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平成 30 年度
学校給食調理等業務委託評価報告書
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１

衛生管理面

衛生管理面については、保健所による立入検査（平成３０年５月〜７月に実施）、栄
養教諭･学校栄養職員（以下、｢栄養教諭等」という。）研究協議会が実施した衛生管理
研究会（調理工程等の衛生管理の点検・確認を実施）や本委員会での施設視察や関係
者からの意見聴取等の結果を基に、
「施設・設備」、
「調理作業時」及び「調理員」の衛
生管理面から検証を行い、それらを踏まえて総合的な評価を行いました。
（１）施設・設備の衛生管理
「施設・設備」の衛生管理について、保健所による立入検査で受託会社への直接の
指摘事項はありませんでした。
なお、施設設置者である教育委員会に対する指摘として「昆虫の侵入を防止するた
め網戸の破れや薄くなっている箇所を修繕すること」などの指摘がありましたが、簡
易的な補修等については速やかに対応されています。
本委員会の視察の際には、
「水切りが直置きされていた」などの指摘がありましたが、
「清掃が行き届いており床面は清潔だった」
「手洗い手順が見えやすい場所にきちんと
貼られている」などの意見もあり、施設･設備の衛生管理が概ね適正に実施されている
ことが確認できました。
以上を踏まえ、施設･設備の衛生管理については、学校給食施設として「良好」と評
価しました。

（２）調理作業時の衛生管理
調理作業時の衛生管理については、保健所による立入検査で「開封後要冷蔵と表示さ
れている開封済み調味料が倉庫内で常温保存されていたため、開封後は冷蔵庫で保存す
ること」などの指摘がありました。
また、衛生管理研究会の視察時には、「ＡＴＰ拭き取り検査で、数値の高い箇所があ
った」、「エプロンの区別が分かりにくい」、「洗浄室前の靴箱の高さが高すぎるので、台
車よりも高い位置に靴を置かない」等の指摘がありました。
指摘に関しては、各調理場及び給食室において運用方法の改善が図られています。
本委員会の施設視察の際も、調理作業の衛生管理については、概ね衛生面に配慮した
作業が行われていましたが、施設によっては「ドライ台車を使用しているが、ボイル後
の水が落ちていた」「台車のレバーが上がっていなかったため食材の水が床に落ちてい
た」などの指摘がありました。
一方で「刃こぼれの点検、裁断機の点検等、声かけもきちんとできている」、
「作業に
よって色を変えたエプロンを着用していた」といった意見もありました。
また、洗浄・配送作業の視察においては、
「ドライ運用は意識していない様子だった」
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「白衣を着けず積み込み作業にあたる方がいた」といった指摘がありました。
指摘事項に関しては、ミーティング等で周知され、速やかに改善が図られています。
以上を踏まえ、調理作業時の衛生管理については、学校給食施設として「標準的」と
評価しました。

（３）調理員の衛生管理
調理員の衛生管理については、保健所による立入検査において、調理員の健康チェッ
クの実施状況、被服等の清潔さ、手洗いの状況、作業区分によるエプロンや履物等の交
換及びその他の項目に関する詳細な点検が行われ「健康チェック表に不適だった場合の
対処方法（負傷した場合絆創膏や手袋）まで記入すること」との指摘がありました。
本委員会の視察の際には、「マニュアルどおり行われていた」、「手洗い、履物をしっ
かりと履き替えられていた」という意見の一方で、
「一部の方がアルコール未使用」、
「水
だけの手洗いをしている人がいた」といった指摘がありました。手洗いの徹底は調理作
業において大前提であるため、調理員に向けた研修を一層充実するなど、改善に向けた
対応が求められます。
以上を踏まえ、調理員の衛生管理については、学校給食施設として「標準的」と評価
しました。

【 衛生管理面の総合評価 】
保健所の立入検査における指摘事項について、簡易な補修に関しては速やかに対
応され、概ね適切な衛生管理が行われています。
衛生管理研究会の視察においては、専門的見地から多くの指摘事項があり、それぞれ
細やかに問題点を精査した改善策が講じられています。
また、本委員会の視察の際に衛生管理面で指摘された事項についても、速やかに改
善され、日々のミーティング等を通じて適切な衛生管理の共通理解を図った上で業務が
行われています。
以上を踏まえ、衛生管理面の総合的な評価については、学校給食施設として「標準
的」と評価しました。
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２

品質面（給食の完成度）

品質面（給食の完成度）については、評価委員会による試食や共同調理場長・小学
校長・施設管理者・栄養教諭等からの意見聴取に加え、児童生徒、教職員へのアンケ
ート調査、残食量調査等の結果をもとに、
「食味（おいしさ）」及び「質感（形･大きさ、
外観、温度）」等の項目ごとに評価し、それらを踏まえて品質面（給食の完成度）の総
合的な評価を行いました。
（１）食味（おいしさ）
本委員会による共同調理場及び小学校給食室での試食の際には、
「いわしのおかか煮
が骨まで柔らかく食べやすかった」
「甘酢あんの野菜のシャキシャキ感がよかった」
「味
付けが子ども向けだった」といった意見が大半を占めましたが、
「少し水っぽさ感があ
った」、「焼き色に差があった」といった意見もありました。
《アンケート結果について》
教育委員会より、民間委託を実施している小学校７校の児童と、共同調理場３場から
給食提供を受ける小・中学校の児童生徒を対象にアンケート調査を実施し６３５名から
回答を得ました。（小学生は５学年、中学生は２学年のうち任意の１クラスを抽出）
食味（おいしさ）に関する項目の「給食のおかずはおいしいですか。」という質問に
対して、
「とてもおいしい」
「どちらかといえばおいしい」と回答した割合は、９４.２％、
また｢おかずの味付けはどうですか。｣という質問に対して、
「ちょうどいい」と回答し
た割合は７８.３％となり、多くの児童生徒は給食に対して肯定的な意見でした。
児童生徒へのアンケートと同時に実施した教職員（６０２名）へのアンケート調査
の結果については、「給食の味付けは児童生徒にとって適切ですか。」という質問に対
して、「とても適切」「どちらかといえば適切」と回答した教職員の割合は９７.３％と
高い評価を得ています。
《残食量調査について》
教育委員会が、平成３０年１１月に実施した残食量調査の結果を参照しました。
小学校全体の平均残食率は１.３１％（前年比▲０.０１％）であったのに対し、平成
２７年度以降に民間委託した小学校２５校の平均残食率は１.２９％（前年比▲０.４
８％）でした。
また、民間委託の１２共同調理場における平成３０年１１月の平均残食率は２.６
０％（前年比▲０.３６％）でした。
残食量については、小学校、中学校の併設校･配送校による違い、学校の状況（欠席
者数等）、学校での給食指導、さらには気候（天気や温度）等にも影響を受けること、
年度比較する場合も献立や使用する食材の違いも考慮する必要があり、単純に比較は
できませんが、小学校・中学校共に昨年度と比較すると残食率は低くなっています。
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また、平成２７年に環境省が調査した残食率
熊本市の給食の残食率は低いといえます。

1

の全国平均値６.９３％と比べても、

以上を踏まえ、食味（おいしさ）については学校給食施設として「良好」と評価し
ました。
（２）質感（形・大きさ、外観、温度）
本委員会による各共同調理場、小学校給食室での試食の際には、
「子ども達が食べや
すい大きさに切ってあった」
「煮崩れなく仕上げてあった」といった意見が多くありま
したが、「野菜の食感がもう少し欲しかった」といった意見もありました。
《アンケート結果について》
質感に関する項目について、
「給食の食材（具）の切り方について大きさはどうです
か。」という質問に対して、「ちょうどいい」と答えた児童生徒の割合は、８１.３％で
した。
次に、
「給食の見た目はおいしそうに感じますか。」との問いに関しては、
「とても感
じる」「どちらかといえば感じる」が９０.２％でした。
また、教職員へのアンケート調査では、｢食材はその料理にあった切り方になってい
ますか。｣という質問に対して「適切」「どちらかといえば適切」と答えた教職員の割
合が９８.０％、
「給食の見た目はおいしそうに感じますか。」という質問に対して、
「と
ても感じる」
「どちらかといえば感じる」と答えた教職員の割合が９５.０％とそれぞれ
高い評価を得ています。
以上を踏まえ、給食の質感（形・大きさ、外観、温度）については、学校給食施設
として「良好」と評価しました。

【 品質面（給食の完成度）の総合評価 】
児童生徒、教職員に実施したアンケート調査では、
「食味（おいしさ）」や「質感（形･
大きさ、外観、温度）」について、概ね高い評価を得ています。
本委員会による給食試食の際も、食味や質感の評価が高く、「おいしい」という意見
が大半を占めました。
以上を踏まえ、品質面（給食の完成度）の総合評価については、学校給食施設として
「良好」と評価しました。
1

環境省（平成 27 年 4 月）「平成 26 年度学校給食センターからの食品廃棄物の発生量・処理状況調査結果」を参照
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３

給食運営面

給食運営面については、評価委員会による視察や共同調理場長、施設管理者、小学
校長、栄養教諭等からの意見聴取に加え、共同調理場や小学校との連携を目的とした
定期的な会議（拡大連携委員会、事務連絡会議）の状況・意見等をもとに、
「業務の運
営体制」、「危機管理の体制」及び「職員研修の状況」の項目ごとに評価し、それらを
踏まえて総合的な評価を行いました。
（１）業務の運営体制
民間委託の共同調理場及び小学校給食室においては、直営時と比較して多めの人員
が配置されており、業務責任者が栄養教諭等と日々協議を行いながら、献立等にあわ
せた適切な人員配置や病欠者等の代替職員の配置を調整するなど概ね柔軟な対応が図
られています。
また、業務委託契約書・仕様書等を基に、共同調理場長、施設管理者、小学校長及
び栄養教諭等から指示された業務が、業務責任者及び業務副責任者を中心に、概ね適
切に遂行されています。
栄養教諭等からは、「業務責任者を含め調理員が子ども達の為に創意工夫を凝らし、
食育にも積極的に関わってもらっている」といった肯定的な意見の一方で、
「会社担当
者の巡回が少なく、新人の方の教育や指導等が現場任せになっている」
「業務責任者の
指示が少ないため、作業工程等が指示どおりに進まないことや、指示内容が全員に徹
底できていないことがある」などの意見がありました。
また、調理員の退職等による人員不足により、受託会社によっては調理員の確保に
苦慮されている状況も見受けられました。異物混入等の事故を防止する観点から、適
切な調理員の配置を行い、確実な運営体制を維持していくことが求められます。
なお、業務の履行状況等については、各種報告書や定期的に実施される教育委員会と
の事務連絡会議で随時確認が行われています。
以上を踏まえ、業務の運営体制については学校給食施設として「標準的」と評価し
ました。
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（２）危機管理体制
事故発生時を含めた緊急連絡体制及び対応マニュアルは、民間委託の共同調理場、
小学校給食室及びすべての受託会社に備えられています。
また、熊本地震の教訓を生かし、熊本市は、各受託会社と「災害時における給食施設
の復旧支援業務等に関する協定書」を締結し、この協定書に基づき、給食施設・設備
等が被害を受けた際の清掃をはじめとする復旧支援業務や、学校施設を使った被災者
への炊き出しへの協力をお願いしています。
異物混入の防止等については、混入を未然に防ぐための丁寧な確認作業が行われてお
り、事故等が発生した際は、業務責任者から共同調理場及び小学校給食室の関係職員
（共同調理場長、小学校長、施設管理者、栄養教諭等）への速やかな報告、巡回担当
者（受託会社）による現場確認などが行われています。
また、委託校における食物アレルギーを有する児童生徒への除去食や代替食の提供
についても、約５３８名に対して実施され、調理時や配送時に複数で確認を行うなど
の対応がとられています。
このほか給食の安定提供にかかる危機管理の一環として、受託会社の負担でインフ
ルエンザの予防接種を全調理員に受けさせているところや、食中毒防止対策として、
ノロウイルス等について調理員本人はもちろんのこと、その家族に陽性反応がある場
合にも診断結果が陰性となるまで出勤させないというところもありました。
以上を踏まえ、危機管理体制については、学校給食施設として「良好」と評価しま
した。

（３）職員研修の状況
職員研修については、業務委託仕様書において、年１回開催される教育委員会主催
の学校給食関係職員研修会への調理員の参加が義務付けられています。
また、各受託会社において、保健所主催の調理師等に対する研修会への参加を促す
とともに、学期に２〜３回程度、受託会社が衛生管理等の研修を実施するなど、調理
員の資質向上に努められており、調理業務管理に関する責任者の育成研修も定期的に
実施されています。
しかし、各小学校長からの要望として、
「年間を見通した計画的な研修をお願いした
い」などの意見もあったところです。
以上を踏まえ、職員研修については、学校給食施設として「標準的」と評価しまし
た。
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【 給食運営面の総合評価 】
業務の運営体制については、概ね適切な運営がなされています。
また、異物混入を未然に防ぐための丁寧な確認作業や、除去食･代替食の提供に際
しての複数人による確認などが行われており、受託会社独自の衛生管理研修の実施等
で調理員の人材育成及び資質向上が図られています。
しかしながら、学校長より「計画的な研修が十分ではない」と判断されている状況
も見受けられました。
以上を踏まえ、給食運営面の総合的な評価については、学校給食施設として「標準
的」と評価しました。

４

学校との連携

学校との連携については、評価委員会での視察や共同調理場長、小学校長、施設管
理者、栄養教諭等からの意見聴取に加え、共同調理場や小･中学校との連携を目的とし
た定期的な会議（拡大連携委員会、事務連絡会議）の状況・意見等をもとに、
「学校行
事等への協力」、
「学校や共同調理場との連携･協力」について項目ごとに評価し、それ
らを踏まえて学校との連携に関する総合的な評価を行いました。
（１）学校行事等への協力
学校行事等への対応（短縮授業実施に伴う給食提供時間の変更）、授業日数の変更に
伴う給食実施回数の増減対応、ふれあい給食等への協力など、学校の要望に対して協
力的で柔軟な対応が行われています。
また、児童生徒が給食の受け取りや返却に来る際に声掛けを行うなどの対応に加え
て、調理員が給食週間における行事や、栄養教諭等が行う食育授業に参加した例もあ
りました。
その他、学校行事等にあわせた休日の給食提供や中学生の職場体験（ナイストライ
事業）の受け入れ、栄養士･管理栄養士養成にかかる現場実習の受け入れなどにも協力
的な対応が行われています。
以上を踏まえ、学校行事等への協力については、学校給食施設として「良好」と評
価しました。

（２）学校や共同調理場との連携・協力
共同調理場が実施する拡大連携委員会（共同調理場長、施設管理者、栄養教諭等、
配送校の校長、給食主任、保護者代表、受託会社、教育委員会で構成）が学期に１回
程度開催されており、給食内容の充実に向けた多方面からの意見交換が行われ、同委
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員会の場で出された各学校、保護者等からの給食に関する意見・要望等に対しても前
向きな対応がとられています。
また、教育委員会が小学校・共同調理場において事務連絡会議を学期に１回実施し、
業務の遂行状況等を相互に確認するとともに受託会社との連携を図っています。
平成２８年熊本地震で、町内唯一の学校給食センターが被災した益城町に対し、同
センターが再稼動するまでの間、熊本市の４共同調理場より、益城町の小・中学校５
校分約３，０００食の給食を提供しています。これは熊本市と益城町、受託会社との
連携により行われている事業ですが、２年に渡って益城町の児童生徒に温かい給食を
継続して届けることができており、熊本市と益城町との連携という観点からも大きな
成果を上げています。
以上を踏まえ、学校や共同調理場との連携・協力については、学校給食施設として
「良好」と評価しました。

【 学校との連携の総合評価 】
学校や共同調理場との連携・協力については、休日の給食提供などへの柔軟な対応、
ふれあい給食やナイストライ事業等への協力、短縮授業実施に伴う給食提供時間の変
更への対応など概ね協力的な対応がなされていました。
また、熊本市から益城町への給食提供も順調に行われており、来年度からは、同町
の新しい給食センターを使って全児童生徒への給食提供が行われる予定です。
以上を踏まえ、学校との連携の総合評価は学校給食施設として「良好」と評価しま
した。
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５

まとめ
本委員会の視察や保健所、衛生管理研究会の立ち入り調査、アンケート調査の結
果等から、民間委託の共同調理場及び小学校給食室においては、丁寧な調理作業が
行われており、おいしい給食が提供されていることが確認できました。
また、食物アレルギーを有する児童生徒に対する除去食・代替食の提供、学校行
事変更に伴う提供時間の変更等も概ね適切かつ協力的に行われ、益城町への給食提
供を含め学校等との連携が図られています。
しかしながら、調理員の確保や衛生管理に課題があるケースも見受けられました。
このような中、安全で安心な学校給食を安定的に提供し続けるためには、受託会社
が必要な数の調理員を確保し、衛生面の指導を適切に行うとともに調理技術の向上
を図ることが重要なのはもちろんですが、市側においても可能な限り受託会社が行
う業務を支援することが必要です。
このような評価結果を踏まえ、評価委員会では、民間委託の共同調理場及び小学
校給食室における調理業務等については、学校給食施設として「標準的」と評価し
ました。
学校給食における衛生管理においては、学校給食法の規定に基づく「学校給食
衛生管理基準」を遵守し、文部科学省の衛生管理に係る各種マニュアルを活用しな
がら、研修等により調理に携わる職員の衛生管理を徹底していくことが重要です。
また、品質面でも食感（おいしさ）等に配慮した調理技術の向上が求められ、教
育的な観点から学校との連携も重要となっています。
児童生徒の心身の健全な発達に資するために、今後とも教育委員会、学校、受託
会社が連携を強化し、一層の努力をしていただくよう期待します。
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【参考資料】
○学校給食調理等業務委託評価委員会の概要
Ⅰ

学校給食調理等業務委託評価委員会の目的

熊本市学校給食調理等業務委託評価委員会運営要綱（平成 19 年 4 月制定）に基づき、共同調理場
及び小学校給食室における民間委託業務の履行状況について評価・検証を行うもの。

Ⅱ

平成３０年度民間委託事業の状況

１

実施施設

（1）共同調理場

（2）小学校

①東共同調理場

①出水南小学校

⑩白山小学校

⑲城山小学校

②城西共同調理場

②白坪小学校

⑪画図小学校

⑳田迎南小学校

③西原共同調理場

③御幸小学校

⑫力合西小学校

㉑田迎西小学校

④京陵共同調理場

④託麻南小学校

⑬託麻西小学校

㉒健軍小学校

⑤日吉共同調理場

⑤帯山小学校

⑭託麻原小学校

㉓山ノ内小学校

⑥武蔵共同調理場

⑥託麻東小学校

⑮尾ノ上小学校

㉔西原小学校

⑦出水南共同調理場

⑦長嶺小学校

⑯北部東小学校

㉕龍田小学校

⑧井芹共同調理場

⑧清水小学校

⑰川上小学校

⑨長嶺共同調理場

⑨高平台小学校

⑱城西小学校

⑩龍田共同調理場

計２５校

⑪城南共同調理場
⑫ 富合共同調理場
２

委託内容

３

受託会社

計１２施設

調理、配送、洗浄業務等

○九州綜合サービス株式会社
・共同調理場〔日吉、井芹、城南、富合共同調理場（4 施設）〕
・小学校〔出水南、白坪、御幸、託麻南、帯山、白山、画図、力合西、城山、田迎南、田迎
西小学校（11 校）〕
〇株式会社魚国総本社

九州支社

・共同調理場〔長嶺共同調理場（1 施設））
・小学校〔託麻東、長嶺小学校（2 校）
〕
○シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社熊本営業所
・共同調理場〔東、西原、出水南、龍田共同調理場（4 施設）〕
・小学校〔西原、龍田小学校（2 校）〕
○株式会社九州フードサプライセンター
・小学校〔清水、高平台、北部東、川上、城西小学校（5 校）〕
○学校法人

中村学園

中村学園事業部

・小学校〔託麻西、託麻原、尾ノ上、健軍、山ノ内小学校（5 校）〕
○株式会社

総合人材センター

・共同調理場〔武蔵、京陵共同調理場（2 施設）〕
○株式会社

三勢

・共同調理場〔城西共同調理場（1 施設）〕
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Ⅲ

評価委員会の開催経過

日

時

会

場

【視察・試食】
第1回

平成 30 年 9 月 27 日（木）

・春竹小学校

午前 9 時〜午後 2 時

【会議】
・春竹小学校
【視察・試食】

第2回

平成 30 年 10 月 18 日（木）

・田迎西小学校

午前 10 時〜午後 2 時

・山ノ内小学校
・西原小学校

・趣旨説明、経過・今後の進め
方について
・調理場の視察
（調理・洗浄）
・学校視察
・給食試食
・関係職員からの意見聴取

・城山小学校

（調理・洗浄）

・健軍小学校

・学校視察

・田迎南小学校

・給食試食

・龍田小学校

・関係職員からの意見聴取

【視察・試食】

・給食室の視察

平成 30 年 11 月 15 日（木）

・出水南共同調理場

（調理・洗浄・配送）

午前 10 時〜午後 2 時

・日吉共同調理場

・給食試食

・長嶺共同調理場

・関係職員からの意見聴取

午前 10 時〜午後 2 時

第6回

・直営施設の視察、試食

・調理場の視察

第 3 回 平成 30 年 11 月 8 日（木）

第5回

容

【視察・試食】
平成 30 年 10 月 29 日（月）

第4回

内

平成 30 年 12 月 10 日（月）
午後 2 時 30 分〜午後 4 時 30 分

平成 31 年 2 月 4 日（月）
午後 2 時 30 分〜午後 4 時 30 分

【会議】
・ﾏｽﾐｭｰﾁｭｱﾙ生命ﾋﾞﾙ
7 階 D 会議室

【会議】
・熊本市役所本庁舎
4 階モニター室

11

・第 1〜4 回視察等の意見
交換及び質疑応答

・評価報告書（案）の協議
・項目ごとの評価
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Ⅳ

評価の方法

１

評価項目について
評価項目

①衛生管理面

②品質面
（給食の完成度）

具体的項目

調査方法

施設･設備の衛生管理

・評価チェックリスト

調理作業時の衛生管理

（3 段階評価）

調理員の衛生管理

・栄養教諭や食品保健課の検査結果

食味（おいしさ）
質感（形、大きさ、外観、
温度）

・評価チェックリスト
・試食
・アンケート調査（児童生徒、教職員）
・残食量調査
・資料提供（受託会社の配置人員と市基準の配置

③給食運営面

業務の運営体制
危機管理体制
職員研修の状況

人員）
・資料提供（事故発生時等のマニュアル整備の有
無の確認、アレルギー対応に対する取組）
・資料提供（受託会社が実施する研修状況の確認）
・校長への調査票

④学校との連携

学校行事等への協力

学校や共同調理場との連 ・資料提供（調理作業体制など）
携・協力

２

・資料提供（ナイストライの受入状況など）
・校長、栄養教諭・学校栄養職員からの情報提供

調査方法

（１）評価委員による調理場・給食室の視察、給食の試食、関係者からの意見聴取など
民間委託の３共同調理場と小学校７校及び直営の春竹小学校を視察し給食を試食。
試食時には、共同調理場長、小学校長等からの意見聴取。
評価委員会会議の中で、視察、給食試食に関する協議や関係者（関係施設の栄養教諭・学校
栄養職員）からの意見聴取。
（２）保健所の衛生監視調査
保健所による立入り検査を平成 30 年 5 月〜7 月に実施。
（３）栄養教諭・学校栄養職員研究協議会による衛生管理研究会
栄養教諭・学校栄養職員研究協議会において、調理工程等の衛生管理の点検・確認を行う衛
生管理研究会を民間委託の 3 共同調理場（城西・日吉・龍田）、5 小学校（託麻南・健軍・白
山・城西・御幸）にて実施。
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（４）児童生徒、教職員へのアンケート調査
平成 30 年 11 月〜12 月に民間委託の 3 共同調理場の関係校（11 中学校）と小学校 7 校を対
象に実施。
（５）残食量の調査
熊本市立の小・中学校において平成 30 年 11 月に残食量調査を実施。
（６）拡大連携委員会・事務連絡会議等の開催状況
ア

拡大連携委員会（学期に 1 回程度開催）

・共同調理場主催により民間委託の共同調理場と関係校の連携を図るための会議を保護者代
表や受託会社の参加を得て原則学期に 1 回程度開催。
（参加者）関係小・中学校（校長、給食主任、保護者代表等）
共同調理場（場長、施設管理者、栄養教諭・学校栄養職員）
受託会社（本社又は支店等の担当者、共同調理場の業務責任者等）
その他（市教育委員会）
イ

事務連絡会議（原則学期に 1 回程度実施）
・民間委託の小学校給食室の業務遂行状況等に関する意見交換を学期に 1 回程度開催。
※ 共同調理場においては、拡大連携委員会後に随時開催

（参加者）小学校給食室（施設管理者等、栄養教諭・学校栄養職員）
受託会社（本社または支店等の担当者、共同調理場の業務責任者等）
その他（市教育委員会）
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熊本市学校給食調理等業務委託評価委員会運営要綱
制定 平成１９年 ４月１９日教育長決裁
改正 平成２１年 ４月１３日教育長決裁
平成２４年 ４月 １日健康教育課長決裁
平成２６年 ４月 １日健康教育課長決裁
平成２７年 ４月 １日教育長決裁
平成２９年 ４月 １日健康教育課長決裁
（趣旨）
第１条 熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）第３条の規定に基づき、熊本市学校給食調理等業
務委託評価委員会（以下「評価委員会」という。
）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
（所掌事務）
第２条 評価委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議を行い、その結果を答申
するものとする。
（1） 委託業務の履行状況についての評価
（2） その他教育長が評価委員会において行うことを必要と認めた事項
（組織）
第３条 評価委員会は、１６名以内をもって組織する。
２ 評価委員会の委員は、次に揚げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
（1） 学識経験者
（2） 食品衛生監視員
（3） 市ＰＴＡ協議会代表者
（4） 関係実施校のＰＴＡ代表者
（5） 校長代表者
(6) 栄養教諭又は学校栄養職員の代表者
(7) 給食技師代表者
（8） 公募委員
３ 委員の任期は、委嘱された日から同日の属する年度の３月末日とし、再任されることを妨げない。ただし、
補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
（委員長及び副委員長）
第４条 評価委員会に委員長及び副委員長１名を置き、委員の互選により定める。
２ 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理す
る
（会議）
第５条 評価委員会の会議（以下「会議」という。
）は、委員長が招集し、その議長となる。
２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
４ 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求
めることができる。
（庶務）
第６条 評価委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部健康教育課において処理する。
（その他）
第７条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って
別に定める。
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附 則
この要綱は、平成１９年
附 則
この要綱は、平成２１年
附 則
この要綱は、平成２４年
附 則
この要綱は、平成２６年
附 則
この要綱は、平成２７年
附 則
この要綱は、平成２９年

７月 ２日から施行する。
４月１３日から施行する。
４月 １日から施行する。
４月 １日から施行する。
４月 １日から施行する。
４月 １日から施行する。
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熊本市学校給食調理等業務委託評価委員会委員名簿

氏

名

区分

所属・役職等

川上 育代

学識経験者

尚絅大学生活科学部 栄養科学科 准教授

小池 江梨子

食品衛生監視員

健康福祉局保健衛生部 食品保健課 技術主幹兼主査

今村 吉宏

関係団体

熊本市ＰＴＡ協議会 常任理事

石綿 陽子

関係校ＰＴＡ

熊本市立湖東中学校 ＰＴＡ会長

松田 亜裕美

関係校ＰＴＡ

熊本市立城山小学校 ＰＴＡ副会長

元田 晋也

中学校長会代表

熊本市立河内中学校長

八谷 邦子

小学校校長会代表

熊本市立託麻原小学校長

甲斐 邦子

学校栄養職員

熊本市立京陵中学校 学校栄養職員

山下 美保

給食技師代表

熊本市立山東小学校 副主任

古上 理恵

給食技師代表

熊本市立向山小学校 副主任

小川 未来

公募委員

公募委員

後藤 和子

公募委員

公募委員
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