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箕面市学童保育室おやつ購入に係る仕様書

１ 業務名称 箕面市学童保育室おやつ購入

（単価契約）

２ 履行期間 令和３年６月１日から令和４年３月３１日まで

３ 履行場所 箕面市立小学校各学童保育室 １４校（別紙１）

４ 事業の目的

箕面市立小学校学童保育室に在籍する児童生徒に対して、学童保育室で生活する中で発達

過程にある児童に栄養面や活力面に配慮したおやつを提供し、児童の健やかな育成に寄与す

ることを目的とする。

５ 対象者および対象者数

対象者は学童保育室の利用児童（小学１年生～小学６年生）とし、履行期間における各学童

保育室の平均在籍予定児童数見込は別紙１のとおりとする。但し、毎月の利用児童数の変動あ

り。

６ 業務内容

実施する基本的な業務内容は、以下のとおりとする。

（１）おやつの調達業務

各学童保育室から受注者に前月２０日に報告する児童数をもとに、当月献立に添った各

種おやつを、必要数量調達する。献立例は、別紙２のとおりとする。おやつが入荷状況

等により変更となる場合は、同等品への変更も可能とする。その場合、おやつは児童一

人あたりの購入額を月１，４００円（税込）（購入金額ベース）となるように調整する

こと。また、提供予定のおやつを変更する場合は、変更が判明した時点で速やかに学童

保育室に連絡するとともに、修正後のメニュー表を学童保育室に提出すること。

（２）おやつの配送業務

調達したおやつを、週に１回、月曜日から金曜日の午後１時から午後２時３０分の間

に、各学童保育室に納品すること。納品する曜日については、各学童保育室と調整のう

え決定するものとし、納品日が祝日等学童保育室の閉室日となる場合は、その都度学童

保育室と調整するものとする。また、配送にあたっての温度管理を適切に行うこと。納

品する住所地は、別紙のとおりとする。

なお、災害等不測の事態の発生で配送ができない場合は、直ちに市の担当者へ連絡し、

指示を仰ぐこと。

（３）その他事務に関すること

学童保育室との数量調整やおやつ代の請求処理など、上記（１）（２）の遂行に必要な

付随業務を行う。

７ 提供するおやつについて
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事業者は、学童保育室に提供するおやつの献立を変更する場合は、以下項目を遵守しなけれ

ばならない。

（１）食品の産地が明確であり、食品衛生基準を遵守した製品である等、安全性が担保され

ている商品であること。

（２）可能な限り、小学１年生から小学６年生の嗜好にあうと思われる商品を選択すること。

（３）可能な限り、季節ごとの商品を取り入れること。

（４）個包装の商品であること。

（５）賞味期限が納品日から２週間以上の商品を選択すること。

（６）栄養面やエネルギー面に考慮し、１日分を固形物及び飲料の組み合わせとすること。

（７）おやつの包装ゴミや賞味期限の切れたおやつは、学童保育室で廃棄すること。

８ 支払いについて

（１）請求

・発注者に対し、月末締めで全学童保育室に納品したおやつ代金を、一括で請求すること。

・請求書には、受注者の住所、社名、代表者の肩書きと氏名、請求年月日及び請求金額を明

瞭に記載するとともに、当該月に納品したおやつの品名、規格、数量、単価等の明細を、学

童保育室ごとに作成し、添付すること。また、請求印も明瞭に押印すること。

（２）支払い

・受注者からの請求に対し、請求書受領日から30日以内に適切に支払うこと。

９ 服務規律

受注者は、業務を履行するにあたり、次の事項を遵守するものとする。

（１）納品時等に小学校内を通過する場合は、教職員や児童、保護者等（以下、「学校関係者

等」という。）に対する接遇に細心の注意を払うこと。

（２）各学童保育室への納品作業中、名札を着用すること。

（３）各学童保育室への納品作業に際し、感染対策に留意し、秩序及び風紀の維持に責任を負

い、関係法令を遵守し、秩序のある業務の履行に努め、発注者の信用を維持し、発注者及

び学校関係者等に迷惑を及ぼさないよう努めること。

10 守秘義務について

本業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはなら

ない。契約の期間が満了し、又はその職を退いた後も、同様とする。

11 個人情報の保護について

本業務に従事する者は、個人情報等を保護するため次の事項を遵守するものとする。

（１）法令等の遵守に関する事項

①受注者及び業務従事者は、業務の遂行にあたり、「個人情報の保護に関する法律」及び

「箕面市個人情報保護条例」等の関係法令等を遵守すること。

②業務従事者に対し、発注者の機密を保持することの重要性を認識させ、故意又は過失

による情報漏洩の防止を徹底させること。

（２）個人情報等の目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

①業務を履行するにあたり、知り得た個人情報、発注者に関する事実、資料、情報資産及
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び各種ソフトウェアの一切について、契約を履行する目的以外に利用又は使用をしない

こと。また、これらを機密として保持し、事前に発注者の承諾を得ることなく、第三者

に開示又は漏洩をしないこと。

②業務従事者に前記①の義務を厳守させるため、就業規則又は契約書に機密保持義務を明

記する等必要な措置をとること。

③前記①及び②の規定を業務従事者に徹底し、機密漏洩の可能性を事前に排除するため、

業務従事者に対して、次のことを遵守させること。

・あらかじめ発注者が指定した場所以外に立ち入らないこと。

・発注者の許可なく、不要な物を履行場所に持ち込まないこと。

・発注者の所管する備品、書類その他一切の物を許可なく持ち出し、複写又は複製をし

ないこと。

・その他発注者が指示する事項を遵守すること。

（３）情報資産の複写又は複製の制限に関する事項

受注者及び業務従事者は、発注者の承諾なしに入出力データ、磁気ファイル、ドキュ

メント等の複写又は複製をしないこと。

12 本仕様書に定めのない事項について

この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
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（別紙１）

学童保育室 所在地
連絡先

（TEL及び FAX）

平均在籍予定児童数

見込（6月～3月）

箕面小学童保育室 箕面市百楽荘1-8-7 072-724-5172 ８１名

止々呂美小学童保育室 箕面市森町中1-23-14 072-736-1107 １２５名

萱野小学童保育室 箕面市萱野2-7-40 072-722-7673 １２２名

北小学童保育室 箕面市箕面3-4-1 072-723-9607 ５５名

南小学童保育室 箕面市桜 6-5-1 072-722-4859 ９８名

西小学童保育室 箕面市新稲3-12-2 072-722-0250 １７３名

東小学童保育室 箕面市粟生新家 5-5-1 072-728-1088 ８２名

西南小学童保育室 箕面市瀬川3-2-1 072-723-2620 １１５名

萱野東小学童保育室 箕面市石丸1-18-1 072-728-0521 １３２名

豊川北小学童保育室 箕面市粟生間谷西4-3-1 072-728-1753 ７３名

中小学童保育室 箕面市稲 1-15-8 072-724-0230 １０５名

豊川南小学童保育室 箕面市小野原東 3-2-1 072-729-0654 １２０名

萱野北小学童保育室 箕面市如意谷4-4-1 072-722-0551 ２５名

彩都の丘小学童保育室 箕面市彩都粟生北2-1-5 072-726-7300 ２１４名

合計 １，５２０名
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（別紙２）

品名 品名 品名 品名

カントリーマアム（完熟ふじり
んご）2枚

乳酸ドリンク ビスケットキャラメル風味　1袋
ＣＯとろける濃厚キャラメルア
イス１本

おじゃこ揚げせん1袋
ＣＯミックスキャロット１２５
ｍｌ

スコーンクアトロチーズ１袋 乳酸ドリンク

チョコ棒たち2本 乳酸ドリンク チョコシュー2袋 スティックゼリー2本

お野菜あみじゃがうましお味1袋
ＣＯみかん＆オレンジジュース
１２５ｍｌ

スニッカーズミニチュア2袋 乳酸ドリンク

グリコポッキー贅沢ミルクショ
コラ2袋

スティックゼリー2本

品名 品名 品名 品名

ＣＯ厚切りバナナバウム１個 乳酸ドリンク ミレービスケット　1袋
ＣＯ子どもの野菜くだもの１０
０ｍｌ

ブラックサンダー　１本
ＣＯ果汁５０％ミニカップゼ
リー２個

しみチョコロング１袋 乳酸ドリンク

ミニおにぎりせんべい１袋 ＣＯりんご＋Ｃａ　１２５ｍｌ
全粒粉ミルクチョコビスケット
１袋

乳酸ドリンク

ＣＯ国産小麦の野菜バーミニ１
袋

乳酸ドリンク
東ハトミニキャラメルコーンＣ
ａ１袋

ガリガリ君いちご　

チョコチップクッキー１袋 スティックゼリー2本
ＣＯ果汁５０％ミニカップゼ
リー２個

１1月おやつメニュー（例）

１１／２（月）～１１／６（金） １１／９（月）～１１／１３（金）

１１／１６（月）～１１／２０（金） １１／２３（月）～１１／２７（金）

品名 品名

ＣＯふんわりドーナツ　1個 乳酸ドリンク
ＣＳ厚切りしっとりバウムクー
ヘン１０コ入

ＣＯ乳酸ドリンク

グリコ　いちごポッキー　1袋 ＣＯチョコアイスボール　2個 おっとっとうすしお味　1袋 雪印メグミルク　牧場の朝

東ハトパーティーポテコうまし
お味　1袋

ＣＯ果汁１００％ミニカップゼ
リー２個

ＣＯ毎日鉄＆Ｃａウエハース　
２個

ＣＯダブルチョコシューアイス　
1コ

カントリーマアム（焦がしキャ
ラメル）2枚

ＣＯスリムアソート　２００ｍ
ｌ

明治　きのこの山とたけのこの
里　１袋

ＣＯるんるんスティックゼリー　
２本

マスヤ　おにぎりせんべいファ
ミリー　1枚

乳酸ドリンク
ＣＯ国産小麦の野菜バーミニ　
１袋

ＣＯ乳酸ドリンク

チチヤス瀬戸内みかんヨーグル
ト

ＣＯごまごま玄米せんべい　２
枚×１２袋入

品名 品名 品名 品名

ロッテ　トッポ袋　 ＣＯ乳酸ドリンク
明治きのこたけのこいちご＆
ショコラ

ＣＯ乳酸ドリンク

グリコビスコ大袋アソート
ＣＯ果汁５０％ミニカップゼ
リー

キットカットミニ　いちごミル
ク　

ＣＯるんるんスティックゼリー

ＣＯ＆東ハトビーノうましお ＣＯバニラシューアイス 三立製菓　チョコレートパイ 森永　パルムチョコレート　

ＣＯチョコバウムクーヘン　 ＣＯ乳酸ドリンク ＣＯ東ハトミニキャラＣａ チチヤスヨーグルト　

チチヤス　毎朝快調ヨーグルト
ＣＯ毎日鉄分すもも＆プルーン
味１２５ｍｌ

しんこう　プチチーズタルト　 ＣＯ乳酸ドリンク

ＣＯ国産小麦のミニロールケー
キ

１２月おやつメニュー（例）

１１／３０（月）～１２／４（金） １２／７（月）～１２／１１（金）

品名

１２／１４（月）～１２／１８（金） １２／２１（月）～１２／２５（金）・１２/２８（月）


