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第６回 川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会 

日時：平成 27年９月２日（水）午前９時 30分～17 時 00 分 

場所：明治安田生命川崎ビル２階第２会議室 

出席委員： 

 安登 利幸 亜細亜大学大学院 国際経営戦略研究科 委員長 

稲生 信男  東洋大学 国際地域学部 教授 

 真鍋 雅史 嘉悦大学 ビジネス創造学部 准教授 

田中 延子  淑徳大学 看護栄養学部 客員教授 

林 立也   千葉大学大学院 工学研究科 准教授 

 丹野 典和 川崎市 教育委員会 教育環境整備推進室長 

佐藤 裕之  川崎市 教育委員会 総務部 教育改革推進担当部長 

配布資料： 

 次第、委員名簿、川崎市附属機関設置条例 

 資料１   審査・評価に関する実務要領 

１．開会 

（事務局） 

• 中学校給食推進室長挨拶：（省略） 

２．議事 

（１）（仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業 提案内容に係る審議 

（委員長） 

• 議事（１）提案内容に係る審議について、事務局から説明をお願いする。 

（事務局） 

• 資料説明：（省略） 

（２）事業者によるプレゼンテーション及びその評価 

 ■東洋食品グループ 

プレゼンテーション・ヒアリング：（省略） 

 ■グリーンハウスグループ 

プレゼンテーション・ヒアリング：（省略） 
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（３）提案審査総括 

（委員長） 

• 提案審査総括について、事務局より説明をお願する。 

（事務局） 

• 北部の審査の時と同様に、まず各部門主担当委員からの意見やコメントを参考に議論を行

い、最終的に全体評価を決定し終了という流れとなる。 

（委員長） 

• それでは、提案の審査総括に移る。主担当委員からのコメントを元に議論を進める。 

 ■【事業計画】 

  ●評価項目「事業実施方針」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

• 学校給食のトップランナーということで、経験豊富な企業による体制が組まれており、安

定感のある提案となっている。 

【グリーンハウスグループ】 

 （委員） 

• 窓口機能の一元化による全体のマネジメント体制には安定感がある。市との情報共有の円

滑化に向けた工夫もあり、高く評価できる。 

 （委員） 

• マネジメント企業が SPC 運営業務を担当することで、各業務の機能が有効に発揮できると

期待できる。 

  ●評価項目「リスク管理」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

• 開業前の研修や訓練等、本事業が市で新規に導入する事業であることを踏まえた、提案と

なっている点が高く評価できる。 

（委員） 

• 想定されるリスクに対する対応方針が、過去の実績に基づき具体的に書かれおり、信憑性

がある。 

 【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

  ・かなり詳細なリスク分析を行っており、実効性が高いリスク管理として高く評価できる。 

  ●評価項目「業務品質の確保」 

【東洋食品グループ】 

 （委員） 
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  ・外部モニタリングを導入している点を評価した。 

  ・過去の経験・実績を活かしたモニタリング体制を確立している点が評価できる。 

 【グリーンハウスグループ】 

 （委員） 

  ・マネジメント企業によるモニタリングを含めた複層的な内部モニタリングや、外部モニタ

リングにより業務品質を確保している点が評価できる。 

  ●評価項目「本事業の特徴に関する考え方」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

• これまでの経験に基づき、市で初めての給食であることへの支援に関して、具体的な提案

が多くあった。 

 （委員） 

• 周辺環境への丁寧な配慮があることが、高く評価できる。 

【グリーンハウスグループ】 

 （委員） 

  ・おいしい給食の実現に向けた、具体的な工夫が多く提案されていることが、高く評価でき

る。 

  ・事業用地の特性を踏まえた計画としている点が、高く評価できる。 

  ●評価項目「資金調達計画・長期収支計画」 

 【東洋食品グループ】 

 （委員） 

  ・金融機関が高い評価をしており、問題ないように思う。融資確約書も取得しており、実行

性の高い資金計画となっている。 

 【グリーンハウスグループ】 

 （委員） 

  ・金融機関が高い評価をしており、問題ないように思う。融資確約書も取得しており、実行

性の高い資金計画となっている。 

 ■【施設建設】 

 ●評価項目「施設計画の基本方針及び配置計画」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

• 外部動線がシンプルで使いやすく、機能的な施設計画となっている点が高く評価できる。 

 （委員） 

  ・事業用地の特徴を踏まえた、周辺施設等への配慮が、十分にされた計画となっている。建 

物の配置を敷地境界から離した位置とし、周辺への影響の配慮と、外部動線の確保を図っ 



4 

ている。 

【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

• 外部動線のスペース等に余裕を持った施設配置となっており、周辺への影響の配慮と、ゆ

とりのある外部動線の確保を図っている。 

 （委員） 

• 各スペースを十分にゆとりを持って確保する際に生じた、運営時のリスクを最小化するた

めの工夫があり、高く評価できる。 

  ●評価項目「施設内部のゾーニング・平面計画・動線計画」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

• 各室の基本的な機能や、汚染、非汚染作業区域の考え方、ゾーニングは HACCP の概念を取

り入れた、適切な計画となっている。 

  ・各室が機能的に配置され、シンプルで分かりやすい作業動線計画となっていることが、高 

   く評価できる。 

【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

• 各室の基本的な機能や、汚染、非汚染作業区域の考え方、ゾーニングは HACCP の概念を取

り入れた、適切な計画となっている。 

 ●評価項目「施設の利便性、快適性、安全性等」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

• 建築物としての安全性について、具体的な提案があることが評価できる。 

【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

 ・職員の休憩・食事スペースにゆとりがあり、従業員に対するアメニティの視点が評価でき

る。 

  ●評価項目「調理設備計画・調理備品調達計画・施設備品調達計画」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

 ・実績、経験等を踏まえた的確な提案がされていた。アレルギーに関する備品面での対応も

具体的な提案があり、高く評価できる。 

【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

• 基礎的な配慮事項への対応が適切になされていた。アレルギーに関する備品面での対応も
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具体的な提案があり、高く評価できる。 

  ●評価項目「施工計画」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

• 具体的なスケジュールがあり、周辺環境を踏まえた配慮や、遅延リスクに対する対応が挙

げられている点が評価できる。 

【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

 ・具体的なスケジュールがあり、遅延リスクについても言及されていた。周辺環境を踏まえ

た配慮も示されており、評価できる。 

 ■【維持管理】 

  ●評価項目「維持管理業務」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

• 専門企業による経験を活かした、維持管理体制・計画となっており、確実性が高い。 

 （委員） 

• 全国の PFI 給食センターに勤務している維持管理責任者とのネットワークや経験を活かし

た予防保全等、具体的な提案があった。 

【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

• 専門企業による経験を活かした、充実した維持管理体制・計画となっており、確実性が高

い。 

 （委員） 

  ・大型設備の更新等の提案では、事業期間終了後の、品質の確保が期待でき、高く評価でき

る。 

 ■【運営】 

  ●評価項目「運営業務の基本方針」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

・調理員の育成に向けた具体的な工夫や、経験を背景とした充実した人員体制等は評価でき

る。 

【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

• おいしさや子どもの満足度に視点をおいた上で、それを具体的な工夫に落としこんでいる。 

• 有資格者を適切に配置している点と、従業員教育において充実した取組みがある点が高く

評価できる。 
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  ●評価項目「調理業務」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

• 豊富な実績に基づく様々なデータの活用や、豊富な業務経験を持つ担当者の配置等が高く

評価できる。 

【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

 ・市の献立作成者との連携が明確に示されていた。 

（委員） 

 ・おいしい給食を提供するための工夫や、調理技術の向上に向けた具体的な工夫が高く評価

できる。 

  ●評価項目「衛生管理業務」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

• 充実した衛生管理体制を構築している点が評価できる。 

• 社員の特性や、経験等に応じた様々な教育プログラムが組まれている。 

【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

 ・調理業務の実態を踏まえた安全衛生管理体制や、外部衛生検査を実施し、衛生管理のバッ

クアップをしている点が高く評価できる。 

 ・全職員を対象にした、定期教育がある点が高く評価できる。 

  ●評価項目「配送・回収業務」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

• 事業用地の特徴を踏まえ、周辺学校等に配慮した、配送計画としている。 

• 配送車両、配送員と余裕のある計画となっており、遅延リスクを減少するための、多くの

工夫を行っている点が高く評価できる。 

【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

 ・配送車や配送員に余裕を持った配送体制を組んでいる点や、衛生管理を徹底している点が

高く評価できる。 

 ・事業用地の特徴等を踏まえ、配送回数を抑えた計画となる点や、遅延リスクを減少するた

めの、多くの工夫を行っている点が高く評価できる。 

  ●評価項目「その他運営補助（各種補助、洗浄等）」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 
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• 食育支援業務において、市との連携の取り方が適切に提案されており、高く評価できる。 

• 限られたスペースの中、一部調理場内を見ることができる見学機能を設けている。 

【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

 ・豊富な経験を踏まえた幅広いデータの蓄積が、献立作成支援に活かされることが期待でき 

る。 

• 限られたスペースの中、一部調理場内を見ることができる見学機能を設けている。 

 ■【その他】 

  ●評価項目「開業準備業務」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

• 配送や、アレルギー対応食の円滑な実施に向けて、十分な準備を行う提案があった。 

【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

 ・配送や、アレルギー対応食の円滑な実施に向けて、十分な準備を行う提案があった。 

  ●評価項目「地域経済への貢献」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

• 地域企業や地域の人材の活用や多様な人材の活用について提案があり、評価できる。 

【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

 ・市内企業への発注に配慮している点や、積極的な地元雇用について具体的な提案があり、

高く評価できる。 

  ●評価項目「地域社会への貢献」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

• 災害時において、様々な対応がとれる支援体制となっている点、市との連携について提案

されている点が高く評価できる。 

【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

 ・災害時における、具体的な支援内容や、ＳＰＣのマネジメント機能を停止させないための

工夫等が高く評価できる。 

  ●評価項目「環境への配慮」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 
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• 環境負荷低減に向けた取り組みについて、具体的な提案があった。 

【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

 ・環境負荷低減に向けた取り組みについて、エネルギー使用量の削減に向けて具体的かつ有

効な提案があり、高く評価できる。 

  ●評価項目「ライフサイクルコストの縮減」 

【東洋食品グループ】 

（委員） 

• ライフサイクルコストの縮減に向けた取り組みについて、具体的な提案があった。 

【グリーンハウスグループ】 

（委員） 

 ・ライフサイクルコストの縮減に向けた取り組みについて、費用削減に向けた具体的かつ有 

効な提案があった。 

（４）最優秀提案者の選定 

（事務局） 

• 各項目の評価結果を一覧にまとめた。提案内容の評価は、合計点は 700 点満点中、東洋食

品グループが 435.75 点、グリーンハウスグループが 479.50 点となった。提案価格の評価

が、東洋食品グループが 300.0 点、グリーンハウスグループが 285.4 点であり、総合評価

としては、1000点満点中、東洋食品グループが735.75点、グリーンハウスグループが764.90

点となった。 

（委員長） 

• 事務局より説明があったように、川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会と

しては、最優秀提案者としてグリーンハウスグループを選定し、川崎市に答申する。 

• これにて議事は全て終了となる。各委員の協力によりスムーズに議事が進んだことに改め

て感謝する。 

３．その他 

（事務局） 

• 最後に、中学校給食推進室室長より委員にお礼の言葉を頂戴する。 

• 中学校給食推進室長挨拶：（省略） 

４．閉会 

（事務局） 

• 以上をもって第６回川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会を終了する。 

以上 


