
福岡市の小学校給食について除、給食を実施する上で必要となる業務のうち、調理や

食器の洗浄、鎗設の清掃等の一部の業務について、平成24年9月から民問委託が試行

されてきた。

福岡市小学校給食調理等業務養託試行検証委員会（以下f検証委員会jという。)rt、試行

の開始に伴い設置され、民間委託によってもこれまでどおりf安全・安心でおいしい給食j

が提供できているかを確認するため、 ＠衛生管理、 ＠業務実施体制、 ＠給食提供、

＠教育活動との連携、 。経費肱較、 ＠事業者施較の視点により、現場確認、試食会、

アンケート調査など犠々な角度から検証してきた。

本報告書｛概要版〉は、これまでの検証結果をもとに、試行の評価や課題の整理を行い、

報告するものである。

民間雲既による小学校鎗食調理等業務除、学校鎗食法に基づく『学綬給食衛

生管理..J等に従っτ適正！こ行おれており、教育活動との連鎗も円滑である。

総じて、民問委艇によっても、これまでど80『安全・安心でおUじU給食J
が提供されていると留め5ねる。
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学校給食の業務に肱、献立の作成、食材料の賭入、調理作業、検食、配膳・給食、食器洗浄、

施霞清掃等があるが、このうち園理倖畿、食器洗湯及び施慣清掃等の業務について昆聞’義者へ

雲隠し、鼠行された．
学校給食の流れ：
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⑩ 衛生管理：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

概要

方法

結果

野価

調理員の作業衣、調理作業全般、調理設備怠どの衛生管理が、学校給食法に基づく「学枝給食

衛生管理基準jに従って適正になされているかを検証じた。

①栄養教諭による日常業務評価

①検証委員による調理作難等の確認

③食品衛生関係者（保健所）による衛生横査

＠栄養教蹟・調理業務員による衛生検査

⑤教育蚕員会による衛生管理状況の確認

①学校給食の経肢が怠い従事者に、使U捨て手識の使用方法など衛生管理の徹底が浸透

していない部分が一部見5れたが、『学按給食衛生管理墨準jに従って、概ね適正・良好

な衛生状態で業務が履行されていることが留められた。

なお、不適とされた項目については、栄養教諭が、その都度、事業者の責任者を過して

指示し、速やかに改善されている。

②使U捨て手袋の使用方法など衛生管理の徹底が浸透してい怠山部分が一部見られたが、

『学授給食衛生管理基準jに従って、概ね適正・良好怠衛生状態で盟理作業が実施されて

いることが留め5れた。

怠お、指摘された事項について，孟、栄養教諭が、その都度、事業者の責任者を過して指示し、

速やかに改善されている。

③大きな問題は認め5れなかった。食材保管用冷車庫の容量不足など施設・設備面や、一部

の食材が早朝搬入のため立ち合いができていなし1ことなどについて若干の指摘があった

が、事業者の責めに帰9ものでは怠がった。

怠お、指摘された項目について、速やかに対応できるものは改善されている．

＠全117項目申25項目均時適とされたが、そのうち16項目について肱、施設や設備の

不備が主怠原因で、事業者の責めに帰菅ものでは怠かった。

また、不適とされた項目について，事業者で対応できる項目I注改善されている。

⑤給食で提供宮る『だいこんサラダjの細菌検査（生菌数、大踊菌群、黄色ブドウ球菌）

及びフードスタジブ培地による大腸菌・大腸菌群検査を実施し、 6絞ともに問題怠いこと

が認められた。

衛生管理は、清潔な服装やドライ運用の徹底、適切な作業動線の確保、安全面への十分怠

配慮怠ど、「学校給食衛生管理基準j等に従って、概ね適切・良好に業務が行われている。

また、一部不十分な点につし1て肱、事業者の責任の範囲内で、その都度速やか怠改善が

図5れている。
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＠ 業務実施体制：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：・
概要

方法

結果

評価

人員配置や代替体制は適切かなどを検証した。

栄聾教諭による日常業務評価

・従事者の配置状況について肱、食数に応じて常勤とパートが配置され、直営の学校と比較

して、概ね1人～3人の増員となっている。

・従事者の定着状況については、平成25年7月末現在、常勤2人、パート5人が、家庭の

事情等により入れ替わっている。

・従事者の病気など緊急時にI志、速やかに代替要員が配置され、給食実施に支障をきたさ

ない対応がとられている。

従事者l誌、概ね直営の学校の配置基準より多く配置されてcl:lD、現場責任者の指示のもと、

円滑に業務が行なわれている。また、緊急時には、代替要員が適切に配置されている。

一方、従事者の入れ替わり怠どにより、調理作業等の習熟度に個人差が見られる。

＠ 給食提供 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

概要

方法

結果

野価

おいしい給食を適切な時間に提供できているか、アレルギー対応は学校の

指示に従l,＇＼適切に行われているかなどを検証レた。

①栄養教諭による日常業務評価

②検証委員による試食

③教職員へのアンケー卜

④保護者等による試食・アンケート調査

①献立表や配膳表どおりに調理し、指定時間に配食され、食物アレルギ一等の対応につい

ても学校長の指示に従い確実に個別配食できており、仕様書に従い適正に業務が履行

されていることが認め5れた。

なお、不適とされた項目については、栄養教諭が、その都度、事業者の責任者を通して

指示し、速やかに改善されている。

②検証委員による試食に際しアンケートを実施し、給食の出来上がりについては93%が

とても良かった、良かったと回答し、昧付けについては約96%がとても良かった、良かった

と回答した。

③教職員へのアンケート（6回目）では給食の出来上がりについては約95%がとても良かっ

た、良かったと回答し、昧付けについても約93%がとても良かった、良かったと回答レた。

また、委託試行前と出較した総合的な判断については約49%がとても良くなった、良く

なったと回答し、約42%カt変わらないと回答した。

なお、回を追うごとに、とても良くなった、良くなったという回答の割合が増えてきた。

④保護者等による試食・アンケート調査でI志、給食の出来上がりにつUては約93%が、

また、昧付けについては約96%がとても良かった、良かったと回答した。

給食l誌、献立衰や配膳表どおりに調理され、指定時間にE食できており、アレルギー対応

についても学校の指示どおり確実に行なわれている。

また、「給食の出来上がり具合Jや「給食の昧付けJも高評価を得てcl:lD、給食の提供は適

切に行怠われている。
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アンケート集計結果

検証委員集計結果
悶1：給食の出来よがり

具合le!;どうでgか？
【固筈数：72】
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． 
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0% 
とても臨惑かコた

llE「とても悪かった』の固筈はなL,.

凝固筈敏肱積鑑委員ののべ人数

保護者等アンケート集計結果（6枝分）
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とてち2良2かった80% 

60% 良か．った
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思かった

20% 

0% 
とて句障麗かコた

議「とても悪かった』の回答肱怠L,.

｜…附け肱
どうでgか？
【回答数： 413]
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40% 
思かった
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0% 
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調匝四捨五入により、II:・値の合酎が合わない箇所がある．

教職員アンケート集計結果（6校分｝｛平成24年9月、11月、平成25年1月、3月、問、7月に購｝

問1：鎗食の出来上がり具合肱どうですか？
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。%

厳かっと内の敵字肱回答破 滅『とて右事かったJのB筈肱なじ．

問2：給2誌の味付けl志どうですか？
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自民かっこ肉の重量字肱回答数

間3：温かし、もの肱温かく提供されてUま官官か？
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。%
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間4：総合的に判断言ると委髭託行前（平成24年1学期まで）と出ペてどう思われま言か？
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ー．恵かっ1c
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｛？，とても良かった
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ー：B1l'コた
固とても愚かった

~とても良くなった
．良〈怠った
5運変わらない
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3回目（134) 4固目（132) 5固目（129) 6固目（129)

llEかっ乙肉の敵字肱回答重量

縦四槍玉入によD、.値の置十が合わない箇所がある．
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。教育活動との連携：：：努：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：……

概要

方法

結果

静価

学校関係者の一員としてコミュニケーションがとられているか、学校行事への協力が怠され

学校との連携がとれているか、給食関係事務の増減はどうか怠どを検証した。

①学校運営面につしもての試行校校長による評価

②給食関係事務についての続行按担当教輪員による解価

①学校運営面について除、配膳室での受け渡し時五tび食鰭返却時の声掛けなど学校関係者

の一員としてのコミュニケーションや、始業式や給食週間などの学綬行紗＼の創日協力が

本されていた。

＠事務の負担感については、栄養教愉la:増えているが、学校長、教頭、事務犠員隊機ね減った

との評価であった。

始業式や給食週間などの学校行事への従業員の参加・協力が得られるとともに、学校行事

や時制Iζ合わせた調理時間の調聾など柔軟な対応ができている。

また、配膳室での給食の受け渡し時の声かけなどのコミュニケーションも適切に行怠ねれ

て怠り、学校関係者の一員としての役割を十分果たしている。

＠経費出較 ~：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

栂要

方法

結果

野価

義誌による経費の繕濡（clどうか、区域・規模による遣し、があるかを検証した。

①委託試行前後の経費比較

②区域による比較

③錦撲による比較

①本市の直営人件費と平成25年度の年間接託料を比較嘗ると、 6校合計で約2,400万円、

1桜あたり約400万円の差額が生じた。

②学校の立地区援による差（cl認めら杭なかった。

③経費の差額fci学校規模に比例しておらす、配置人員の状況により差が生じている。

今回の委託契約に係る経質〈養託料）I諒、直嘗人件費と出絞して1校当たり約400万円少怠く

なっている。怠お、学校の立地区繊及び学校規績による差lei認められない。
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。事業者比較：：：：：：：：：：：：：：：：：：……
概要 ＠ ～＠ を踏就事業者による遣いがあるかを概した。

方法 教育接員会による分析

．．． ．．． ．．． 

結果

・＠ ～o，こおし、て比較したところ、衛生管理の方法や学校行事への協力紀商学校の

状況に応じた遣い拡見られたものの、事業者聞による遣いは特に偲められす、両事業者

とち仕様書及び f学校給賞衛生管理菖準jや栄捜教諭の指示に従って、概ね適正に業務

が履行されているととが藷められた。

．経費比較について誌、平成25年度の年間接挺料を比較した場合、一富士フードサービス

の見積金額を100と写ると、中村学園は88.2であった。

野価
衛生管理、業務実施体制、給食提供及び教育活動との連携に関宮る事難者聞の差は特に認め

られ怠い。

⑫ その他〈課題等）：：：：：：：：：：.” 
・衛生管理や給食提供怠どの状況確認のため、定期的な鵬査等が必要である。

．業務の円滑怠運営のために、栄襲教舶の果た苦役割が霊要であると舘められる。

・学校給食の衛生管理恐ぴ安全管理の水準を維持・向上させるため、養託綬に隈ら替市全体の給食に

関する施設や股備の改善を検討する必要がある。

．事録者の選定に当たって除、コスト置だけでなく、学校給食の憲義やその特性の理解、衛生面・

安全面を含めた総合的怠判断が必要である。

業者選定につUて

保S駆者、学校長噂の代表から怠

る f福岡市4惇校給食調理‘事業務
接訴業者選定委員会jを蛍置し、

プロポーザル！こより他都市におい
て学綬給食受話の実鰻がある業者

の中か52社選定された。
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111温極盟組；臨幅削糊人撚揖・榔l

福岡市小学絞給食調理等業務委託割強証委員会

保護者代表（2名〉…松田備態依膳博昭＜••••》 献立物資・鳴理関係者（4名）…矢口著書枝井上真理子
学識経験者（1名）…竹下真理子 前田和子泊孝子
食品衛生関係者（1名｝…田中衛 教育委員会夢務局（3名｝…桑田哲志中村浩三
学校関係者（2名〉…松下澗人編集船轟宏介 鎌慎治

〈事務局〉福岡市教育委員会教育支援部健康教育課｛小学技給鑓嘗錨｝

TEL:092・711-4450 FAX:092・733”5538
検証接員会の開催状況や検証結果最終報告書の詳細！こっωては、 r 

｜福岡市給食民間
福岡市教育豊島員合kームページをと拳照くだat,，。 l 直亘k
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