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１１１１．．．．事業事業事業事業のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

職員食堂は院内で最も景色のいい６階にあり、毎日忙しく働く病院職員

のために昼食の充実を図り、働く意欲を高めるとともに憩いの場所にもな

るような職員食堂を目指して、優れた企画提案を募集し、さらにヒアリン

グを実施して、最適な事業者を選考するものです。 

 

２２２２．．．．病院概要病院概要病院概要病院概要    

（１）施設名    常滑市民病院（開設者 常滑市長 片岡憲彦） 

（２）所在地    愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３ 

（３）病院の規模  病床数２６７床（一般２６５床、感染症２床） 

（４）職員数    約６００人（委託業者含む） 

（５）建築概要 

    建築面積：約６，６５４平方メートル 

    延床面積：約２２，０３１平方メートル 

    構  造：Ｓ造一部ＲＣ造一部ＳＲＣ造（免震構造） 

    階  数：地上６階建 塔屋付 

（６）平均食数   別表３のとおり 

 

３３３３．．．．運営事業者運営事業者運営事業者運営事業者のののの審査審査審査審査とととと決定等決定等決定等決定等    

（１）運営事業者の決定方法 

    申込者から提出された書類に基づく書類審査と、参加資格審査合格者

による企画提案（プレゼンテーション）を行い、各提案項目、運営能力

等について総合的な評価により選定します。なお、応募者多数の場合は

企画提案審査を行う応募者を書類審査により４者程度まで絞り込む場合

がありますので、参加申込書へ必要事項を漏れなく記入するようにして

下さい。 

 

（２）決定通知等 

    書類審査後および運営事業者候補者の決定後にそれぞれ文書にて通知

します。書類審査による合否の通知、書類審査合格者による企画提案（プ

レゼンテーション）審査、運営事業者候補者の最終決定は次のスケジュ

ールを予定しています。なお、都合により変更する場合常滑市民病院の

ホームページで行います。 

   （ア）参加資格審査   

    実施要項発表 

     平成２８年１０月 ６日（木） 

    書類提出期間 

     平成２８年１０月１３日（木）から平成２８年１０月１９日（水） 

    資格審査結果通知 

     平成２８年１０月２４日（月） 
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   （イ）企画提案審査 

    質疑受付 

     平成２８年１０月２７日（木）から平成２８年１１月 ２日（水） 

    質疑回答 

     平成２８年１１月 ８日（火） 

    書類提出期間 

     平成２８年１１月１４日（月）から平成２８年１１月１８日（金） 

    企画提案書プレゼンテーション・ヒアリング 

     平成２８年１１月３０日（水） 

   （ウ）選考結果通知 

     平成２８年１２月上旬 

 

（３）審査項目と配点 

    企画提案（プレゼンテーション）における審査項目と配点は次のとお

りとします。 

   （ア）メニューの種類と価格               …２０点 

     ・下記「８．運営条件等について」中の（５）取扱品目および売価

目安等を参考にしていただき、自由提案とします。 

     ・提案できるイベント食について記載して下さい。 

     ・実際に提供可能な材料で調理したメニューで提案して下さい。 

     ・予定する月曜日～日曜日までのメニュー表を作成してください。 

   （イ）衛生管理の考え方                 …２０点 

     ・安全・衛生管理体制、感染対策及び罹患時の対応、清掃及び消毒

計画、廃棄物処理計画、事故防止・安全対策、防犯・防災等の安

全管理について記載してください。 

     ・病院という施設の特殊性を踏まえたうえでの清掃の回数・方法、

廃棄物の処理について廃棄物の発生を抑制するとともに環境問題

に配慮するため事業者としてどのような取組を行うか記載してく

ださい。 

   （ウ）従業員の研修                   …２０点 

     ・研修体制、接遇研修等について記載してください。 

     ・病院という施設の特殊性を考慮し、院内感染防止対策について従

業員にどのように指導を行うかを記載してください。他病院等実

際の事例を踏まえてわかりやすく記載して下さい。 

   （エ）自己評価の実施体制                …２０点 

     ・利用者の意見をどのように反映するか、また事業者の中でどのよ

うな工夫を行っていくか、自己評価の実施体制について記載して

ください。 

   （オ）収支計画                     …２０点 
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３３３３．．．．運営事業者運営事業者運営事業者運営事業者のののの審査審査審査審査とととと決定等決定等決定等決定等    

   参加者は、下記要件を全ての満たす法人でなければ参加できません。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第 1

項の規定に該当しないものであることとします。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更

生手続き開始の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）第２１条に基づき再生手続き開始の申立てが

なされている者でないこととします。 

（３）特定債務等の調整の促進のための特定調整に関する法律（平成１１

年法律第１５８号）に基づく再生手続き開始の申立て又は再生手続

き中でないこととします。 

（４）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立

て中又は破産手続き中でないこととします。 

（５）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年

法律第１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構

成員でないこととします。 

（６）事故発生した場合、事業者の責任において即時対応ができ、かつ相

応の保証能力を有していることとします。 

（７）事業者候補者選考後、不正又は不誠実な行為を行わないことを誓約

できる者であることとします。 

（８）参加表明書の提出日から事業者決定までの間、「常滑市暴力団排除条

例」（平成２３年１２月２７日条例第３７号）に基づく排除措置を受

けていないこととします。 

（９）国税及び地方税の滞納がないこととします。 

（１０）過去１年間に愛知県内における事業所等で食品衛生法に基づく行

政処分を受けたことがないこととします。 

（１１）業務にあたり、食品衛生法等の関係法令に基づく許認可等（届出

を含む。）が必要な場合は、参加表明書提出の時点でそれらを有する

ものであることとします。又は、営業開始までに確実に取得する見

込みがあることとします。 

（１２）営業にあたり法律上必要とされる資格、免許を有する者を従事さ

せることができるものであることとします。 

（１３）平成２８年１０月 １日現在で、日本国内における食堂業務（医

療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５に規定する病院）に

おける受託実績を有する者で、かつ、安定した経営能力を有する者

であることとします。 

（１４）事業開始予定日に滞りなく事業を開始できること。 

 

 

４４４４．．．．応募申込手続応募申込手続応募申込手続応募申込手続    
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   本事業者選考プロポーザルに参加しようとする方は、次のとおり、応募

申込の手続きをしてください。 

（１）受付期間 

   平成２８年１０月１３日（木） 午前８時３０分から 

平成２８年１０月１９日（水） 午後５時１５分（事務局必着）まで 

 

（２）提出書類 

    次の（ア）～（ウ）について提出してください。   なお、書類提

出の際は、ファイル等には綴じず、提出書類のみ必要部数をクリップ等

でまとめた形で提出してください。Ａ３用紙については必ず３ツ折して

ください。 

 

   （ア）参加申込書（別紙「様式１」） 

   （イ）会社案内等（作成している場合のみ） 

   （ウ）次にかかげる書類 

     ①現在営業している病院内食堂の営業許可証の写し 

     ②国税（法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３ 

未納のないことの証明）、都道府県税（法人県民税、法人事業税、

地方法人特別税、自動車税及び地方消費税証明書）、市町村税（法

人市民税、固定資産税・都市計画税及び自動車税の納税証明書）

について直近３期分 

     ③有価証券報告書の写し（有価証券報告書を作成していない場合は

計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書）について直近

３期分 

     ④過過去１年間に愛知県内における事業所等で食品衛生法に基づく

行政処分を受けたことがないことの証明書類または誓約書 

 

（３）提出場所および提出方法 

    次の場所まで持参することとし、郵送等は不可とします。 

 

   〒４７９－８５１０ 

   愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３ 

   常滑市民病院２階 事務局管理課 施設用度担当 

   ☎０５６９－４７－６８１７（直通） 

 

（４）書類作成上の注意 

   ・ 提出する様式は全て片面刷りとし、使用する言語は日本語、通貨は

日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）

に定めるものとします。カラー印刷を原則とします。 

   ・ 各様式については、様式ごとに提示している事項に準じたうえで、
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必要に応じて記入枠の調整、罫線・段組等を編集して作成してくだ

さい。上下左右の余白は３０ｍｍを目安とし、文字の大きさは１０．

５ｐｔ以上とします。 

   ・ 上記にかかる書類の必要部数は（ア）、（イ）については１０部、（ウ）

については、１部（コピーは不可）とします。 

   ・ 提出書類は、その各項目における必要記載事項または提案事項がな

い場合でも提出してください。その場合には、「記載に該当する内容

がありません。」または「記載に該当する提案がありません。」等と

それぞれの様式に記載してください。なお、白紙での提出とみなさ

れる書類は未提出扱いとなり、参加資格を喪失することになります

ので注意してください。 

   ・ 提案項目において、１つでも未提出のものがあった場合には、提案

項目の合計点は零点とします。 

 

（５）その他 

   ・ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。 

   ・ 提出された資料は返却いたしません。 

   ・ 提出後の追加・修正は認めませんが、審査に必要な書類の提出を別

途で求める場合があります。 

   ・ 書類の内容について、確認または問合せを行うことがあります。 

 

５５５５．．．．現地見学会現地見学会現地見学会現地見学会のののの実施実施実施実施    

    事業者の募集にあたり、現場見学会を実施します。出席を希望する場

合は、「説明会参加申込書」（別紙「様式２」）に必要事項を記入のうえ、

期日までに郵送により提出してください。なお見学会に参加しなくても

参加はできます。キャップ、上履き、マスク等を持参してください。 

   （ア）見学会日時  平成２８年１０月２１・２８日（金）１６時より 

   （イ）集合場所   常滑市民病院１階 正面エントランスホール 

   （ウ）申込期限   平成２８年１０月１９日（水）１７時１５分まで 

   （エ）提出先 

      〒４７９－８５１０ 

       愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３ 

       常滑市民病院２階 事務局管理課 施設用度担当 

 

６６６６．．．．企画提案審査企画提案審査企画提案審査企画提案審査（（（（プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション））））    

    書類審査に合格した応募者は、つぎのとおり企画提案（プレゼンテー

ション）にかかる書類を提出して下さい。 

（１）受付期間 

   平成２８年１１月１４日（月） 午前８時３０分から 

平成２８年１１月１８日（金） 午後５時１５分（事務局必着）まで 
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（２）提出書類 

    次の（ア）～（カ）について提出してください。なお、書類提出の際

は、ファイル等には綴じず、提出書類のみ必要部数をクリップ等でまと

めた形で提出してください。Ａ３用紙については必ず３ツ折りしてくだ

さい。 

   （ア）メニューの種類と価格（別紙「様式３」） 

   （イ）衛生管理の考え方（別紙「様式４」） 

   （ウ）従業員の研修（別紙「様式５」） 

   （エ）自己評価の実施体制（別紙「様式６」） 

   （オ）収支計画（別紙「様式７」） 

 

（３）企画提案審査は、書類審査のほか、提出書類のプレゼンテーション・ヒ

アリングによって評価します。 

    ① 応募者による提出書類の説明（プロジェクター使用等による２５

分以内のプレゼンテーション）と選考委員会による２５分程度の

ヒアリングを行います。 

    ② プレゼンテーション・ヒアリングは、５名以内で行ってください。 

    ③ プレゼンテーション・ヒアリングは、平成２８年１１月３０日（水）

に行います。 

 

（４）提出場所および提出方法 

    次の場所まで持参することとし、郵送等は不可とします。 

   〒４７９－８５１０ 

   愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３ 

   常滑市民病院２階 事務局管理課 施設用度担当 

   ☎０５６９－４７－６８１７（直通） 

 

（５）書類作成上の注意 

   ・ 提出する様式は全て片面刷りとし、使用する言語は日本語、通貨は

日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）

に定めるものとします。カラー印刷を原則とします。 

   ・ 各様式については、様式ごとに提示している事項に準じたうえで、

必要に応じて記入枠の調整、罫線・段組等を編集して作成してくだ

さい。上下左右の余白は３０ｍｍを目安とし、文字の大きさは１０．

５ｐｔ以上とします。 

   ・ 上記にかかる書類の必要部数は（ア）～（カ）については１０部と

します。 

   ・ 提出書類は、その各項目における必要記載事項または提案事項がな

い場合でも提出してください。その場合には、「記載に該当する内容
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がありません。」または「記載に該当する提案がありません。」等と

それぞれの様式に記載してください。なお、白紙での提出とみなさ

れる書類は未提出扱いとなり、参加資格を喪失することになります

ので注意してください。 

   ・ 提案項目において、１つでも未提出のものがあった場合には、提案

項目の合計点は零点とします。 

 

（６）その他 

   ・ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。 

   ・ 提出された資料は返却いたしません。 

   ・ 提出後の追加・修正は認めませんが、審査に必要な書類の提出を別

途で求める場合があります。 

   ・ 書類の内容について、確認または問合せを行うことがあります。 

 

７７７７．．．．募集募集募集募集にににに係係係係るるるる質疑質疑質疑質疑についてについてについてについて    

    企画提案（プレゼンテーション）にかかる質疑がある場合は、下記の

期間に限って受け付けます。「質疑書」（別紙「様式８」）に必要事項を記

入のうえ、電子メールに添付して提出してください。電話での質疑は受

け付けません。 

   （ア）受付期間 

      平成２８年１０月２７（木）から平成２８年１０月３１日（月）

午後５時１５分までとします。 

   （イ）各応募者の質疑をとりまとめ、応募者に対し回答を電子メールに

添付して送付します。 

   （ウ）質疑の範囲 

      質疑は、実施要項及び配布する資料に関することとし、それ以外

の事項についての質疑は受け付けません。また質疑への回答は、

実施要項の細部説明及び補完する内容のものとし、質疑事項全て

に対して回答ができるとは限りません。 

   （エ）提出先 

      〒４７９－８５１０ 

      愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３ 

      常滑市民病院２階 事務局管理課 施設用度担当 

      電子メール：byoinkanri@city.tokoname.lg.jp 

       ※件名を必ず「常滑市民病院職員食堂運営事業者候補者選考に

関する質疑事項」としてください。 

 

 

８８８８．．．．運営条件等運営条件等運営条件等運営条件等についてについてについてについて    

（１）運営期間等 
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  ・ 指定場所における運営許可は、常滑市病院事業の施設における目的外

使用に関する規定（平成２７年４月３０日病院事業管理規定第１号）

基づく行政財産目的外使用の方法で行います。 

  ・ 使用許可期間は平成２９年５月１日から平成３２年４月３０日の３年

間としますが、運営状況が良好で、許可内容・条件等に違反が無い場

合には更新することができるものとします。 

 

（２）準備期間および現在の営業者からの引継 

  ・ 出店準備を大型連休中の平成２９年 ５月 １日（月）から平成２９

年 ５月 ７日（日）の間に行い、遅くとも平成２９年 ５月 ８日

（月）から運営開始するものとします。保健所等への手続きは遅滞な

く行ってください。 

  ・ 平成２９年 ５月 １日（月）から営業開始日までの運営を代替する

方法（臨時に営業、または弁当販売を行う等）を提案ください。 

  ・ 新たに事業者は、現在の事業者より業務履行期間中に業務内容の引き

継ぎの申し出があった場合には、業務に支障のない範囲で確実に引継

を行うこととしてください。それらに要する費用は、病院は負担しま

せん。 

 

（３）営業日および営業時間 

  ・ 営業日は、平日ならびに土・日曜日および祝日とし、営業時間は、午

前１１時３０分から午後１４時３０分までとします。 

  ・ それ以外の時間の営業も提案により可能とします。 

 

（４）職員の利用方法および支払方法 

  ・ 職員が好きなものを取っていくセルフサービス方式とします。 

  ・ 支払いは、職員が持つセキュリティカード（非接触型ＩＣカード）ま

たはプリペイドカードでの支払いによる食券方式とします。これらに

かかる設備・機器・消耗品は、常滑市民病院が既に整備していますが、

その管理運営やプリペイドカードにかかる現金の取扱いは、事業者が

行うものとします。 

  ・ 期間満了や取り消し等により本事業が終了した際のプリペイドカード

等の返金（精算）については、利用者とのトラブルが無いよう柔軟に

対応してください。 

 

（５）取扱品目および売価目安等 

    下記に基づき自由提案とします。 

    （ア）方  針：多種多様なメニューを日替わりで提供 

    （イ）売価目安：税抜５００円程度までとし、可能な限り安価に設定 

    （ウ）メニュー：以下の基本内容で自由提案とする、ただし、土・日・
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祝日については、①、③、④のうちの１つ以上の定

食メニューの提供で構いません。また基本内容を超

える提案をしていただいても構いません。 

     ①日替定食 …肉料理と魚料理少なくとも２種類とし、うち１種類

は低カロリーのもの 

     ②単  品 …小鉢は、サラダ類やデザートを含んだ多種多様なも

のとし、ご飯、味噌汁などについても単品で提供で

きること 

     ③麺  類 …うどん、そば、ラーメン、パスタなどとし、単品ま

たは定食のいずれも提供できること 

     ④カレー類 …少なくとも１種、単品または定食のいずれも提供で

きること 

 

（６）厨房設備、備品、食器類 

  ・ 営業上必要となる基本的な設備・備品は揃えてあります。提案により、

事業者の負担で増設や更新等を行うことも協議により可能としますが、

現状使用を原則とします。 

  ・ 運営中に既設設備の故障が生じた場合は、事業者の責に帰すべき事情

がある場合を除き、原則として病院がその費用を負担します。 

  ・ 厨房設備の法定点検や定期点検は、病院負担で実施します。 

  ・ 厨房設備、備品、食器類は別表１のとおりです。 

 

（７）サービスおよび留意点 

  ・ 可能な限り安価で、美味しく、栄養バランスの取れた食事を提供する

とともに偏りが無いようなメニュー配分をしてください。また提供する

食事についてはアレルギーと総カロリーの表示をしてください。 

  ・ 提供メニューについては、飽きの来ない工夫（イベントの開催等）を

してください。また利用者の意見を取り入れながら、常にメニューやサ

ービス等の改善に取り組んでください。 

  ・ 職員の福利厚生の充実等病院への貢献を果たす事業コンセプトを明確

に示せることとします。民間事業者の持つ豊富な実績、企画力、ノウハ

ウを活用し、サービスを低下させることなく、継続性のある安定した事

業運営を確保してください。 

  ・ 営業時間内は可能な限り売り切れが無いようにしてください。 

  ・ 正規職員を常に１名以上配置するようにしてください。 

  ・ 地産地消、地元優先雇用等の提案は加点項目とします。 

  ・ 酒類その他病院の職員食堂として適さないものの販売提供は禁止とし

ます。また病院敷地内は全面禁煙ですので店内も禁煙とし、灰皿は置か

ないでください。 

  ・ 災害時においては可能な限り営業を継続またはその代替となる事業運
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営をしてください。なお、災害時の運営については提案によるものとし

ます。 

  ・ 給茶機については、設備は病院で整備していますが、清掃や茶葉の購

入は事業者の負担とします。食堂内にはすでに自動販売機が設置されて

いますので事業者は設置できません。 

  ・ 食堂利用者の現在の食堂に対する意見・要望をとりまとめて（別表２）

いますので、参考にしていただき、改善を検討して下さい。 

 

（８）衛生管理 

  ・ 事業者は、業務従事者の健康管理及び服務規律の維持に責任を負って

いただきます。 

  ・ 事業者は、業務従事者が病毒伝染の危険のある疾患等にり患した時は、

当該従事者を業務に従事させてはならないものとします。 

  ・ 食中毒事故の場合、事業者の責任において即刻対応でき、かつ相応の

補償を行っていただきます。 

  ・ 事業者は、厨房施設及び使用機器等に係る環境を常に良好に保ち、整

理整頓及び清掃を徹底することとしてください。 

  ・ ダクト、フード、グリストラップ、冷凍冷蔵装置の凝縮器やフィルタ

等の油分・汚れの日常清掃は常に行うこととしてください。 

  ・ グリストラップは常に清潔に心がけてください。 

  ・ スチームコンベクションの清掃は毎日実施することとし、清掃時には

専用の洗浄剤（タブレット）を使用することとします。ただし、洗浄

剤（タブレット）は病院の負担とします。 

  ・ 厨房施設、調理器具並びに食材、調理済み食品は、食品衛生の見地か

ら十分に取り扱いに注意してください。 

  ・ 事業に関して排出されるゴミについてはきちんと分別してください。 

  ・ 事業により排出されるゴミは１階屋外のゴミ置き場に出していただく

ことができますが、売店や他の事業者と交代でゴミ置き場の清掃を行

ってください。 

 

（９）光熱水費、通信費および使用料 

  ・ 光熱水費は原則として病院が負担します。 

  ・ 業務に必要な通信回線にかかる費用は事業者の負担とします。通信機

械室から事業者控室まで光回線用の配管は敷設してあります。 

  ・ 売上に係る報告書を毎月提出していただきます。 

 

（１０）費用負担区分について 

    費用負担区分は下表を基本とします。下表に記載無き事項は、上記「８．

運営条件等について」によるものとし、区分の困難なものは、原則とし

て協議により決定するものとします。 
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   ＜負担区分表＞ 

項目 病院 事業者 

貸与施設の内装改装費用（※必要な場合）  〇 

貸与施設の維持管理・補修費用 〇  

厨房設備の法定点検・定期点検費用 〇  

什器・備品・食器の更新、補充の費用 〇  

光熱水費 〇  

駆虫・駆鼠費 〇  

塵芥処理費 〇  

貸与施設の定期清掃費（年２回） 〇  

食堂ホールの日常清掃費（椅子・テーブル）  〇 

食堂ホールの日常清掃費（天井・床・窓） 〇  

厨房内の日常清掃（厨房機器・設備）  〇 

厨房内の法定点検・定期点検・定期清掃 〇  

精算システム維持管理費・消耗品 〇  

精算システムの現金管理  〇 

食材料費  〇 

従業員の人件費、保健衛生費（検診・検便費含む）  〇 

営業許可等許認可にかかる費用  〇 

営業用消耗品（郵便費・事務用品・印刷費など）  〇 

求人募集費・教育研修費・旅費交通費・通信費  〇 

従業員の被服費・洗濯費  〇 

厨房検査費  〇 

業務運営に関わる保険費  〇 

職員に対するアンケート調査費用（年１回）  〇 

 

（１１）災害協定 

  ・ 当院は災害拠点病院に指定されてはおりませんが、知多半島中央部の

高台に位置しており、大規模災害等発生時においては、周囲の拠点病

院となる可能性も考えられます。 

  ・ 病院機能を継続させるため、災害等発生時における営業の継続等につ

いて、災害協定を別に締結することにご留意ください。 

  ・ 協定内容については提案によるものとします。 

 

（１２）損害賠償責任 

  ・ 事業の実施に関して委託者に損害を与えた時、又はこの募集要項に定

める義務を履行しないために病院に損害を与えたときは、直ちにその

損害を賠償しなければならないものとします。 

  ・ 事業の実施に関して第三者に損害を与えたときは、直ちにその第三者



12 

 

に対してその損害を賠償しなければならないものとし、病院は、その

第三者に対して損害賠償の責めを負わないこととします。 

 

（１３）原状回復の義務 

  ・ 事業者は、事業許可期間が満了したとき、又は病院が使用許可を取り

消したときは、速やかに、原状回復を行うこととします。ただし経年

劣化および通常使用による汚損・損耗は除くこととします。 

 

（１４）再委託の禁止 

  ・ 事業者は、業務を再委託してはならないこととします。 

 

（１５）契約の解除 

  ・ 病院は、実施要項に記載されている事項が誠実に履行されていないと

認めたときは、契約期間中であっても契約を解除できることとします。 

  ・ 次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる

こととします。 

（ア）役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平 

成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という｡）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」とい

う｡）であると認められる場合。 

（イ）暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。  

以下同じ｡）又は暴力団員が経営に実質的関与していると認めら

れる場合。 

（ウ）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又 

は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利

用するなどしたと認められる場合。 

（エ）役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持又は運営

に協力し、又は関与していると認められる場合。 

（オ）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有

していると認められる場合。 

（カ）業務の履行に係る必要な物品の購入契約その他の契約の締結にあ

たり、その相手方が（ア）から（オ）までのいずれかに該当する

ことを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められる場

合。 

（キ）（ア）から（オ）までのいずれかに該当する者をこの業務の履行

に係る必要物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場

合（（カ）に該当する場合を除く｡）において、委託者が事業者に

対して契約の解除を求めたにもかかわらず、事業者がこれに従わ

なかった場合。 
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（１６）暴力団等による不当介入を受けた時の義務 

  ・ 断固として拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに委託者へ報

告し、捜査上必要な協力をすることとします。 

  ・ 契約の履行において、不当介入を受けたことにより食事の提供に遅れ

が生じるおそれがある場合は、委託者と協議を行うこととします。 

  ・ 前２項に掲げる義務を怠ったときは、委託者は常滑市建設工事等入札

参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止の措置を講ずることとし

ます。 

 

（１７）その他 

  ・ クレームや要望等については、運営事業者で迅速かつ誠実に対応して

ください。なお、事故が発生した場合は速やかに病院へ報告するもの

とします。 

  ・ 設置設備等の防犯は事業者の責任において対応してください。職員食

堂エリアに防犯カメラ設備はありません。事業者独自に防犯カメラ等

を設置することは協議により可としますが、愛知県が策定する「防犯

カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に準じて設置運用する

ことを条件とします。 

  ・ 業務に必要な契約駐車場及び従業員の駐車場は事業者の責任において

確保するものとしますが、従業員は病院駐車場の指定区域を利用可能

とします。ただし病院への車両登録と利用許可を必須とします。 

  ・ 病院から以下の事項について要請があった場合は、全面的に協力して

いただきます。 

    （ア）電気設備や空調設備の点検及びその他の点検 

    （イ）施設の修繕・改修工事 

    （ウ）病院の行う研修等 

    （エ）防災訓練や災害訓練、災害発生時や緊急時における病院の指示 

    （オ）保健所等による定期検査等 

    （カ）害虫駆除やワックス掛けや窓など年間定期清掃 

    （キ）その他病院運営上必要な事項 

  ・ 当事業に関係のない第三者への利益誘導となる、または病院に相応し

くない広告の掲示は禁止とします。 

  ・ 事業者決定後、事業運営する権利を第三者に譲渡または転貸すること

を禁止とします。 

  ・ 病院所有備品等を第三者へ移転又は利用させることを禁止とします。 

  ・ 病院の施設、設備等を損傷した場合は賠償するものとします。第三者

へ被害を与えた場合も同様とします。 

  ・ 行政財産目的外使用許可の条件に違反した場合、又はその他病院に不

利益を及ぼした場合は許可を取り消すことがあります。 

  ・ 募集要項に記載のない事項に関して疑義が生じた場合は、病院と事業
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者とで協議することとします。 

 

９９９９．．．．選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会についてについてについてについて    

    公募型プロポーザル方式の採用に伴い、参加者の評価を公平円滑に進

めるため、市民病院は７名で構成する新常滑市民病院職員食堂事業者候

補者選考委員会（以下、「選考委員会」といいます。）に意見を聴きます。 

選考委員会は、会議の公平かつ円滑な運営のため、非公開とします。 

選考委員会の委員構成は次のとおりです。 

 

    選考委員会（敬称略） 

     中山  隆（病院事業管理者） 

     深田 伸二（病院事業副管理者兼院長） 

     山本 秀明（病院事業副管理者兼事務局長） 

     滝  昌弘（副院長） 

     久米 淳子（看護局長） 

     松原 紀子（看護副局長） 

     成田 晃久（管理課長） 

 

１１１１００００．．．．事業者候補者事業者候補者事業者候補者事業者候補者のののの決定決定決定決定    

    事業者候補者の決定は、選考委員会の報告を受け、病院事業管理者が

決定します。事業者候補者選考結果の通知は、平成２８年１２月上旬に

書面および電子メールにて応募者それぞれに通知します。なお、事業者

候補者選考に関する問い合わせ、異議申し立ては一切受け付けません。 

   （１）合計点数が最も高い者を第 1職員食堂事業者候補者とします。な

お、合計点数の最も高い者が２者以上ある場合、このうち委託料

見積額が最も低い者を第１職員食堂事業者候補者とします。又、

委託料見積額も同額であった場合は、該当者によるくじにより決

定するものとします。 

   （２）第 1職員食堂事業者候補者と契約が整わなかった場合は、第２職

員食堂事業者候補者以降の職員食堂事業者候補者と協議をするも

のとします。 

   （３）職員食堂事業者候補者については、まず基本協定書を締結し、委

託料を確定した上で契約を締結します。  

 

１１１１１１１１．．．．事務局事務局事務局事務局    

    本事業選考のプロポーザルにかかる事務局は次のとおりとします。 

     常滑市民病院 事務局管理課 施設用度担当 

     所在地（提出物持参場所、郵送等配達先） 

     〒479-8510 愛知県常滑市飛香台３丁目３番地の３ 

     連絡先電話番号   ０５６９－４７－６８１７（内線２００３） 
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     電子メールアドレス byoinkanri@city.tokoname.lg.jp 

     ホームページ    http://www.tokonamecityhospital.jp/ 

 

１１１１２２２２．．．．失格事項失格事項失格事項失格事項    

    応募者が次のいずれかに該当した場合は、失格になります。 

    （１）提出書類に虚偽の記載があった場合 

    （２）応募資格がなく提出書類を提出した場合 

    （３）提出書類の作成要領、提出方法、提出期限を守らなかった場合 

    （４）選考委員会委員又は関係者に直接、間接を問わずに接触を求め

た場合 

    （５）契約締結までに社会的信用を失墜させる行為が判明した場合 

    （６）その他、選考委員会が不適格と認めた場合 

 

１３１３１３１３．．．．配布配布配布配布物物物物    

（１）１階平面図 

（２）２階平面図 

（３）３階平面図 

（４）４・５階平面図 

（５）６・７階平面図 

（６）６階職員食堂厨房設備図 

（７）別表１ 職員食堂設備・備品リスト 

（８）別表２ 職員要望アンケート結果 

（９）別表３ 食数（平成２７年～平成２８年） 
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別表１ 

 

職員食堂設備・備品リスト 

名称 メーカー名・機種・型式等 個数 

食器・備品等 

ご飯 マルケイＡ－７ ＨＯＰフープ・ＤＣ 飯碗中 160 

ご飯 小 マルケイＡ－７９ ＩＷＤｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ・ＤＣ 飯碗小 200 

汁椀 マルケイＢ－３９ ＢＫＣ黒・Ｃ 汁椀 200 

メイン①定食Ａ用 マルケイＥ－１９１ Ｙ  イエロー・Ｃ ２４㎝角プレート 70 

メイン②定食Ａ用 マルケイＥ－１９１ ＲＣ  レッド・Ｃ ２４㎝角プレート 70 

メイン①定食Ｂ用 マルケイＤ－２５９ Ｂ  黒 ２０．５㎝丸深皿 70 

メイン②定食Ｂ用 マルケイＥ－１１２ ＩＷＣｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ・Ｃ２０㎝角平皿 70 

丼 定食セットＡ用 マルケイＡ－８６ ＫＹＣ  黒釉・Ｃ 丼 70 

カレー マルケイＥ－１２６IWD ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ・DC ｵｰﾊﾞﾙﾃﾞｨｯｼｭ 50 

麺セット マルケイＡ－８５ ＩＷＣｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ・Ｃ 麺鉢 小         120 

小鉢① マルケイＧ－９７ ＯＧＤ  オレンジ・ＤＣ 丸小鉢 小            20 

小鉢② マルケイＧ－９７ ＲＤ  レッド・ＤＣ 丸小鉢 小              20 

小鉢③ マルケイＧ－９７ ＧＮＤ  グリーン・ＤＣ 丸小鉢 小            20 

小鉢④ マルケイＧ－９７ ＹＤ  イエロー・ＤＣ 丸小鉢 小             20 

小鉢⑤ マルケイＧ－９６ ＯＧＤ  オレンジ・ＤＣ 丸小鉢 中            20 

小鉢⑥ マルケイＧ－９６ ＲＤ  レッド・ＤＣ 丸小鉢 中              20 

小鉢⑦ マルケイＧ－９６ ＧＮＤ  グリーン・ＤＣ 丸小鉢 中      20 

小鉢⑧ マルケイＧ－９６ ＹＤ  イエロー・ＤＣ 丸小鉢 中             20 

小鉢⑨ マルケイＥ－１３７IWD ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ・DC １０㎝角小鉢 70 

おにぎり・いなり マルケイＤ－１１４ ＬＬ ライムライン １４㎝和皿              50 

サラダ用 マルケイＥ－１５２IWD ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ・DC１１㎝ﾎﾞｰﾙ 40 

お箸 マルケイＨ－５２ ＫＡ  からし    ２２．５㎝ＰＥＴ箸          250 

レンゲ マルケイＬ－５ Ｂ  黒        ユニレンゲ              130 

スプーン マルケイＨ－３４３ ＳＬＶシルバー ﾃﾞｻﾞｰﾄｽﾌﾟｰﾝ ＳＴ 100 

フォーク マルケイＨ－３４２ ＳＬＶ  シルバー ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌｫｰｸＳＴ    80 

ナイフ 2255600ＥＢＭ 18-0 ﾗｲﾗｯｸ ﾃﾞｻﾞｰﾄﾅｲﾌ(S･H)ﾉｺ刃付 50 

デザートスプーン マルケイＨ－３４６ ＳＬＶシルバー ｺｰﾋｰｽﾌﾟｰﾝ ＳＴ        50 

カスター 1985410 レッツ しょう油さし 大 Ｋ－１８１ＬＢ 15 

カスター 4928310 レッツ ソース入れ Ｋ－１１８２ＬＢ 15 

カスター 1985710 レッツ ようじ入れ Ｋ－１８４ＬＢ 15 

カスター 1985810 レッツ テーブルトレイ Ｋ－１９０ＬＢ 15 

スープ マルケイＣ－１８ ＷＩ  高麗     柄付スープカップ           40 
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湯呑 兼用コップ マルケイＣ－９ ＧＮＤ  グリーン・ＤＣ フリーカップ            300 

トレー マルケイＮ－３１ Ｗ  ホワイト ４４㎝長角トレー 大        250 

鍋 ＥＢＭモリブデンジⅡ 寸胴鍋（目盛付）３６㎝ 蓋無 1 

鍋 ＥＢＭモリブデンジⅡ 寸胴鍋（目盛付）３９㎝ 蓋無 1 

鍋 ＥＢＭモリブデンジⅡ 半寸胴鍋（目盛付）３３㎝ 蓋無 1 

鍋 ＥＢＭモリブデンジⅡ 外輪鍋 ３６㎝ 蓋無 1 

鍋 ＥＢＭモリブデンジⅡ 料理鍋 ３３㎝ 2 

鍋 ＥＢＭモリブデンジⅡ 浅型片手鍋 ２１㎝ 蓋無 1 

鍋 ＥＢＭモリブデンジⅡ 雪平鍋 ２４㎝ 2 

フライパン ＥＢＭモリブデンジⅡ フライパン ２４㎝ 1 

フライパン ＥＢＭモリブデンジⅡ フライパン ３０㎝ 1 

ボール ＥＢＭ１８－８ ＰＲＯ ミキシングボール １８㎝ 4 

ボール ＥＢＭ１８－８ ＰＲＯ ミキシングボール ２４㎝ 4 

ボール ＥＢＭ１８－８ ＰＲＯ ミキシングボール ３０㎝ 4 

ボール ＥＢＭ１８－８ ＰＲＯ ミキシングボール ３６㎝ 3 

ボール ＥＢＭ１８－８ ＰＲＯ ミキシングボール ４５㎝ 2 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル １８㎝ グレー 1 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル １８㎝ イエロー 3 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル ２４㎝ グレー 2 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル ２４㎝ ブルー 1 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル ２４㎝ ピンク 1 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル ２４㎝ グリーン 3 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル ２４㎝ イエロー 1 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル ３５㎝ グレー 1 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル ３５㎝ ブルー 1 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル ３５㎝ ピンク 1 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル ３５㎝ グリーン 2 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル ３５㎝ イエロー 2 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル ４５㎝ グレー 1 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル ４５㎝ ブルー 1 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル ４５㎝ ピンク 1 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル ４５㎝ グリーン 1 

ザル ＢＫ ＰＰ ザル ４５㎝ イエロー 1 

ザル アシスト カラー角ザル 深４９型 ブルー 2 

ザル アシスト カラー角ザル 深４９型 イエロー 2 

包丁・ナイフ ＥＢＭ抗菌スペシャル・イノックス 牛刀２４㎝イエロー 1 

包丁・ナイフ ＥＢＭ抗菌スペシャル・イノックス 牛刀２４㎝グリーン 1 
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包丁・ナイフ ＥＢＭ 抗菌スペシャル・イノックス 牛刀２４㎝ブラック 1 

包丁・ナイフ ＥＢＭ 抗菌スペシャル・イノックス 牛刀２４㎝レッド 1 

包丁・ナイフ ＥＢＭ 抗菌スペシャル・イノックス 牛刀２４㎝ブルー 1 

包丁・ナイフ ＥＢＭ 抗菌ｽﾍﾟｼｬﾙ･ｲﾉｯｸｽ ﾍﾟﾃｨｰﾅｲﾌ１５㎝ブラック 1 

包丁・ナイフ ＥＢＭ 抗菌ｽﾍﾟｼｬﾙ･ｲﾉｯｸｽ ﾍﾟﾃｨｰﾅｲﾌ１５㎝イエロー 2 

包丁・ナイフ ＥＢＭ 抗菌ｽﾍﾟｼｬﾙ･ｲﾉｯｸｽ ﾍﾟﾃｨｰﾅｲﾌ１５㎝グリーン 2 

砥石 エビ印 両面 砥石 ダブルストーン ＨＴ－０１００ 1 

砥石 キング 仕上砥石 台付 Ｓ－１（＃６０００） 1 

砥石 京セラ セラミックロールシャープナーＲＳ－２０ＢＫ（Ｎ） 1 

まな板 オクソ カッティングボード 中 １０６３７９０ 1 

まな板 かるがるまな板 ＳＤ ５００×２５０×２０ ピンク 1 

まな板 かるがるまな板 ＳＤ ５００×２５０×２０ イエロー 2 

まな板 かるがるまな板 ＳＤ ５００×２５０×２０ ブルー 1 

まな板 かるがるまな板 ＳＤ ５００×２５０×２０ グリーン 2 

まな板 かるがるまな板 ＳＤ ５００×２５０×２０ ブラック 1 

缶切 ガンジー缶切 １８－０ステンレス（１１０×７５㎜） 1 

はさみ シルキー 料理バサミ ＫＳＰ－２２０ 黒 3 

漉 メロディー １８－８ スープ漉 ２４㎝ 1 

フライヤー等 １８－８ プロ角型フライヤー 中 2 

フライヤー等 フジボシ １８－８ 強力丸カス揚 大 １８０㎜ 荒目 1 

フライヤー等 １８－８ 長柄付口付 ひしゃく φ１８㎝×柄５０㎝ 1 

フライヤー等 １８－８ 竹柄 そば揚（厚網 6.5 ﾒｯｼｭ）横型 ２４㎝ 1 

フライヤー等 ＥＢＭ １８－８ 木柄 角型 うどん揚 5 

へら ハイテク・スパテラ 角（ＳＰＳ）３５㎝ 2 

へら ハイテク・スパテラ 角（ＳＰＳ）５０㎝ 1 

しゃもじ マジックしゃもじ ２４㎝（中）ＰＭ－７２１ 5 

しゃもじ マジックしゃもじ ３６㎝（特大）ＰＭ－７２３ 2 

レードル ＵＫ １８－８ レードル ３０㏄ 2 

レードル ＵＫ １８－８ レードル ３６㏄ 3 

レードル ＵＫ １８－８ レードル ７０㏄ 2 

レードル ＵＫ １８－８ レードル ９０㏄ 2 

レードル ＵＫ １８－８ レードル １５０㏄ 2 

レードル ＵＫ １８－８ レードル １８０㏄ 2 

レードル ＵＫ １８－８ レードル ２７０㏄ 2 

レードル ＵＫ １８－８ レードル ３６０㏄ 2 

レードル ＵＫ １８－８ レードル ５００㏄ 1 

レードル ＵＫ １８－８ 横口レードル ７０㏄ 2 
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レードル ＵＫ １８－８ 横口レードル ９０㏄ 2 

レードル ＵＫ １８－８ 横口レードル １４４㏄ 2 

レードル ＵＫ １８－８ 横口 穴明レードル ７０㏄ 2 

レードル ＵＫ １８－８ 横口 穴明レードル ９０㏄ 2 

はさみ あってよカッター 5 

へら シリコン ニュークリーンヘラ Ｌ ホワイト 2 

へら シリコン ニュークリーンヘラ Ｓ ホワイト 2 

泡立 １８－８ 共柄 泡立 ２１㎝ 1 

泡立 １８－８ 共柄 泡立 ２７㎝ 1 

ポット ｸﾛｰﾊﾞｰ モリブデン丸型ｷｯﾁﾝﾎﾟｯﾄ目盛付１４㎝手無 2 

ポット ｸﾛｰﾊﾞｰ モリブデン丸型ｷｯﾁﾝﾎﾟｯﾄ目盛付２０㎝手付 2 

ポット ｸﾛｰﾊﾞｰ モリブデン丸型ｷｯﾁﾝﾎﾟｯﾄ目盛付３０㎝ 手付 1 

ポット ＵＫ １８－８ 角型 キッチンポット １２㎝ 手無 2 

ポット ＵＫ １８－８ 角型 キッチンポット １５㎝ 手無 3 

ポット ＵＫ １８－８ 角型 キッチンポット １８㎝ 手無 3 

バット・パン等 クローバー １８－８ 角バット ４枚取 2 

バット・パン等 クローバー １８－８ 角バット ６枚取 4 

バット・パン等 クローバー １８－８ 角バット ８枚取 4 

バット・パン等 クローバー １８－８ 角バット １２枚取 3 

バット・パン等 クローバー １８－８ 角バット １５枚取 3 

バット・パン等 １８－８ 角バットアミ（補強付）６枚取 2 

バット・パン等 １８－８ 角バットアミ（補強付）１２枚取 3 

バット・パン等 ｱﾙﾐ ﾉﾝｽﾃｨｯｸ ｴｯｸﾞﾊﾟﾝ 42100A 1/1 530×325×30 1 

バット・パン等 ＥＢＭ エナメルガストロノームパン １／１ ２０㎜ 3 

バット・パン等 プロシェフ 18-8GNパン補強重なり防止付1/1 150㎜ 2 

バット・パン等 プロシェフ 18-8GNパン補強重なり防止付1/1 100㎜ 2 

バット・パン等 プロシェフ 18-8GNパン補強重なり防止付 1/1 65㎜ 7 

バット・パン等 プロシェフ 18-8GNパン補強重なり防止付1/2 150㎜ 3 

バット・パン等 プロシェフ 18-8GNパン補強重なり防止付 1/2 100㎜ 2 

バット・パン等 プロシェフ 18-8GNパン補強重なり防止付 1/2 65㎜ 2 

バット・パン等 ﾌﾟﾛｼｪﾌ 18-8穴明GN ﾊﾟﾝ補強重り防止付 1/2 65㎜ 2 

バット・パン等 ＥＢＭ １８－８ ガストロノームパン用網 １／１ 3 

バット・パン等 プロシェフ １８－８ ガストロノームパンカバー １／１ 2 

ピーラー 快速ピーラー ＡＫＰ－６０８ 2 

トング １８－０ 安心安全トング ２４０㎜ 7 

トング ＰＰ柄 万能トング 小 ホワイト 抗菌 １８－８ ２ＳＷ 3 

トング 抗菌ステンレス ヤクミトング 小 全長９８ 4 
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玉子切器 ステンレス 玉子切器（８本線） 1 

計量器等 Ｔ １８－８ 口付 計量水マス ５００㏄ 1 

計量器等 Ｔ １８－８ 口付 計量水マス ２００㏄ 2 

計量器等 ＢＫ メジャーカップ １Ｌ 1 

計量器等 ＢＫ メジャーカップ ２Ｌ 1 

ハカリ ヤマト はかり 普及型（並）平皿付 ４㎏（ＳＤＸ－４） 1 

ハカリ タニタ 上皿自動 ハカリ（折皿タイプ）１㎏（２０９１） 4 

ディッシャー ＵＫ １８－８ アイスクリームディッシャー ＃１４ 1 

ディッシャー ＵＫ １８－８ アイスクリームディッシャー ＃１６ 1 

ディッシャー ＵＫ １８－８ アイスクリームディッシャー ＃１８ 1 

ロート ＥＢＭ １８－８ ロート ２１㎝ 1 

菜箸 １８－８ 菜箸 ３９㎝ 3 

パック ハイパック 角型 Ｓ－２２ 4 

パック ハイパック 角型 Ｓ－２５ 4 

点火器具 ガスマッチ ＣＲチャッカマン（全長２２６㎜） 1 

缶 ＵＫ １８－８ 調味缶 大 Ｓ缶 1 

缶 ＵＫ １８－８ 調味缶 大 Ｐ缶 1 

ハケ シリコン塗りハケ Ｍ（幅３４㎜）イエロー 1 

ヘラ ＴＨ クリーニングスパチュラ ６８６７５ ８㎝ 1 

ヘラ ラバーメイド スクレイパー №１９０５ 中 全長３４０㎜ 2 

温度計 食中毒注意ゾーン付 温湿度計 №５４８８ 1 

温度計 タニタ デジタル 温度計 ＴＴ－５０８ 2 

温度計 ＳＡＴＯ 放射温度計 ＳＫ－８７００Ⅱ 1 

タイマー デジタルタイマー ＢＳ１００分 ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ TT010DA-05 2 

コンテナ セキスイ エスレンコンテナー ＳＰ－２０Ｄ深型 本体 4 

コンテナ セキスイ ｴｽﾚﾝｺﾝﾃﾅ ＳＰ－２０Ｄ深型用 ブロー蓋 4 

ばんじゅう サンコー ＰＥ 番重 Ａ－Ｍ２（Ｓ４）クリーム 4 

ばんじゅう サンコー Ａ型 番重 小 ５７４×３８８×Ｈ１０５ ＰＰ製 4 

トーチ ハンディ ガスパワー トーチ ＨＤ－２５００ 1 

トーチ トーチメイト１９０ パワートーチ専用ボンベ（１本） 2 

ブラシ リバーシブルタイプ ハンドブラシ（２個入） 4 

踏台 アルミ 踏台 ＣＣＡ－８０Ｋ 1 

工具セット 工具セット ファミリーツール ブルー ＴＴＳ－５００ 1 

ディスペンサー ＥＢＭ ディスペンサー ４００ｍｌ 特大 白 ＰＥ製 3 

スライサー スーパーベンリナー 1 

食器ラック ＢＫ フルサイズ グラスラック２５仕切 Ｇ－２５－１０５ 12 

食器ラック ＢＫ フルサイズ ラック プレートトレイ ８５－Ｌ 4 
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食器ラック ＢＫ フルサイズ フラットラック フラット８５ 4 

食器ラック ＢＫ フルサイズ オープンラック オープン１３５ 4 

食器ラック ＢＫ ラックドリー ハンドル無 ＰＲ－１ 1 

ハンガー コンドルハンガーＤ（雑巾掛）Ｃ－４３ 1 

モップ・ブラシ コンドル モップ絞り器 Ｒ－ＢＬ 1 

モップ・ブラシ ２９８９．ｊｐ ネオカラーモップ（＃８糸付） 1 

モップ・ブラシ ２９８９．ｊｐ ネオカラーモップ替糸＃８ Ｔ－１９０ 2 

モップ・ブラシ コンドル フリーハンドルＥＸ アルミ柄 2 

モップ・ブラシ コンドル ワンタッチ ブラシ 2 

モップ・ブラシ コンドル ワンタッチ ドライワイパー４０ 幅４００ 1 

ちりとり ちりとりセット チリトーレ Ｓ ２６２×２０８×Ｈ５８０ 2 

バケツ リス ＧＫ バケツ １３Ｓ型 本体 4 

ゴミ箱 ＧＫ 長角型ポリペール ７０Ｋ型 本体 3 

ゴミ箱 ＧＫ 丸型ポリペール ９０型 本体 2 

ゴミ箱 ＧＫ 丸型ポリペール ９０型 蓋 1 

ゴミ箱 トンボ 角ペール ４５型 本体 2 

ゴミ箱 トンボ 角ペール ４５型 蓋 2 

ゴミ箱 コンドル お掃除ボックス １８００（組立済） 1 

メニュー立 アールマグＰＯＰ メニュースタンド Ａ４ ３０８８２ 10 

メニュー立 アールマグＰＯＰ メニュースタンド Ａ７ ３０８８６ 15 

ミトン シリコンオーブンミトン（１枚） 2 

スライサー プロシェフ 電動 ﾐﾆｽﾗｲｻｰ SS-250C ３枚刃仕様 1 

スライサー 電動 ネギカッター ネギ平（ジュニア） 1 

キャリー らっくんキャリー（ハンドル折りたたみ式）Ｍ ＰＲ－１０１ 2 

エレクタ スーパーエレクターＵＴＴカート ２型 ＮＵＴＴ２－２ 1 

コンテナ バックインコンテナー 本体穴明き（蓋付）ＢＩＣ＃２０－１ 3 

什器・家具等 

６人掛けテーブル 岡村製作所 8177HM MG99 ﾊﾝｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ 6 

３人掛けテーブル 岡村製作所 8177SP ﾃｰﾌﾞﾙ特注 8 

イス 岡村製作所 81R2BZ PB21 ホワイトシェル 58 

テーブル 岡村製作所 81F1AXMG99 ｻｲﾄﾞﾌｫｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 1 

サンプル台 岡村製作所 L8B7AXMK58 デスク 1 

可燃ごみ箱 テラモト TrimST 燃えるゴミ６８ℓ 1 

精算機関係 

ＦｅｌｉCａ端末 ＦｅｌｉCａ端末（PFP-100） 2 

レシートプリンタ レシートプリンタ（PRINTY） 2 

管理サーバー エリア内決済サーバーハード（IPC-2XX） 1 
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管理ソフト 食堂マスター管理ソフト（ISP-A11） 1 

管理ソフト 食堂売上げ管理ソフト（ISP-A12） 1 

管理ソフト 人事マスター管理ソフト（ISP-A14） 1 

管理ソフト 人事検索ソフト（ISP-A15） 1 

管理ソフト ファイルドライバー（ISP-A23） 1 

管理ソフト 小規模 DB ソフト（ISP-A26） 1 

販売機 IC カード販売機（PSV-210F） 1 

厨房機器関係 

冷蔵庫 ホシザキ HR-120Z 1 

シェルフ タニコー N-TES-19-6191C-5 1 

殺菌庫 タニコー 包丁まな板殺菌庫 N-TNS-3045WF 1 

テーブル付シンク ホシザキ 一槽テーブル付シンク 1 

炊飯器 パナソニック IH ジャー炊飯器 SR-PGB54AP 2 

ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ ラショナル SCCWE61 ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ 1 

専用架台 ホシザキ USIV 1 

テーブル付シンク ホシザキ 二槽テーブル付シンク 1 

バックシェルフ ホシザキ 1 

電磁調理器 ホシザキ HIH-555T12B(SP) 1 

冷凍庫 ホシザキ HF-75Z3 1 

電子レンジ ネスター ERN-18TM 1 

移動テーブル ホシザキ 1 

電磁フライヤー タニコー TIFL-45N(SP) 1 

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ ホシザキ 1 

冷蔵庫 ホシザキ RT-120SNF(SP) テーブル型冷蔵庫 1 

ワークテーブル ホシザキ 1 

卓上ウォーマー 北沢産業 KTW-1/1T 3 

保温ジャー 岸保産業 THS-C80A 1 

電磁調理器 ホシザキ HIH-5LB 1 

電気冷凍麺釜 マルゼン MREF-046 1 

ワークテーブル ホシザキ 1 

ワークテーブル ホシザキ 1 

卓上ウォーマー 北沢産業 KTW-1/1T 1 

オーガナイザー 本間冬治 O-2-3-B 1 

給茶機 ホシザキ ﾃｨｰﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ PTE-100H2WA1-C-BK 1 

シャワーシンク ホシザキ 1 

ソイルドテーブル ホシザキ 1 

食器洗浄機 ホシザキ JWE-680A 1 
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クリーンテーブル ホシザキ 1 

消毒保管庫 ホシザキ 食器消毒保管庫 HSB-20SA3-1-S 1 

電気ブースター ホシザキ BT-12DT 1 

製氷機 ホシザキ ｷｭｰﾌﾞｱｲｽﾒｰｶｰ IM-25M 1 

スープジャー 岸保産業 マイコンｽｰﾌﾟｼﾞｬｰ JHI-M120 1 

シンク ホシザキ 一槽シンク 1 

フリーザー サンデン コンパクトフリーザー PF-057XE 1 

冷蔵ショーケース 大穂製作所 OHY-P-1200 1 

スニーズガード ホシザキ  2 

ディスペンサー タニコー 食器ディスペンサー TOL-T1 1 
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別表２ 

 

職員食堂要望アンケート 

 

平成２８年９月下旬に利用者に対するアンケートを実施しました。食事に対す

るスタッフの意見で特に多かったものは以下のとおりです。 

 

【メニューに関すること】 

・ 鶏肉や鯖を利用したメニューが多く飽きてしまう。 

・ 定食が２種類あるのに主菜が揚げ物同士なのはやめてほしい。 

・ 肉料理の定食のボリュームが少ない。 

・ パン食もほしい。 

・ メインの盛付が少ない時がある。 

・ 味噌汁やスープの温度が熱い。煮詰まって味が濃くなっている。 

・ 小鉢の種類が少なく、まんねり化している。 

・ デザートがゼリーやムースが多い。新鮮な果物が食べたい。 

・ 麺類は必ず欲しい。 

・ 麺類の固さが気になる。特にスパゲティは時間がたつと食感がざらつく。 

・ 量が少なくなった気がする。 

・ 和食も食べたいです。煮物やおひたしなど野菜が食べたい。 

・ オクラ等固い食材があります。 

・ ご当地カレーでない通常のカレーがおいしくない。 

・ 休日のメニューが２つあると助かる。 

 

【施設・設備に関すること】 

・ 自動販売機はいらない。給茶機前が混雑するので、２つにしてほしい。 

 

【その他】 

・ イベント食があるのは嬉しい。 

・ イベント食が無くなるのが早いので残念。 

・ アレルギー表記をしてほしい。 

・ タルタルソースやわさびソース等、最初からかけないでほしい。 

・ にんにく料理は臭いで患者さんに迷惑がかかるのでは。 

・ 献立の色彩が悪くなった気がする。盛付に工夫がほしい。 

・ 社食があるだけでもありがたいと思う。 

・ 従業員の方の接客態度やメニューの内容など満足です。 

・ パート職員も正職員と同じ金額で食べたい。 

・ 休日に営業していただけるのは本当にありがたい。 

・ 値段は今と同じままだとうれしいです。 

・ １５時まで開いてくれるとうれしいです。 
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別表３ 

食数（平成２８年度月平均） 

 

メニュー名 売上個数 構成比 

定食Ａ、定食Ｂ、定食Ｃ ２，７２８ ７８．６％ 

麺定食 ４１２ １１．９％ 

小鉢 ５５ １．６％ 

麺単品 １８１ ５．２％ 

スナック単品 ８６ ２．５％ 

ライス単品 ２ ０．１％ 

味噌汁単品 ４ ０．１％ 

 ３，４６８ １００．０％ 

 

 


