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第１回 鈴鹿市中学校ランチサービス事業推進委員会議事録 

 

１ 日 時    ：平成２４年９月２６日（水）１０：００～１１：１５ 

２ 場 所    ：鈴鹿市役所 １１階 教育委員会室 

３ 出席委員   ：西 繁，小川 正芳，滝澤 薫，山田 勝久， 

田中 真紀，井上 三矢子，稲垣 滋， 

青山 友紀，小河 謙一 

４ 欠席委員   ：なし 

５ 公・非公開の別：公開 

６ 傍聴者    ：なし 

７ 出席職員   ：教育長 長谷川 正人，学校教育課長 井上 浩 

          副参事 伊藤 聡，副参事兼保健給食 GL 山本 浩 

          野呂 昌子，加納 伸哉，服部 知美 

                                     

（司会） 

ただ今から，鈴鹿市中学校ランチサービス事業推進員会を開催いたします。 

本日の司会をさせていただきます，教育委員会事務局学校教育課 副参事の伊藤

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

皆様方には，この度，当検討委員会の委員をお願いしましたところ，快く御承諾

いただきまして，誠にありがとうございます。 

本来でしたら，教育長から委員の皆様お一人お一人に委嘱状をお渡しさせていた

だいて，お礼とお願いをさせていただくべきかとは存じますが，略式で進めさせて

いただいて，委嘱状をあらかじめお席に配付させていただいておりますので，御了

承くださいますよう，お願い申し上げます。 

それでは，はじめに，事項書１ 開会に当たりまして，長谷川教育長から御あい

さつを申し上げます。 

 

（教育長） 

― 教育長あいさつ ― 

  

（司会） 

  次に，「事項書２ 委員の紹介及び委員長・副委員長の選出」に入ります。 

委員紹介につきましては，委員会名簿に掲載させていただきました順番で，自己
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紹介をお願いいたします。では，西委員さんからお願いいたします。 

 

― 各委員による自己紹介 ― 

 

ありがとうございました。 

続きまして，当委員会の委員長と副委員長を定めたいと存じます。 

事前送付させていただきました資料「教育委員会市民委員会規則」第４条第３項

に基づき，委員の互選により定めるとなっております。 

自薦若しくは他薦をされます委員の方はお見えになりますか。 

 

（小河委員） 

 「どなたも見えないようなので，事務局一任でどうでしょうか」 

 

（司会） 

 「事務局一任というお声をいただきましたが，よろしいでしょうか」 

 

（委員） 

 「異議なし」 

 

（司会） 

 それでは，事務局から提案させていただきます。 

 

（事務局） 

私，教育委員会事務局 学校教育課長の井上でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。委員長を「西」委員，副委員長を「井上」委員にお願いしたいと考

えておりますが，いかがでしょうか。 

 

（各委員） 

「異議なし」 

 

（司会） 

それでは，委員長に西委員，副委員長に井上委員ということで決定させていただ

きます。 
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ここで，委員長と副委員長に席の移動をお願いしたいと思います。 

 

― 移動 ― 

 

（司会） 

では，委員長と副委員長から御あいさつをお願いしたいと思います。西委員長か

らお願いいたします。 

 

（委員長） 

― 委員長あいさつ ― 

 

（司会） 

ありがとうございました。続きまして，井上副委員長，お願いいたします。 

 

（副委員長） 

 ― 副委員長あいさつ ― 

 

（司会） 

ありがとうございました。 

次に，「事項書３ 諮問」 

教育長から鈴鹿市中学校ランチサービス事業推進委員会へ諮問をさせていただ

きます。 

西委員長，教育長，前の方へお願いいたします。 

 

では，お願いいたします。 

 

― 教育長から諮問 ― 

 

 

（司会） 

ここで，公務のため教育長は，退席をさせていただきます。 

 

― 教育長退席 ― 
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それでは，教育委員会市民委員会規則第４条第４項により，西委員長に議長をお

願いしたいと存じます。 

西委員長，議長をよろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

本日は，９名中９名の委員に御出席いただいております。 

まずは，教育委員会市民委員会規則 第５条第１項，会議の開催要件としまして，

過半数の出席がありますので，会議が成立することを宣言させていただきます。 

それでは，次に，「事項書４ 会議の運営方法」に入らせていただきますので，

事務局から，説明をお願いします。 

 

（事務局） 

まず，「傍聴について」ですが，事前配布しました「教育委員会市民委員会の傍

聴に関する事務取扱い」に基づき，原則５名の傍聴ができることとなっており，ま

た，委員長は，会場の規模等を考慮して，傍聴人の定数を変更することができます

ので，御理解賜りますようお願いいたします。 

 次に，「会議の公開及び会議録について」でございます。 

事務局といたしましては，当委員会の開催に際し，会議の公開に関すること，及

び会議録の形態と承認方法並びに公表に関することについて，当委員会としての方

針を決定していただきたいと考えていますので，よろしくお願いいたします。 

まず，「会議の公開に関すること」につきましては，鈴鹿市の各種審議会等の設

置に関して定めております「審議会等の設置及び見直しに関する要綱」に基づき，

会議は原則として公開しなければならないことになっておりますが，本日の協議事

項であり，諮問の 1にある，業者選定の基準を決定する委員会については，公開と

させていただき，諮問２にある業者の評価を行う委員会については，非公開とさせ

ていただいてはどうかと思います。 

次に，「会議録の形態と公表に関することについて」でございますが，まず，会

議録の形態につきましては，主な発言内容について，要点筆記の形態でまとめさせ

ていただこうと考えております。 

公表についてですが，公開としている委員会については，まとめさせていただい

た会議録を市のホームページに掲載させていただき，非公開となります委員会の会

議録については，業者評価後に公開とさせていただいてはどうかと考えております。 

また，事務局でまとめさせていただいた会議録案について，当委員会の承認を得
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る方法についてですが，事務局案としては，会議から１５日以内に会議録案を各委

員に配付し，次回の委員会で修正部分の御確認をしていただいた後，委員長が代表

して会議録への署名を行い，その会議録を市政情報課へ提供し，同時に市のホーム

ページへ掲載させていただいてはどうかと考えております。 

なお，会議の記録につきましては，正確な会議録を作成するための補助として録

音を，お認めいただきますとともに，録音記録は，会議が終了した年度から１年間

保管するものとし，保管期間中に情報公開請求があった場合は，非公開情報を除き，

公開するものとさせていただきたいと考えています。 

以上，これらについて，御理解をいただくとともに，御審議くださいますようお

願いいたします。 

 

（議長） 

 傍聴，会議の公開，会議録の形態・承認方法・公表，録音について御提案いただ

きましたが，いかがでしょうか。 

 

（委員） 

 － 意見なし － 

 

（議長） 

 よろしいでしょうか。  

 それでは，「事項書５ 提案・協議事項」に移らせていただきます。 

本日の協議事項として，諮問にありました「業者選定の基準を決定すること」に

なろうかと思いますが，まず，事務局の方から（１）現状報告 としてランチサー

ビスの現状について，説明をお願いしたいと思います。 

 

（事務局）注文方法，献立表，利用状況の説明 

 

― 説明 ― 

（議長） 

ありがとうございました。 

 ただ今の説明について，御質問がございましたらお願いいたします。 

献立表の本日の献立のところで，太線で囲まれ大木と書いてありますが，これに

ついて説明お願いします。 
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（事務局） 

 これは，大木中学校でホットメニューサービスを実施するということです。ホッ

トメニューサービスというのは，ランチサービスに親しんでいただくため，普段は

衛生基準に基づき，おかずは低温で配送して提供しているのですが，この時には業

者が学校へ出向きまして，食缶から温かいまま盛り付けるという取り組みをしてい

ます。参考までに，本年度の実施回数は各校２回です。 

 

（議長） 

ありがとうございます。他には何かありますか。 

それでは，平成２５年度のランチサービス事業の実施業者の募集内容として， 

（２）「今後の日程」から（５）「仕様書」までの説明をお願いします。 

 

（事務局） 

本日，準備いたしました資料と事前に配付している資料について，説明いたしま

す。 

  

― 資料説明 ― 

 

（議長） 

 ただ今の説明は，平成２５年度の業者募集にかかる業者選定の基準及び募集内容 

についての説明でしたが，御質問等ございましたらお願いします。 

 

（小河委員） 

 選定基準に「生徒，保護者及び教職員の意見が良好であること。」とありますが，

選定していく中で生徒の意見というのはどのような形で出てくるのですか。 

 

（事務局） 

 当初は試食会で生徒の意見を聴取していたのですが，１８年度以降は１社のみの

申請だったため業者間で差をつけるということは出来ず，申請いただいた業者の提

案や弁当の内容等が一定基準に達しているかどうかの評価となりました。 

学校や生徒の負担も考えて，委員のみで選定して生徒は入っていなかったのです

が，２社以上の申請であれば，生徒の意見も聴取した上で，評価には参加いただき

たいとは考えます。 
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（小河委員） 

 生徒の意見を聞かない場合があるのだったら，表現を変えた方が良いように思い

ます。 

 

（事務局） 

 委員会には保護者代表の方，教職員代表の方に参加いただいておりますので，「保

護者及び教職員の意見が良好であること」というので，良いでしょうか。 

 

（議長） 

 「意見が良好」というのは，年間を通してということでなく，委員会で試食会や

プレゼンテーションを実施して選定をしますが，その部分で良好という理解で良か

ったですか。 

 

（事務局） 

 はい。 

 

（議長） 

 生徒に試食をさせる予定がないということであれば，「生徒」というのを削除し

ても，良いですか。 

 

（委員） 

― 了承 ― 

 

（事務局） 

 では，そのように訂正させていただきます。 

 （議長） 

 選定基準について，他にはよろしいですか。 

それでは，募集案内については，いかがでしょうか。募集案内には仕様書も付け

るということで良かったですか。 

 

（事務局） 

 はい。 
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（議長） 

 昨年度と変更点があれば教えて下さい。 

 

（事務局） 

仕様書で，業務内容の献立提案のところですが，昨年度の第１回目の委員会では，

「献立については学校教育課が作成する」というように提案させていただきました。  

これまでも業者が献立を提案して学校教育課と協議をするというのが理想でし

たが，出来なかったので，そのようにしていたのですが，その後に実施業者から献

立作成をしたいという申し出があったことから，最終的には仕様書の変更をしまし

た。  

あとは配送車についてですが，保冷車となっていたのをより温度管理の徹底をし

てほしいというところで，冷蔵車に変更しました。 

 

（議長） 

 他には，よろしいでしょうか。 

 

（青山委員） 

企画提案書の「配送車両について」のところですが，「ランチサービスに使用で

きる台数」と「冷蔵機能を備えた台数」と別々になっていますが，配送は冷蔵車と

限定するのでしたら，それ以外の車両についての記載は必要ですか。 

 

（事務局） 

 これは不測の事態のことを考えて，何らかの事情により冷蔵車が使用できない場

合であっても，ランチサービスの配送が出来るような給食に準じた管理された車両

の台数を聞きたいというところで設けております。 

 

（小川委員） 

配送時間のところで，昼食時間の約３０分から１時間前の学校到着というのは通

常時なら十分に対応できるのですが，今年の台風のとき何時に配送になるかという

ので生徒への対応が難しかったことがありました。 

緊急時に配送が何時になるとかコースが変更になるとかいう連絡が，業者からあ

ると良いように感じたのですが。 
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（事務局） 

仕様書で「危機管理マニュアル」という項目があり，不測の事態や配送の延滞が

あった場合などのマニュアルを作らせています。 

不測の事態等で何らかの対応が必要な時には，業者と学校教育課と学校がしっか

りと連絡が取れるように危機管理マニュアル等で考えていきたいと思います。 

 

（議長） 

 他にはよろしいでしょうか。 

 次に，（６）「プレゼンテーション及び試食会」から（８）「選定講評」について

説明をお願いします。 

 

（事務局） 

― 説 明 ― 

 

（議長） 

 ただ今の説明は，平成２５年度の業者募集に業者が応募し，その後の選定につい

ての説明でしたが，御質問等ございましたらお願いします。 

 

（青山委員） 

 企画提案評価表で弁当価格及び配送業務等委託費について評価する項目があり

ますが，委託費の評価をするにあたり判断基準になるような資料は出していただけ

るのでしょうか。 

 

（事務局） 

 判断基準になる資料を用意させていただきます。 

 

（小河委員） 

 弁当評価は業者名を伏せて実施で良かったですか。 

あと，会社概要調査票については事務局で配点するというので良かったですか。 

 

（事務局） 

 業者名を伏せて実施となります。 

会社概要調査票は事務局で配点しまして，結果を報告させていただきます。 
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（議長） 

 他にはよろしいでしょうか。 

 時間も参りましたので，本日の審議は，これにて終わらせていただきたいと思い

ます。次回は，中学校ランチサービス事業への業者募集状況に応じて，試食会及び

プレゼンテーションを開催します。 

 次に，連絡事項となります。先ほど，お話も出ましたが，次回の予定についてお

願いします。 

 

（事務局） 

まずは慎重な御審議いただきましてありがとうございます。 

今回，御意見いただいた内容をふまえて，１０月１日以降業者募集を行いたいと

思います。募集状況にもよりますが，第２回目以降の開催日を決定させていただき

たいと思いますので，お配りした日程調整表を早めに提出いただくようお願いしま

す。献立作成の都合上，年内には業者決定をしたいと思いますので，御了承くださ

い。 

現在のところ第２回目は鈴峰中学校を会場として予定しております。第３回目の

委員会では事業所へ赴きまして調理室に入ることから検便検査が必要になります

ので，また改めて案内をさせていただきますので，よろしくお願いします。 

 

（議長） 

 それでは，次回につきましても，よろしくお願いいたします。本日は，御苦労さ

までした。これにて終了させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年  月  日 

鈴鹿市中学校ランチサービス事業推進委員会 

委員長                印 


