
業務委託契約書(案）

件 名 一関工業高等専門学校学寮給食業務、学校食堂及び売店業務委託事業

委託者 独立行政法人国立高等専門学校機構一関工業高等専門学校契約担当役事務

部長 竹原克郎（以下「甲」という。）と受託者 ○○株式会社 代表取締役 ○○

○○（以下「乙」という。）との間において、上記の業務（以下「給食等業務」とい

う。）に関し、下記の条項により契約を締結する。

記

第１条 甲は、本校の学生寮に生活している学生に栄養のバランスがとれた質の高い食

事を提供するため、また、昼食等を持参しない学生・教職員が利用する学校食堂に

おいて、栄養バランスのとれた質の高い食事を安全に提供するため、給食等業務を

乙に委託する。

第２条 請負の対価 ○○○○ とする。

第３条 乙は、給食等業務の実施にあたり、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３

号）その他関係法令等を遵守し、教育機関における給食等業務であることを十

分認識し、その品位と秩序を乱すことのないよう配慮するものとする。

第４条 給食等業務は「一関工業高等専門学校学寮給食業務実施細目」及び「一関工

業高等専門学校学校食堂及び売店業務実施細目」(以下「実施細目」という。)

に基づき実施するものとする。

２ 乙は、前項の実施細目を遵守するほか、本校職員の指示に従い、給食等業務

を実施するものとする。

第５条 委託期間は、平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日までとする。

第６条 乙は、学寮の給食費として本校が定める金額を毎月寮生から徴収するものと

する。

第７条 給食等業務に要した電気料、水道料及びガス料等は、乙の負担とする。

第８条 甲は、給食等業務に必要な施設、設備及び備品（以下「施設等」という。）

として無償使用施設等一覧のとおり無償で乙に使用させるものとする。

第９条 乙は、善良なる管理者としての注意をもって施設等を使用しなければならな

い。

２ 施設等の維持、保全のために必要な経費は、甲の負担とする。ただし、軽微

な費用はこの限りではない。

第10条 乙は、その責に帰すべき事由により、施設等を滅失し又はき損した場合はそ

の損害を賠償しなければならない。

第11条 乙は、施設等を給食等業務以外に使用し、又は第三者に使用させてはならな

い。

２ 乙は、自己の負担において施設等の修繕、模様替え等をしようとするときは、

甲の承認を受けなければならない。



第12条 乙は、本契約による給食等業務を第三者に実施させてはならない。

第13条 乙は、その責に帰すべき事由により喫食した者に対して食中毒、又は伝染病

等の被害を与えたときは、被害者に対してその損害を賠償するものとする。

第14条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しなかったとき、又は正当な理由がな

く本校の指示に従わなかったときは、本契約を解除することができる。

第15条 甲又は乙が、自己の都合によりこの契約を解除しようとするときは、２ヶ月

前までに相手方に申し出てその同意を得なければならない。

第16条 委託期間が満了したとき、又は前２条の規定によりこの契約が解除されたと

きは、乙は施設等を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲の承

認を受けた場合は、この限りではない。

第17条 この契約に定めのない事項、又はこの契約内容に疑義が生じた場合は、甲、

乙協議のうえ、これを定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、双

方各１通を所持するものとする。

平成２５年 月 日

委託者 一関市萩荘字高梨

独立行政法人国立高等専門学校機構

一関工業高等専門学校契約担当役

事 務 部 長 竹 原 克 郎

受託者 ○○○○ 丁目 番地

株式会社 ○○○○

代表取締役 ○ ○ ○ ○



（例：選定ヒアリング資料を参考に決定する。）

学校食堂販売品目・価格一覧

単位：円

販売品目 価 格 備 考

Ａランチ 350

Ｂランチ 350

日替わり丼 ○○○

○○○ ○○○

○○○ ○○○



（学生寮食堂）

無償使用施設等一覧

１．施 設
（1）食 堂 ２８３ â
（2）厨 房 １１１ â
（3）食 品 庫 １６ â
（4）下 処 理 室 １４ â
（3）倉 庫 １０ â
（4）事 務 室（便所含む） ２１ â
（5）休 憩 室（便所含む） ２２ â

２．備 品

品 名 規 格 数 量 備 品 番 号 備 考
1 給茶機 ﾎｼｻﾞｷ AT-100HWCA 1台 Ｓ010-2
2 ガス自動炊飯器 ﾌｼﾞﾏｯｸ FRC22NB-T 1台 Ｓ010-3
3 給茶器 ﾎｼｻﾞｷ AT-100HWCA 1台 Ｓ010-4
4 食器戸棚 北沢産業 C-156 2台 る999-150,151
5 冷凍庫 北沢産業 KFB-364 1台 る999-873
6 冷凍冷蔵庫 ﾅｼｮﾅﾙ NR-B43A-W 1台 る999-876
7 バイオフリーザー 日本ﾌﾘｰｻﾞｰGS-5203AF 1台 る999-892
8 ガス湯沸器 ﾊﾟﾛﾏ PH-24A 1台 む002-2
9 温蔵庫 ﾌｼﾞﾏｯｸ FWC-6A 1台 む003-2

10 消毒保管庫 ﾌｼﾞﾏｯｸ FGDA20 2台 む003-4,5
11 電気冷蔵庫 KIB681S-3 1台 む003-6
12 一槽シンク ﾌｼﾞﾏｯｸ FST-1275 1台 む003-11
13 三槽シンク ｺﾒｯﾄｶﾄｳ FST-1575 1台 む003-14
14 連続揚物機 ﾌｼﾞﾏｯｸ D15A 1台 む004-1
15 コンベックスオーブン ｺﾒｯﾄｶﾄｳ GT-9W2 1台 む004-2
16 ガスレンジ ﾌｼﾞﾏｯｸ SUS-430 1台 む004-3
17 ピーラー ﾌｼﾞﾏｯｸ FPH400-1 1台 む004-6
18 消毒保管庫 富士厨房 FSC-1000 1台 む999-1
19 消毒保管庫 ﾌｼﾞﾏｯｸ FSC-1000 1台 む999-3
20 消毒保管庫 ﾌｼﾞﾏｯｸ FASG 1台 む999-4
21 ガス式消毒保管庫 ﾌｼﾞﾏｯｸ FASG15 2台 む999-5,6
22 食器洗浄機 ﾌｼﾞﾏｯｸ FAD2-5LG 1台 む999-7
23 冷凍庫 ﾌｼﾞﾏｯｸ FRF1880G 1台 む999-9
24 万能調理機 ﾌｼﾞﾏｯｸ TS-20 1台 む999-45
25 ガス回転釜 ﾌｼﾞﾏｯｸ KGS-20 2台 む999-47,48
26 ガス回転釜 ﾌｼﾞﾏｯｸ KGS-20 2台 む999-49,50
27 ガス炊飯器 富士厨房 FRC-22 1台 む999-57
28 ガス炊飯器 富士厨房 FRC-22NA 1台 む999-58
29 消毒保管庫 富士厨房製 1台 む999-84
30 さいの目切機 北沢産業 KTS-21 1台 む999-90
31 プレハブ冷蔵庫 ﾌｼﾞﾏｯｸ製 1台 お999-3
32 トースター ｻﾝｳｪｰﾌﾞ TK-100 1台 む999-100
33 牛乳保冷庫 ﾀﾞｲﾜ 36M2 1台 む999-106

※備品については廃棄・更新等により上記と異なる場合がある。





（学校食堂・売店）

１．施設
(1) 厨房 50㎡
(2) 食堂 160㎡
(3) 売店 41㎡
(4) 食品庫 9㎡
(5) 更衣室 8㎡
(6) 前室・手洗い・ＷＣ 8㎡
(7) ホール・ラウンジ 110㎡

２．備品

ＮＯ 物 品 名 備 品 Ｎ Ｏ 購 入 価 格 購入年月日

1 浸透槽 む999-93 253,500 S54.3.31

2 熱風消毒保管庫 む003-1 625,500 S55.3.31

3 冷凍庫 S004-6 236,250 H14.3.12

4 冷蔵庫 S004-7 325,500 H14.3.12

5 ガス炊飯器 む001-1 309,750 H13.6.28

6 平棚・台付三槽シンク む999-86 144,500 S55.3.31

7 盛付台 む999-81 133,500 S55.3.31

8 ガスレンジ む999-74 310,000 H1.3.31

9 ゆで麺機 BH07H16S00000001 438,900 H17.3.31

10 ゆで麺機 む004-5 168,000 H13.3.30

11 フライヤー む999-51 128,750 H4.3.30

12 台付二槽シンク む999-87 100,000 S55.3.31

13 パイプレーン む999-42 127,500 S55.3.31

14 スチーム　テーブル む999-40 300,000 H5.8.31

15 吊り戸棚 る999-129 185,000 S55.3.31

16 万能合成調理器 む999-44 124,000 S61.2.25

17 レバー式焼物機 む999-70 350,200 H9.3.14

18 冷凍庫 BH06H22S00000057 305,000 H23.2.25

19 洗浄機 む999-8 978,500 H9.3.27

20 台付二槽シンク む999-88 112,500 S55.3.31

21 コールドテーブル む999-97 213,000 S55.3.31

22 陳列台 る999-906 115,000 S55.7.31
※備品については廃棄・更新等により上記と異なる場合がある。

無償使用施設等一覧




