
野田市立こだま学園及び野田市立あさひ育成園個別仕様書 

目次 

 

別紙 1  消防設備保守点検業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1 

別紙 2  機械警備業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2 

別紙 3  給食調理業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3 

別紙 4  送迎業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7 

別紙 5  施設管理業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9 

別紙 6   雑排水管及びグリストラップ清掃業務仕様書・・・・・・・・・・ P11 

別紙 7  受水槽清掃業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12 

別紙 8  合併浄化槽維持管理業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・ P13 

別紙 9  電気保安管理業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P14 

別紙 10  樹木剪定業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P15 

別紙 11 自動ドア保守点検業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・ P16 

別紙 12 一般腸内細菌検査及び腸管出血性大腸菌 O-157検査業務仕様書・・ P17                      

 



- 1 - 

別紙 1 

消防設備保守点検業務仕様書 

 

 

1 対象施設  野田市立こだま学園及び野田市立あさひ育成園 

         （野田市鶴奉 73番地の 1） 

 

2 業務内容   

消防設備等の機能保全のため、外観機能及び総合点検を消防法第 17 条の 3 の 3

及び消防法施行規則第 31条の 6に基づく点検を実施し、防火管理者が行う保守義

務を補佐する。 

 

（1）点検回数   

年 2回（外観及び機能点検年 1回、総合点検年 1回）行う。点検後は、結果

報告書を作成し、市へ提出すること。 

 

（2）点検内容 

  ①火災報知機、発信機、避難設備（誘導灯・誘導標識）、消火器の点検 

  ②障がい排除の処置 

  ③必要に応じ調整、注油、修理、部品交換等を行う 

 

（3）点検設備 

  ①こだま学園      

自動火災報知設備、非常警報設備、消火器小型（ABC）7本、 

誘導灯・誘導標識 9ヶ所 

②あさひ育成園 

自動火災報知設備、非常警報設備、消火器小型（ABC）1本 

   誘導灯・誘導標識 3ヶ所 
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別紙 2 

 機械警備業務仕様書 

 

 

1 対象施設  野田市立こだま学園及び野田市立あさひ育成園 

         （野田市鶴奉 73番地の 1） 

 

2 業務内容   

施設が無人となる夜間・休日等の火災、盗難及び破壊行為の防止を図るため、

機械警備を行う。 

 

（1）警備基準時間は次のとおりとする。 

   開園日：午後5時15分から翌朝午前8時30分まで 

   休園日：午前8時30分から翌朝午前8時30分まで 

（2）警備基準時間内に毎日1回は施設の巡回を行うこと。 

 

3 その他留意事項 

（1）事故発生の際は、指定管理者は速やかに電話もしくは口頭で市に報告する

こと。また、別途書面でも市に報告すること。 

（2）警備に必要な鍵類は、厳重に取扱い保管すること。 

（3）施設に設置された警報装置については、適宜保守点検を行い、その機能を

良好に維持すること。 
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別紙 3 

給食調理業務仕様書 

 

 

1 対象施設  野田市立こだま学園及び野田市立あさひ育成園 

（野田市鶴奉 73番地の 1） 

 

2 業務内容 

  利用者等の給食の提供を行う。給食の提供にあたっては、食品衛生法・健康増

進法等関係法令を遵守し、適時・適温給食と家庭的で暖かみのある給食提供を行

うよう努めること。 

  （1）喫食者の状況及び食数 

①利用者数及び職員 2施設合わせて 40名程度 

②検食 2食、保存食 1食、合計 3食分 

③食事箋、その他、行事食については、その都度必要な食数 

  （2）給食内容 

指定管理者は利用者等の状況に応じて以下の給食を提供すること。 

①普通食  常食・常菜 

②軟食   粥食（全粥・五分粥・流動食）・軟菜 

③特別食  潰瘍、検査食等、医師の指示にしたがって、療養食を提供す

る。利用者の進行状況にあわせて離乳食を提供する。 

④嗜好食  身体的な理由により著しく食欲のない状態が続いた場合、体

力の回復を図るための嗜好食を実施すること。 

⑤代替食  アレルギー・嗜好及び処遇の必要に応じて代替食を実施する

こと。 

⑥食事形態 利用者の状態に応じ、きざみ、極きざみ、ミキサー食等を実

施すること。 

⑦行事食  年間行事計画に従い行事食を実施すること。 

（3）調理等 

①指定管理者は、栄養士に献立表を事前に明示させるとともに献立表に示

された食事内容の調理等について必要な事項を調理業務従事者に指示さ

せること。また、調理業務従事者には栄養士の指示に従い献立表に基づ

いた適正な調理を行わせること。 

②原則として、当日調理すること。 

③食中毒予防のため、関係法規を遵守すること。 

④利用者等の食欲と嗜好に十分配慮し、適正温度の確保に留意し、盛り付

け作業を行うこと。 
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3 衛生管理 

（1）調理業務従事者の衛生管理 

    指定管理者は調理業務従事者の衛生管理を以下のとおり行うこと。 

      ①年 1回健康診断を行い、その結果を記録すること。 

②腸内細菌検査（O-157 を含む）を月 2 回行い、その結果を記録すること。

（新規に調理業務従事者を採用する時も行うこと。） 

③上記①・②の結果、食品衛生上支障のある者あるいは症状、発熱、せき、

外傷、皮膚病その他感染症等、食品衛生上支障のおそれがある者を調理業

務に従事させないこと。また、感染症等により食品衛生上支障が発生した

場合には、速やかに関係機関に報告し、指示に従うこと。 

④身体、衣服は常に清潔に保つよう指導し、調理室では清潔な作業衣、三角

巾、マスク等を着用させること。また、専用の履物を用い、他の部屋と兼

用させないこと。 

⑤業務に従事する際は、爪は常に短く切り、指輪、ネックレス等のアクセサ

リーはつけさせないこと。また、マニキュア、香の強い化粧品は使用させ

ないこと。 

⑥手洗いを完全に励行させること。特に調理前、下処理後、配膳前、用便後

の手洗いを徹底させること。 

⑦調理室では、喫煙、その他食品衛生上支障となる行為をしないよう指導す

ること。 

⑧衛生日常点検表を作成すること。 

（2）食品の衛生管理 

指定管理者は食品の衛生管理を以下のとおり行うこと。 

①納品された食品は、温度、量目、品質、鮮度,衛生状態等を確認、記録

し直ちに所定の場所に保管すること。 

②下処理後、調理後の食品は、適切な保存をすること。 

③野菜・果物・卵等を使用する場合には十分洗浄し、異物の混入防止策を

講ずること。 

④魚・肉・卵それぞれの容器を使用すること。 

⑤シンクは必ず洗浄・消毒すること。 

⑥生食する素材は消毒すること。 

⑦できあがり温度を確認、記録すること。 

（3）施設の衛生管理 

指定管理者は施設の衛生管理を以下のとおり行うこと。 

       ①調理室、食品庫は常に清潔に保ち整理整頓し、防鼠、防虫に努めること。 

        ②壁、扉、床は常に清潔にし、乾燥状態を保つこと。 

③調理業務を行った日は、排水溝の厨芥・残菜等は除去し、清潔にするこ

と。（毎回除去した厨芥・残菜等は毎回処分すること。） 
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④手洗い設備は常に清潔に保ち、石けん、ブラシ、消毒液等を常備するこ

と。 

        ⑤出入り口は、解放したままで調理業務は行わないこと。 

⑥害虫の防除については、「農薬、殺虫剤等の適正使用マニュアル（室内

編）」に基づき適正な対応を行い、年 3回行い報告すること。 

       ⑦水質検査を行うこと。 

   （4）備品の衛生管理 

指定管理者は備品の衛生管理を以下のとおり行うこと。 

        ①包丁・まな板は下処理用、肉用・魚用・野菜用・きざみ用の調理用途別

に区分すること。また、使用後は殺菌庫に入れること。 

②蒸気または熱風で消毒するときは、80℃以上で 30分以上行うこと。 

        ③薬液で消毒するときは、所定の場所で行い、十分洗浄すること。 

        ④使用後、分解できる器具類等は、随時分解し、清潔に努めること。 

        ⑤台ふきん・ふきんは、常に清潔にすること。 

      ⑥調理器具・食器は洗浄・消毒・乾燥させたものを使用すること。 

      ⑦冷凍庫・冷蔵庫の温度は、常に適正に管理すること。 

      ⑧洗剤は適性濃度で使用すること。 

      ⑨清掃用具は、用途別に区分して使うこと。スポンジは洗浄・消毒・乾燥

すること。 

   （5）残菜及び厨芥の処理 

指定管理者は以下のとおり残菜及び厨芥を処理すること。 

      ①残菜及び厨芥の廃棄物（資源ゴミは分別すること。）は所定の容器に入

れ、汚液・汚臭が漏れないようにし、清潔にしておくこと。また、指定

の収集所に出すこと。 

②容器は所定の場所に置き、その周辺及び容器は常に清潔に保つこと。 

 

4 検食 

 （1）検食を用意し、指定管理者が検食を実施するものとする。 

 （2）検食の結果について検食簿に記載し、利用者等の食事内容の向上に反映させ 

るものとする。 

 

5 検食の保存 

（1）食材を洗浄する前に、50グラム以上取り、冷凍庫で 2週間保存すること。 

（2）料理別に毎回それぞれ 50 グラム以上指定の容器に入れ冷凍庫で 2 週間保存

すること。 
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6 遵守事項 

   指定管理者は、関係法令のほか次の事項を遵守しなければならない。 

  （1）常時、衛生管理に努めること。 

  （2）災害防止に努めること。 

  （3）省資源・省エネルギーに努めること。 

  （4）調理については、献立の指示に従い、喫食者の嗜好を満たすよう調理及び

盛り付けについて研究・努力すること。 

（5）調理業務従事者は、常に喫食者等とのコミュニケーションに心がけるよう

働きかけ、理解をもつとともに、その特性に配慮するよう努めること。 

  （6）定期的に衛生面及び技術面の教育・訓練を実施し、指定管理者に報告する

こと。このことについて計画書を作成すること。 

  （7）給食の趣旨を十分に認識し、給食材料を適正に調理し、所要の栄養量の確

保に努めること。 

  （8）業務終了後「給食日誌」を含めた業務完了報告書を記録し、市の求めに応

じて提出すること。 

  （9）調理業務に伴う帳簿等を適正に管理し、市より提出を求められた場合は、

これを提出しなければならない。市は、立入検査を行うことがある。 

  （10）調理業務に係る一切の帳票類及び調理済み献立、食材等廃棄するものであ

っても持ち出さないこと。 

  （11）不当廉売行為等健全な商習慣に違反する行為を行わないこと。 

 

7 代行業務 

（1）指定管理者は、労働争議その他の事情により業務の遂行が困難となった場合

の代行を保障すること。また、代行をする場合は、事前に市に届出をし、代

行業者の連絡責任者を明示すること。 

(2）代行業者との代行契約書の写しを契約締結後、速やかに市に提出すること。 

 

8 その他 

(1）指定管理者の責任で、感染症又は食中毒の事故が発生した場合及び契約に定

める義務を履行しないため、市に損害を与えた場合は、市に対し損害賠償を

行うこと。 

（2）本仕様書に記載されていない事項について、疑義を生じたときは、その都度

市と指定管理者で協議して定めるものとする。 

（3）毎月、献立表を作成し保護者へ配布すること。 
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別紙 4 

送迎業務仕様書 

 

 

1 対象施設  野田市立こだま学園及び野田市立あさひ育成園 

               （野田市鶴奉 73番地の 1） 

2 業務内容 

指定管理者が用意する送迎用の自動車（以下「送迎車」という。）を用いて、利

用者及び保護者の送迎を行う。なお、具体的な業務内容については以下のとおり

とする。 

 

（1）送迎車の確保を行うこと。 

（2）送迎車の運行計画の企画及び立案を行うこと。 

（3）送迎車の日常点検整備、清掃等を行うこと。 

（4）燃料等の給油及び購入を行うこと。 

（5）送迎車の運転及びこれに付帯する業務を行うこと。なお、運転者以外に指定

管理者の職員が搭乗介助者として必ず乗車すること。 

（6）業務内容を記録する日報を作成し、市からの求めに応じて提出できるように

整備すること。 

（7）タイヤの管理を行うこと。 

（8）消耗品の保管及び購入をすること。 

（9）付属備品の管理を行うこと。 

（10）事故の際の処理及び補償に関すること。 

（11）車両保健、対人賠償保険、対物賠償保険、搭乗者傷害保険、任意保険等に加

入すること。 

（12）車検等の手続きを行うこと。 

（13）その他前各号に付帯する事項 

 

3 特記事項 

（1）利用者は児童であるため、チャイルドシートを取り付けること。運行の際は

細心の注意を図ること。運転者は、交通法規を守り、常に安全運転に努めな

ければならない。 

（2）送迎に用いる車両を選定する際は、市と協議を行い決定すること。 

（3）運行中に交通事故が発生した場合は、交通法規に定められた所定の手続きを

行うほか、速やかに市へ事故内容を報告すること。 

（4）交通事故に係わる事故処理及びそれに要した費用は、指定管理者の負担並び

に責任とする。 
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（5）運行中に利用者が急病等発生した時は、搭乗介助者の指示により適切に対応

すること。 

（6）車両の事故や運転者の急病等により、運行に支障をきたす場合は、直ちに代

車や代わりの運転者を用意し、運行業務に支障のないよう措置するものとす

る。やむを得ず遅延する場合は保護者へ連絡をすること。 

（7）指定管理者は、運転者に職務経歴書、健康状態がわかる書類、運転免許証の

写しを提出させること。また、市からの求めに応じて開示すること。 

（8）冬季（おおむね 12月から翌年 3月中旬まで）は、スリップ防止策を講ずるこ

と。また凍結等により運行が不可能な場合は、保護者へ連絡をすること。 
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別紙 5 

施設管理業務仕様書 

 

 

1 対象施設  野田市立こだま学園及び野田市立あさひ育成園 

（野田市鶴奉 73番地の 1） 

 

2 業務内容 

利用者等が快適に施設を利用できるよう、良好な環境衛生の維持と施設の保全

に努めるため施設の管理を行う。具体的な内容は以下のとおりとする。  

 

（1）施設の清掃、園庭の清掃及び植木、草花の手入れ 

①日常業務 

・清掃は、施設内の各所を利用者の利用に支障がないよう行うこと。 

     ・ゴミの収集、分別及び処理を行うこと。 

    

②随時業務（事象が生じた時等に行う業務） 

・敷地内緑地、境界周辺の除草を行い、指定した場所に処分すること。 

・植木、草花等の手入れ及び剪定をし、指定した場所に処分すること。 

・春と秋の花の植栽を行うこと。 

・花壇等を必要に応じ散水すること。 

・落ち葉の回収及び堆肥センターへの運搬を行うこと。 

・門の維持管理を行うこと。（オイル差し等） 

 

（2）日常的な施設、物品の点検・補充及び軽微な補修 

①施設の環境を安全、衛生的に保つために日常的に点検・管理を行うこと。  

②施設内外の危険個所及び異常の有無の点検巡視をすること。 

③施設及び備品等の点検を行い、簡易な修繕・補修で対応できるものは、 

補修をすること。 

④清掃用具、工具等の整理をすること。 

⑤開園日の午前 8時 30分に水道メーター確認（記録）すること。 

⑥点検日報を作成すること。 

 

（3）施設における病害虫の防除 

病害虫の防除については、「野田市の施設等における農薬・殺虫剤等の適正使

用に係る基本指針」に基づき、防除管理者を定めるとともに、施設ごとに「農薬・

殺虫剤等の薬剤の適正使用マニュアル」を作成して適正に病害虫の防除を行うこ
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と。 

 

3 その他 

(1) 管理業務について、指定管理者は委託することができるが、受託者からの再

委託はできないものとする。 

(2) 指定管理者が別途発注する契約により行われる保守点検、補修及び高所及び

危険箇所での作業は行わないものとする。 

(3) 本仕様書に記載されていない事項について、疑義を生じたときは、その都度

市と指定管理者で協議して定めるものとする。 
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別紙 6 

雑排水管及びグリストラップ清掃業務仕様書 

 

 

1 対象施設  野田市立こだま学園及び野田市立あさひ育成園 

（野田市鶴奉 73番地の 1） 

 

2 業務内容   

雑排水管の詰まりを防止するため、年 1 回雑排水管及びグリストラップの清掃

を行う。作業終了後は、実施報告書（写真、マニフェスト含む）を作成し、市へ

提出すること。 
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別紙 7 

受水槽清掃業務仕様書 

 

 

1 対象施設     野田市立こだま学園及び野田市立あさひ育成園 

（野田市鶴奉 73番地の 1） 

 

2 業務内容 

水道法第 34条の 2第 1項等に基づき、受水槽の衛生管理のために清掃及び点検

を行う。 

 

（1）受水槽内の清掃を年 1回行う。水あかや沈殿物が多い場合、及び汚染があっ

た場合は随時清掃し、消毒すること。また使用した薬剤名を実施報告書に記

載すること。  

（2）年 1 回受水槽(外部、内部、付属機器)に異常がないか点検を実施すること。 

（3）作業終了後は、実施報告書（写真含む）を作成し、市へ提出すること。 

（4）作業従事者の感染症（赤痢、腸チフス、パラチフス）の検査を実施すること。 
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別紙 8 

合併浄化槽維持管理業務仕様書 

 

 

1 対象施設  野田市立こだま学園及び野田市立あさひ育成園 

（野田市鶴奉 73番地の 1） 

 

2 業務内容    

浄化槽法第 10 条第 1 項に基づく清掃及び点検を行う。点検後は、結果報告

書を作成し、市へ提出すること。  

（1）合併処理浄化槽維持管理（処理方式：接触バッキ方式 65人槽） 

  ①保守点検 月 1回  

  ②清掃（汚泥引抜き作業） 年 1回 
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別紙 9 

電気保安管理業務仕様書 

 

 

1 対象施設  野田市立こだま学園及び野田市立あさひ育成園 

（野田市鶴奉 73番地の 1） 

 

2 業務内容 

電気事業法 42条に基づき定めた保安規定に従い、適正な電気保安管理点検を行

う。点検後は、結果報告書を作成し、市へ提出すること。 

①通常点検 月 1回 

  ②定期点検 年 1回 

 

3 電気設備 

  ①設備容量 155キロボルトアンペア 

  ②最大電力 108キロワット 

 ③受電電圧 6,600ボルト 



- 15 - 

別紙 10 

樹木剪定業務仕様書 

 

 

1 対象施設  野田市立こだま学園及び野田市立あさひ育成園 

（野田市鶴奉 73番地の 1） 

 

2 業務内容 

施設園庭に定植された樹木の剪定を行う。また剪定した樹枝の処分を行う。 

 

3 その他 

毎年実施する必要はないが、施設の運営や近隣住民等に影響が出る前に実施す

ること。 
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別紙 11 

自動ドア保守業務仕様書 

 

 

1 対象施設  野田市立あさひ育成園 

（野田市鶴奉 73番地の 1） 

 

2 業務内容 

自動ドアの正常な動作機能を維持するため、保守点検を行う。 

(1) 設置台数 1台 

（2）定期点検実施月は、7月、11月、3月に行う。 

（3）定期点検作業内容については、次のとおりとする。 

   ①外観点検：装置の据付状況、構成部材の状況、各締結部の状況などを目視

点検にて変形損傷の有無の確認を行う。 

②機能点検：装置の構成部材及び機器類の機能が仕様規格通りの正常性能の

状況にあるか点検確認を行う。 

   ③総合点検：装置及び受託者が施工納入した附帯設備が連動しているか、ま

た規格通りに正常作動し安全性能を確保しているか総合的に確認を行う。 

（3）不時の故障の際は、速やかに対応すること。 

（4）定期点検作業及び不時の故障修理において作業が終了した時は、結果報告書 

を作成し、市へ提出すること。 
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別紙 12 

一般腸内細菌検査及び腸管出血性大腸菌 O-157検査業務仕様書 

 

 

1 対象施設  野田市立こだま学園及び野田市立あさひ育成園 

（野田市鶴奉 73番地の 1） 

 

2 業務内容 

食中毒感染防止のため、一般腸内細菌検査及び腸管出血性大腸菌 O-157 検査を

行う。 

 

（1）対象者 

こだま学園及びあさひ育成園で支援に従事する職員及び利用者とする。 

（2）検査回数  

職員は月 1回とし、園児は年 1回とする。 


