連絡する。 

（２）運搬等 

   配食後、専用エレベーターを使用し、配膳車に乗せて各階の所定の位置に

並べ待機する。安全のため、またアレルギー対応児童等の除去食引き渡しを

するため、直接担当教員に引き渡す。 

   教職員用は校舎１階職員室・用務主事室まで運搬する。 



  

   サンプル展示食は所定の場所（２ヶ所（予定））に置く。 

（３）回収 

   給食終了後、各階の所定の場所から給食室に専用エレベーターを使い回収

する。教職員用は、本校舎１階職員室から給食室に回収する。 

   サンプル展示食についても回収する。 

 

８ 残菜及びごみの処理 

別添「作業基準」のⅤに準じて行う。 

ごみの分別、収集日時等は、「廃棄物の種類別処理方法」の別表６のとおりと

する。なお、環境ＩＳＯの取り組みに基づき、残菜等の重量を量り、記録する

こと。 

 

９ その他特記事項 

（１）給食関係行事予定 

ア 給食試食会 ······················ ２回  

イ セレクト給食 ···················· ３回 

ウ リクエスト給食 ·················· １回 

エ 週休日等における学校行事開催（公開授業等）による給食 ···· １回 

オ その他必要がある場合は、その都度協議する 

（２）特別食対応 

食物アレルギー等の児童について、除去食などその他栄養士の指示により

行う。また、刻み食対応等の必要が生じた場合、発注者及び学校と協議する

こと。 

（３）その他 

  ア 教職員の食数は、講師、介助員等の勤務状況により毎日変更がある。 

  イ 学校が教育課程の一環として行う「食育」に関わる教育活動には、事前

に協議を行い、積極的に協力する。 

  ウ 献立会議（１回／月）に参加し、調理業務や給食指導について情報交換

を行う。 

  エ 新しいメニュー開発等の場合、栄養士と協議し積極的に協力する。 

  オ 本仕様書は、あくまで予定であり、詳細は決定次第適宜対応する。 

10 新規開設に伴う調理施設等の整備 

 別途契約により、次の開設準備業務を行うこと。 

・給食室における調理器具等の整備、洗浄及び消毒 

 ・配膳室の整備、清掃及び消毒 

 ・各教室に配備する配膳台の整備、清掃及び消毒 

 ・その他、開設に伴い必要な業務 

 

11 担当 

  教育委員会事務局学校教育部学務課保健給食係 

  電話 03-3578-2111 内線 2735 



 

 

学校給食調理業務委託学校別仕様書 

 

１ 件名 

  学校給食調理業務委託（御田小学校） 

 

２ 履行場所 

港区立御田小学校（以下「学校」という。） 

港区三田四丁目１１番３８号 

電話 ０３（３４５１）３９９７ 

※ 令和５年度内に、仮校舎へ移転予定 

※ 令和９年４月１日、新校舎への移転予定 

３ 給食数 

  約５３０食 

 

４ 給食時間 

（１）検食時間       午前１１時４０分 ～ 

（２）教職員等       正午 ～ 午後０時１５分 

（３）児童・教職員   午後０時１５分 ～ 午後１時００分 

ただし、学校行事等により時間を変更する場合は、その都度連絡する。 

 

５ 施設使用時間 

  午前６時３０分から午後５時００分まで 

  ただし、都合により時間を変更する場合は、その都度協議する。 

 

６ 施設・設備等について 

  床 ······ ウェット（ドライ使用として扱う） 

  機器等･･･機器等の取扱については、別途仕様書、契約条項及び作業基準の

とおりとする。 

 

７ 配食、運搬及び回収 

（１）配食 

・教職員用 ···· １ヶ所 

・クラスルーム ···· １５クラス（予定） 

   ただし、学校行事等により配食を変更する場合は、その都度連絡する。 

（２）運搬等 

   配食後、リフトを使用し、配膳車に乗せて各階の所定の場所に並べ、担当

教員に引き渡す。   

西校舎教室への運搬は、本校舎リフトで２階に運搬した上で、西校舎リフ

トで１階に下ろす作業を要する。 

   教職員（副校長・養護教諭・事務）分は、給食室で配膳し所定のラックに



  

置く。 

   給食終了後、各階の所定の場所から給食室にリフトを使い回収する。 

 

８ 残菜及びごみの処理 

別添「作業基準」のⅤに準じて行う。 

ごみの分別、収集日時等は、「廃棄物の種類別処理方法」の別表６のとおりと

する。なお、環境ＩＳＯの取り組みに基づき、残菜等の重量を量り、記録する

こと。 

 

９ その他特記事項 

（１）給食関係行事予定 

ア 給食試食会 ······················ １回  

イ リクエスト給食 ·················· ２回 

ウ 食育推進事業献立 ················ ３回 

エ その他必要がある場合は、その都度協議する 

（２）特別食対応 

食物アレルギー等の児童について、除去食などその他栄養士の指示により

行う。 

（３）その他 

  ア 教職員の食数は、講師、介助員等の勤務状況により毎日変更がある。 

  イ 学校が教育課程の一環として行う「食育」に関わる教育活動には、事前

に協議を行い積極的に協力する。 

  ウ 献立会議（１回／月）に参加し、調理業務や給食指導について、情報交

換を行う。 

  エ 新しいメニュー開発等の場合、栄養士と協議し積極的に協力する。 

 

10 校舎移転について 

 契約期間（５年間）のうち、令和５年度内に、仮校舎へ移転、及び令和９年   

４月１日、新校舎への移転をそれぞれ予定していることから、各校舎の給食施設

設備の準備業務が生じる。 

・現行給食室内及び配膳室内物品の移動業務 

・移転先給食室における調理器具等の整備、洗浄及び消毒 

 ・移転先配膳室の整備、清掃及び消毒 

 ・各教室に配備する配膳台の整備、清掃及び消毒 

 ・その他、校舎移転に伴い必要な業務 

 

11 担当 

  教育委員会事務局学校教育部学務課保健給食係 

  電話 03-3578-2111 内線 2735 



 

 

学校給食調理業務委託学校別仕様書 

 

１ 件名 

  学校給食調理業務委託（高輪台小学校） 

 

２ 履行場所 

港区立高輪台小学校（以下「学校」という。） 

港区高輪二丁目８番２４号 

電話 ０３（５４４７）０６１６ 

 

３ 給食数 

  約８５０食 

 

４ 給食時間 

（１）検食時間        午前１１時３０分 ～ 

（２）教職員（主事室） 正午～ 

   児童・教職員（校務センター）午後０時２０分 ～ 午後１時０５分 

ただし、学校行事等により時間を変更する場合は、その都度連絡する。 

 

５ 施設使用時間 

  午前７時００分から午後４時００分まで 

 

６ 施設・設備等について 

  床 ······ ドライ 

  機器等･･･機器等の取扱については、別途仕様書、契約条項及び作業基準の

とおりとする。 

 

７ 配食、運搬及び回収 

（１）配食 

・教職員用 ······ ２ヶ所 

・クラスルーム ·· 通常学級２２クラス（予定） 

   ただし、学校行事等により配食を変更する場合は、その都度連絡する。 

（２）運搬等 

   配食後、リフトを使用し、配膳車に乗せて各階の所定の場所に並べ、児童

が来るまで立ち会う。アレルギー対応食は、安全のため、直接、児童本人又

は教員に引き渡す。 

   教職員用は１階の校務センター・用務主事室まで運搬する。 

   サンプル展示食は所定の場所（３ヶ所）に置く。 

（３）回収 

   給食終了後、各階の所定の場所から給食室にリフトを使い回収する。教職



  

員用は、１階校務センター・用務主事室から給食室に回収する。 

   サンプル展示食についても回収する。 

 

８ 残菜及びごみの処理 

別添「作業基準」のⅤに準じて行う。 

ごみの分別、収集日時等は、「廃棄物の種類別処理方法」の別表６のとおりと

する。なお、環境ＩＳＯの取り組みに基づき、残菜等の重量を量り、記録する

こと。 

 

９ その他特記事項 

（１）給食関係行事予定 

ア 給食試食会 ······················ １～２回  

イ 学校公開・学習発表会（休日開催） １～２回 

ウ 幼稚園体験給食 ·················· ３回程度 

エ セレクト、リクエスト給食 ········ ５～６回 

カ その他必要がある場合は、その都度協議する 

（２）特別食対応 

食物アレルギー等の児童について、除去食などその他栄養士の指示により

行う。食物アレルギーへの対応は、学校及び栄養士の指示に従い、適切かつ

必要な対応を行うこと。 

（３）その他 

   新しいメニュー開発等の場合、栄養士と協議し積極的に協力する。 

 

10 担当 

  教育委員会事務局学校教育部学務課保健給食係 

  電話 03-3578-2111 内線 2735 



 

 

学校給食調理業務委託学校別仕様書 

 

１ 件名 

  学校給食調理業務委託（南山小学校） 

 

２ 履行場所 

港区立南山小学校（以下「学校」という。） 

港区元麻布三丁目８番１５号 

電話 ０３（３４０３）５７７３ 

 

３ 給食数 

  約３６０食 

 

４ 給食時間 

（１）検食時間       正午 ～ 

（２）教職員等       午後０時１５分 ～ 

（３）児童       午後０時１５分 ～  

ただし、学校行事等により時間を変更する場合は、その都度指示する。 

 

５ 施設使用時間 

  午前７時４５分から午後４時４５分まで 

  玄関の施錠は原則行わない。施錠前に退勤する。 

 

６ 施設・設備等について 

  床 ······ ウェット（ドライ運用） 

  機器等･･･機器等の取扱については、別途仕様書、契約条項及び作業基準の

とおりとする。 

 

７ 配食、運搬及び回収 

（１）配食 

・幼稚園 ········ １ヶ所（年３回の体験給食の予定） 

・教職員用 ······ ２ヶ所（職員室・用務主事室） 

・クラスルーム ·· 通常学級１２クラス（予定） 

   ただし、学校行事等により配食を変更する場合は、その都度連絡する。 

（２）運搬等 

   配食後、リフトを使用し、配膳車に乗せて各階の所定の場所に並べ、安全

のため配膳室に鍵をかける。 

アレルギー除去食対応の児童がいるクラスは、配膳室で待機し、担任に直

接申し送りをする。また、必要に応じ該当児童へ配膳されているか各教室に

入り確認する。 



  

   教職員用（職員室・用務主事室）は給食室のカウンターに置く。 

   サンプル展示食は所定の場所（３ヶ所）に置く。 

（３）回収 

   給食終了後、各階の所定の場所から給食室にリフトを使い回収する。教職

員用は、給食室のカウンターに返却されたものを回収する。 

   サンプル展示食についても回収する。 

 

８ 残菜及びごみの処理 

別添「作業基準」のⅤに準じて行う。 

ごみの分別、収集日時等は、「廃棄物の種類別処理方法」の別表６のとおりと

する。なお、環境ＩＳＯの取り組みに基づき、残菜等の重量を量り、記録する

こと。また、食器の破損数等も記録する。 

 

９ その他特記事項 

（１）給食関係行事予定 

ア 給食試食会 ······················ １回  

イ 親子給食会 ······················ ２回 

ウ 幼稚園体験給食 ·················· 年４回 

エ 幼稚園交流給食 ·················· １回 

オ セレクト給食 ···················· ３～４回 

カ 保育園交流給食 ·················· 年１回 

キ 異学年交流給食 ·················· 月３回 

ク その他必要がある場合は、その都度協議する 

（２）特別食対応 

食物アレルギーの児童、禁忌食対応児童、その他対応が必要な児童につい

ては学校と協議のうえ栄養士の指示により行う。 

（３）その他 

  ア 新しいメニュー開発等の場合、栄養士と協議し積極的に協力すること。 

  イ 教育課程の一環としての「食育」に関わる教育活動については、事前に

協議の上、積極的に協力すること。 

  ウ 生活・健康づくり部「アレルギー対応委員会」に所属し、校内研修会へ

の参加、教職員との情報・意見交換を行うこと。 

  エ ESC（イングリッシュサポート・クラス）に在籍する児童に関する対応は

栄養士と協議の上、積極的に協力すること。 

 

10 担当 

  教育委員会事務局学校教育部学務課保健給食係 

  電話 03-3578-2111 内線 2735 



 

 

学校給食調理業務委託学校別仕様書 

 

１ 件名 

  学校給食調理業務委託（笄小学校） 

 

２ 履行場所 

港区立笄小学校（以下「学校」という。） 

港区西麻布三丁目１１番１６号 

電話 ０３（３４０４）１５３０ 

 

３ 給食数 

  約５７０食 

 

４ 給食時間 

（１）検食時間     Ａ時程 午前１１時５０分 ～ Ｂ時程 午前１１時３５分 ～ 

（２）教職員等     Ａ時程 午後  ０時２０分 ～ Ｂ時程 午後０時０５分 ～ 

（３）児童・教職員 Ａ時程 午後  ０時２０分 ～ Ｂ時程 午後０時０５分 ～ 

ただし、学校行事等により時間を変更する場合は、その都度連絡する。 

 

５ 施設使用時間 

  午前７時４５分から午後４時４５分まで 

 

６ 施設・設備等について 

  床 ······ ウェット（ドライ運用） 

  機器等･･･機器等の取扱については、別途仕様書、契約条項及び作業基準の

とおりとする。 

 

７ 配食、運搬及び回収 

（１）配食 

・教職員用 ········ ２ヶ所 

・クラスルーム ···· １６クラス（予定） 

   ただし、学校行事等により配食を変更する場合は、その都度連絡する。 

（２）運搬等 

   配食後、リフトを使用し、配膳車に乗せて各階の所定の位置に並べ、児童

が来るまで立ち会う。なお、安全のため直接、担任教員に引き渡すこと。（本

校舎２階３学級、同３階 ６学級、同４階 ７学級）（予定） 

   教職員用は職員室、用務主事室は給食室前カウンターまで運搬する。 

   サンプル展示食は所定の場所（３ヶ所）に置く。 

（３）回収 

   給食終了後、各階の所定の場所から給食室にリフトを使い回収する。 



  

   サンプル展示食についても回収する。 

 

８ 残菜及びごみの処理 

別添「作業基準」のⅤに準じて行う。 

ごみの分別、収集日時等は、「廃棄物の種類別処理方法」の別表６のとおりと

する。なお、環境ＩＳＯの取り組みに基づき、残菜等の重量を量り、記録する

こと。 

 

９ その他特記事項 

（１）給食関係行事予定 

ア 給食試食会 ······················ １回  

イ セレクト給食 ···················· ３回程度 

ウ 学校公開・学習発表会等（休日開催） ···· １回 

エ 保育園との交流給食 ·············· １回 

オ 食育推進事業献立 ················ ３回 

カ その他必要がある場合は、その都度協議する 

（２）特別食対応 

食物アレルギー等の児童について、除去食などその他栄養士の指示により

行う。 

（３）その他 

  ア 教職員の食数は、講師、介助員等の勤務状況により毎日変更がある。 

  イ 学校が教育課程の一環として行う「食育」に関わる教育活動には、事前

に協議を行い積極的に協力する。調理業務や給食指導について情報交換を

行う。 

ウ 新しいメニューの開発等の場合は、栄養士と協議し積極的に協力する。 

 

10 担当 

  教育委員会事務局学校教育部学務課保健給食係 

  電話 03-3578-2111 内線 2735 



 

 

学校給食調理業務委託学校別仕様書 

 

１ 件名 

  学校給食調理業務委託（東町小学校） 

 

２ 履行場所 

港区立東町小学校（以下「学校」という。） 

港区南麻布一丁目８番１１号 

電話 ０３（３４５１）７７２６ 

 

３ 給食数 

  約５３０食 

 

４ 給食時間 

（１）検食時間       午前１１時５０分 ～ 

（２）主事等     正午 

（３）教職員等       午後０時２０分 ～ 

（４）児童・教職員   午後０時２０分 ～ 午後１時００分 

ただし、学校行事等により時間を変更する場合は、その都度指示する。 

 

５ 施設使用時間 

  午前７時４５分から午後５時００分まで 

 

６ 施設・設備等について 

  床 ······ ウェット（ドライ運用） 

  機器等･･･機器等の取扱については、別途仕様書、契約条項及び作業基準の

とおりとする。 

 

７ 配食、運搬及び回収 

（１）配食 

・職員室 ·········· １ヶ所 

・主事室 ·········· １ヶ所 

・クラスルーム ···· 通常学級１５クラス（予定） 

   ただし、学校行事等により配食を変更する場合は、その都度連絡する。 

（２）運搬等 

   配食後、リフトを使用し、運搬車に乗せて各階の所定の場所に並べ、児童

が来るまで立ち会う。安全のため、直接教員に引き渡し、その際に特別食対

応の申し送りをする。 

   職員室・主事室は、給食室の所定の位置に置く。 

   サンプル展示食は所定の場所（２ヶ所）に置く。 



  

（３）回収 

   給食終了後、各階の所定の場所から給食室にリフトを使い回収する。職員

室・主事室は、給食室の所定の位置に返却されたものを回収する。 

   サンプル展示食についても回収する。 

 

８ 残菜及びごみの処理 

別添「作業基準」のⅤに準じて行う。 

ごみの分別、収集日時等は、「廃棄物の種類別処理方法」の別表６のとおりと

する。なお、環境ＩＳＯの取り組みに基づき、残菜等の重量を量り、記録する

こと。 

 

９ その他特記事項 

（１）給食関係行事予定 

ア 給食試食会 ······················ １～２回  

イ 保育園交流給食 ·················· １回 

ウ セレクト・リクエスト給食 ········ ３～４回 

エ ファミリー給食 ·················· １～３回 

オ お別れ給食 ······················ １回 

カ 委員会児童の考えた給食 ·········· ３～４回 

その他必要がある場合は、その都度協議する 

（２）特別食対応 

ア 食物アレルギー等の児童について、除去食などその他栄養士の指示によ

り行う。 

  イ 国際学級の取り組みにより多国籍の児童が在籍しており、食材に配慮が

必要な児童もいる。異文化理解教育の一環として宗教食対応をしているた

め、除去食などその他栄養士の指示により行う。 

（３）その他 

  ア 児童数及び学習支援員・介助員等の勤務状況による職員数等については、

毎日変更あり。 

  イ 学校が教育課程の一環として行う「食育」に関わる教育活動には、事前 

 に協議を行い、積極的に協力する。 

ウ 新しいメニュー開発等の場合、栄養士と協議し積極的に協力する。 

 

10 担当 

  教育委員会事務局学校教育部学務課保健給食係 

  電話 03-3578-2111 内線 2735 



 

学校給食調理業務委託学校別仕様書 

 

１ 件名 

  学校給食調理業務委託（高松中学校） 

 

２ 履行場所 

港区立高松中学校（以下「学校」という。） 

港区高輪一丁目１６番２５号 

電話 ０３（３４４１）６２３９ 

 

３ 給食数 

  約３３０食（特別支援学級含） 

        ※令和３年度 高輪台小学校特別支援学級設置 

※令和４年度 高松中学校特別支援学級設置予定 

   

４ 給食時間 

（１）検食時間  

   ５０分時程   午後０時１５分 ～ 

４５分時程   午前１１時５５分 ～ 

（２）生徒・教職員 

５０分時程   午後０時３５分 ～ 午後１時１０分 

４５分時程   午後０時１５分 ～ 午後０時５０分 

（３）特別支援学級の児童・生徒・教職員 

午後０時 ～ 

ただし、学校行事等により時間を変更する場合は、その都度連絡する。 

 

５ 施設使用時間 

  午前７時００分から午後５時００分まで 

 

６ 施設・設備等について 

  床 ······ ウェット（ドライ運用） 

  機器等･･･機器等の取扱については、別途仕様書、契約条項及び作業基準の

とおりとする。 

 

７ 配食、運搬及び回収 

（１）配食 

・生徒用 ············ ９ヶ所（６階ランチルーム） 

・教職員用 ·········· １ヶ所（６階ランチルーム） 

・特別支援学級用 ···· １ヶ所（４階特別支援学級） 

ただし、学校行事等により配食を変更する場合は、その都度連絡する。 

特別支援学級は少人数のため、１食ずつ盛り付けて提供する。食数が増えた



  

場合は、食缶等に配食する予定。 

 

（２）運搬等 

検食は教職員用の机に置く。 

サンプル展示食は所定の場所（２ヶ所）に置く。 

配食後、生徒用は運搬車に乗せて、各クラスの列の前まで運搬する。 

教職員用は運搬車に乗せて、教職員の列まで運搬する。 

（３）回収 

給食終了後、生徒及び教職員は運搬車を所定の場所へ返却する。その後、給 

食調理員が回収する。保健室及び相談室で喫食する生徒用の食器は教職員等が 

給食室へ返却する。 

 

８ 残菜及びごみの処理 

別添「作業基準」のⅤに準じて行う。 

ごみの分別、収集日時等は、「廃棄物の種類別処理方法」の別表６のとおりと

する。なお、環境ＩＳＯの取り組みに基づき、残菜等の重量を量り、記録し、

栄養士に報告すること。 

 

９ その他特記事項 

（１）給食関係行事予定 

ア 給食試食会 ······················ １回  

イ セレクト給食 ···················· １回 

ウ リクエスト給食 ·················· １回 

エ 給食委員会による考案献立 ········ ３回（学期に１回） 

オ 合唱コンクール（休日開催）での給食・・・１回 

その他必要がある場合は、その都度協議する。 

（２）特別食対応 

食物アレルギー等の生徒について、除去食等その他栄養士の指示により行う。 

（３）特別支援学級について 

  高輪台小学校の特別支援学級が高松中学校の校舎内に設置されているため、

高輪台小学校特別支援学級の対応も業務に含む。 

（４）その他 

ア 新しいメニュー開発等の場合、栄養士と協議し積極的に協力する。 

イ 学校が教育課程の一環として行う「食育」に関わる教育活動には、事前

に協議を行い、積極的に協力する。 

ウ 児童・生徒数及び学習支援員・介助員・特別支援学級担当教職員等の勤

務状況による職員数等については、毎日変更あり。 
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学校給食調理業務委託学校別仕様書 

 

１ 件名 

  学校給食調理業務委託（港南中学校） 

 

２ 履行場所 

港区立港南中学校（以下「学校」という。） 

港区港南四丁目３番３号 

電話 ０３（３４７１）０２３８ 

 

３ 給食数 

  約４８０食 

 

４ 給食時間 

（１）検食時間       午後０時０５分 ～ 

（２）教職員等       午後０時１５分 ～ 

（３）生徒・教職員   午後０時３５分 ～ 午後１時０５分 

ただし、学校行事等により時間を変更する場合は、その都度連絡する。 

 

５ 施設使用時間 

  午前７時００分から午後５時００分まで 

 

６ 施設・設備等について 

  床 ······ ウェット（ドライ運用） 

  機器等･･･機器等の取扱については、別途仕様書、契約条項及び作業基準の

とおりとする。 

 

７ 配食、運搬及び回収 

（１）配食 

・教室用 ······ １２クラス（予定） 

・教職員用 ···· ３ヶ所 

   ただし、学校行事等により配食を変更する場合は、その都度連絡する。 

（２）運搬等 

   配食後、決められた配膳車に乗せて、２階以上はリフトを利用し、各階の

配膳室まで運搬する。配膳室は直前に解錠する。 

（３）回収 

   給食終了後、食器類等を上記の場所から給食室に回収する。配膳室は清掃

後、施錠する。 

 

 



  

８ 残菜及びごみの処理 

別添「作業基準」のⅤに準じて行う。 

ごみの分別、収集日時等は、「廃棄物の種類別処理方法」の別表６のとおりと

する。なお、環境ＩＳＯの取り組みに基づき、残菜等の重量を量り、記録する

こと。 

 

９ その他特記事項 

（１）給食関係行事予定 

ア 給食試食会 ························ １回以上 

イ 運動会での給食 ···················· １回 

ウ 学芸発表会（休日開催）での給食 ···· １回 

エ 防災訓練 ·························· １回 

オ 卒業バイキング ···················· 1 回 

カ その他必要がある場合は、その都度協議する 

（２）特別食対応 

食物アレルギー等の生徒について、除去食などその他栄養士の指示により

行う。 

（３）その他 

  ア 行事食や特別な給食の場合、栄養士と協議し、積極的に協力する。 

  イ グリストラップの清掃は滞りのないように行う。 
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学校給食調理業務委託学校別仕様書 

 

１ 件名 

  学校給食調理業務委託（赤坂中学校・赤坂小中一貫教育校） 

 

２ 留意事項 

本契約の履行場所については、令和５年度からの赤坂小中一貫教育校化を見

据え、令和４年度中は赤坂中学校、令和５年度以降は赤坂小中一貫教育校が対

象となります。 

 

３ 履行場所 

（１）令和４年４月～令和４年８月 

港区立赤坂中学校 

港区南青山一丁目１８番１２号 

電話 ０３（３４０２）９３０６ 

（２）令和４年９月～令和５年３月 

   港区立赤坂中学校 

   港区赤坂九丁目２番３号（仮） 

（３）令和５年４月以降 

   港区立赤坂小中一貫教育校（仮） 

   港区赤坂八丁目１３番２９号・港区赤坂九丁目２番３号（仮） 

 

４ 給食数 

  令和４年度………約１１０食 

 令和５年度以降…約７８０食 

 

５ 給食時間 

（１）検食時間       午後０時０５分 ～ 

（２）教職員等       午後０時１０分 ～ 

（３）生徒・教職員   午後０時３５分 ～ 午後１時０５分 

ただし、学校行事等により時間を変更する場合は、その都度連絡する。 

※小中一貫教育校化後の時程は調整中 

 

６ 施設使用時間 

  午前７時４５分から午後４時４５分まで 

 

７ 施設・設備等について 

  床 ······ ドライ 

  機器等･･･機器等の取扱については、別途仕様書、契約条項及び作業基準の

とおりとする。 



  

 

８ 配食、運搬及び回収 

（１）配食 

・教室用 ······ ４クラス（令和４年度の予定 令和５年度以降は未定） 

・教職員用 ···· ２ヶ所 

   ただし、学校行事等により配食を変更する場合は、その都度連絡する。 

（２）運搬等 

   配食後、決められた配膳車に乗せて、２階以上はリフトを利用し、各階の

リフト前の配膳室まで運搬する。ただし、令和４年９月以降は、栄養士の指

示に従う。 

   配膳室は直前に解錠し、配膳車は当番生徒に手渡しする。配膳室は清掃後

施錠する。 

   サンプル展示食は所定の場所に置く。 

（３）回収 

   給食終了後、食器類等（ワゴン用台ふきんを含む）、サンプル展示食を上

記の場所から給食室に回収する。 

 

９ 残菜及びごみの処理 

別添「作業基準」のⅤに準じて行う。 

ごみの分別、収集日時等は、「廃棄物の種類別処理方法」の別表６のとおりと

する。なお、環境ＩＳＯの取り組みに基づき、残菜等の重量を量り、記録する

こと。 

 

10 その他特記事項 

（１）給食関係行事予定 

ア 給食試食会 ························ １回  

イ セレクト・リクエスト給食 ·········· ４～５回 

ウ 運動会（休日開催）での給食 ········ １回 

エ 学芸発表会（休日開催）での給食 ···· １回 

オ その他必要がある場合は、その都度協議する。 

（２）特別食対応 

食物アレルギー等の児童について、除去食などその他栄養士の指示により

行う。 

（３）その他 

   新しいメニュー開発等の場合、栄養士と協議し積極的に協力する。 

 

11 校舎移転に伴う調理施設等の整備 

 令和４年９月、新校舎への移転（予定）に伴い、令和４年７月～８月頃、新校

舎の給食施設設備の準備業務が生じる。 

・現行給食室内及び配膳室内物品の移動業務 

・新校舎内の給食室における調理器具等の整備、洗浄及び消毒 



  

 ・新校舎内の配膳室の整備、清掃及び消毒 

 ・新校舎内の各教室に配備する配膳台の整備、清掃及び消毒 

 ・その他、校舎移転に伴い必要な業務 
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