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市議会附帯決議等への対応状況について 

 本市でこれまでに実績のない中学校完全給食を新規実施するにあたりましては、市議会

附帯決議（平成 27 年 10 月）で頂いた御指摘等、実施に向けた検討課題がございます。こ
れらの検討課題につきましては、安全安心で温かくおいしい給食を確実に提供するため、事

業の進捗に合わせて適宜検討を進め、今後、節目節目で公表してまいりたいと考えておりま

す。

１ 安全かつ効率的な配送実施に向けた検討 

（１） これまでの取組

・要求水準の内容（平成 27年 2月～ 入札公告）
調理後２時間喫食が守られるよう適切な配送業務を行うこと。

・事業契約締結（平成 27年 10月～） 
事業者提案を基に、配送計画案を作成し、市職員による試走等を踏まえ配送計

画案を精査。（南部については、提案時の所要時間最長 80分を 60分に短縮）
（２） 今後の方向性

・各学校の時程決定を受け、更なる所要時間の短縮化の検証など、安全かつ効率的

な配送が実施できるよう、配送計画の精査及び実際に使用する車両を用いての試

走による検証を行います。

（３）今後の予定

平成 28年度 平成 29年度
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

２ 災害時の対応 

（１） これまでの取組

・要求水準の内容（平成 27年 2月～ 入札公告）
事業者は、災害等が発生した場合、施設設備の使用及び調理人員の提供等につ

いて、市に協力。協力の具体的な内容は、事業者決定後協議。

・事業契約締結（平成 27年 10月～） 
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【南部学校給食センター】 完全給食実施

【中部・北部学校給食センター】
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事業者提案を基に、現在、災害時の対応について事業者及び関係部署と協議を

実施中。

（２） 今後の方向性

・災害時には、各センターで給食用に貯米されている米を調理し避難所へ配送す 

ること等を検討しています。また、来年度の早い時期に、事業者と災害時の協定 

締結を予定しています。 

（３）今後の予定

平成 28年度 平成 29年度
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

３ 相互連携の仕組みなどリスク管理 

（１） これまでの取組

・要求水準の内容（平成 27年 2月～ 入札公告）
 情報共有・効率的な事業実施等を目的とする連携組織を位置づけ、事業者の協

力等を規定。

・事業契約締結（平成 27年 10月～） 
運営計画の検討を進めるとともに、現在、センター間の連携について組織体制

等を検討中。

（２） 今後の方向性

・3センターの連絡調整会議を設け、平常時から連携を深めるとともに、有事に際
しても機動的に連携が図れるよう調整を行います。

（３）今後の予定

平成 28年度 平成 29年度
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

災害時の対応について協議調

整

協定締結協定書

協議

開業に向けた連絡調整

中学校給食に係る運営会議の体系検討

と併せ、３センター連携のための組織体

制等を検討調整

連絡調整会議実施

運営課題の共有・改善等
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４ 施工モニタリング 

（１） これまでの取組

・要求水準の内容（平成 27年 2月～ 入札公告）
施工については、関係法令を遵守し、設計図書及び施工計画等に従って工事を

実施すること。また、工事監理者が毎月、工事監理報告書を提出することと規定。

・事業契約締結（平成 27年 10月～） 
市が行う施工モニタリングの実施内容・実施体制を検討構築。

・平成 28年 4月 南部学校給食センター着工（同年 8月北部、9月中部着工）
 現在、まちづくり局等と連携し、毎月の工事監理業務報告書等の確認、及び主

要工種の施工状況等については現地確認を実施しています。

【モニタリング体制図】           

【モニタリングの流れ】

 施工にあたっては、着手前に施工計画書を作成・確認し、施工結果についても

工事監理報告書にて報告を受け、確認します。

１ 施工計画書確認

●各種施工計画書作成（施工者作成）

を工事監理者が確認した上で、中学校

給食推進室・まちづくり局等が連携し

て確認。

３ 工事監理報告書確認

●施工結果については、毎月の工事監

理報告書（工事監理者作成）を中学校給

食推進室・まちづくり局等が連携して

確認。

●また、施工状況を定例会議実施時に

おいて現地確認するとともに、随時施

工状況の確認を実施。

１ 施工計画書確認 ２ 工事監理報告書確認
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主要な施工計画書（総合施工計画書、杭工事施工計画書、鉄筋工事施工計画書、コン

クリート配合計画書、コンクリート打設計画書、鉄骨製作要領書、鉄骨工事施工計画

書、防水工事施工計画書）

（２） 今後の方向性

・引き続きまちづくり局等と連携し、毎月の工事監理業務報告書等の確認、及び主要

工種検査の現地確認を行うことで、確実な施工モニタリングを実施します。

（３）今後の予定

平成 28年度 平成 29年度
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

５ 長期修繕計画 

（１） これまでの取組

・要求水準の内容（平成 27年 2月～ 入札公告）
施設の耐用年数を 30年以上とし、施設の長寿命化及び設備等の更新メンテ
ナンスに配慮した計画とするよう規定。（設計建設業務）

また、長期的な施設の使用を念頭に置き、計画的な修繕、更新（予防保全）

を実施し、ライフサイクルコストの縮減を定めるとともに、PFI事業期間の
約 15年間と事業期間終了後の約 15年間の、合計約 30年間に亘る長期修繕計画
を策定することと規定。（維持管理業務）

・事業契約締結（平成 27年 10月～） 
設計段階においては、予防保全等の考え方を反映するとともに、現在、具体的

な長期修繕計画を検討中。

（２） 今後の方向性

・使用部材の耐用年数等を勘案した修繕・更新周期の検討、及び概算金額の積算を

行い、約 30年間の長期修繕計画を策定し、計画的な修繕及び設備等の更新（予
防保全）を行います。

施工モニタリング実施

【南部学校給食センター】
竣

工

【中部・北部学校給食センター】

竣

工

施工モニタリング実施

・主な確認項目を中心に、随時確認を実施

・建築中間確認（１月頃）

・主な確認項目を中心に、随時確認を実施

・中間確認（実施時期調整中）
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（３）今後の予定

平成 28年度 平成 29年度
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

６ 総合計画第２期実施計画及び収支見通しへの反映 

（１）これまでの取組

・第１期実施計画策定時（平成 26年度）
中学校完全給食実施に係る想定事業費を総合計画第 1期実施計画及び収支見通

しに反映し、計画的に事業を実施。

（２）今後の方向性

・第２期実施計画等の策定に向け、関係局と連携を図りながら、今後の事業費の

精査を行い、第２期実施計画等に適切に反映していきます。

（３）今後の予定

平成 28年度 平成 29年度
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

長期修繕

計画策定

長期修繕

計画策定

設計内容に基づき、項目ごとの修繕周期、コスト等を勘案

しながら計画を調整

【南部学校給食センター】 計画に基づく修繕等

【中部・北部学校給食センター】 計
画
に
基
づ
く
修
繕
等

第２期実施計画策定作業   

事業の進捗に合わせた計画事業費等の精査

【第２期実施計画策定】

設計内容に基づき、項目ごとの修繕周期、コスト等を勘案

しながら計画を調整

実施方針等へ反映
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７ 地元雇用及び地域経済への貢献 

（１） これまでの取組

・落札者決定基準の内容（平成 26年 2月～ 入札公告）
地域経済への貢献について、事業者提案のその他項目に規定。

・事業契約締結（平成 27年 10月～） 
地元雇用、地元発注等について、現在、提案に基づき PFI事業者が計画的に実
施中。

（２） 今後の方向性

・（地元雇用）

平成 29 年 5 月以降、新聞折り込み広告等を活用し、調理員・配送員等の募集
が始まるため、積極的な地元雇用がなされるよう働きかけてまいります。

・（地域経済）

建設工事においては、専門工事等の市内企業の採用が進めてられており、今後

も継続実施されるよう働きかけてまいります。

（３）今後の予定

平成 28年度 平成 29年度
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

パート募集（随時）

工事の進捗に合わせ、適宜市内企業へ発注

【地元雇用】

【地域経済】

南
部
竣
工

中
部
北
部
竣
工



6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

●・・・ ‥‥‥白抜き文字は議案または所管事務の報告等の予定です。

予定議案

中学校完全給食実施に向けた諸課題の検討スケジュール（案）
平成28（2016）年度 平成29（2017）年度

学校給食セン
ター整備スケ
ジュール

食育の推進
に関すること

給食の運営
に関すること

学校給食
センターの
運営に関する
こと

市議会附帯
決議等に
関すること

議会日程

職員（所長・栄養士等）配置の検討

開業準備

開業準備

開業準備モニタリング（南）

年間給食回数・給食費・

給食時間・配膳業務・衛生

管理の考え方・アレルギー

対応等諸課題の検討

中北部学校給食ｾﾝﾀｰの開業準備

維持管理・運営協議会等

によるＳＰＣとの調整

自校・合築校（東橘中・犬蔵中・中野島中・はるひ野中）における

食育の推進

定
例
会

食育の目標等の検討

学校における食に関する指

導プランの改定検討

定
例
会

文教

委員会

南部学校給食センターの開業準備

学
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ー
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置

栄養士等の研修派遣（他都市学校給食Ｃ）
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22
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稼
働

センター配送校に

おける食育の推進

安全かつ効率的な配送実施に向けた経路・時間等 の確認 各学校の時程決定 試走確認 配送計画決定（南）

災害時の炊き出し等の検討・協議調整 協定等締結

相互連携の仕組みなどリスク管理の検討

定
例
会

文教

委員会

定
例
会

文教

委員会

設計モニタリング 施設概要報告 施工モニタリング（まちづくり局等と連携して実施）

定
例
会

文教

委員会

定
例
会

文教

委員会

長期修繕計画の検討 長期修繕計画（南）

総合計画第２期実施計画策定作業・収支見通し との連携

ＳＰＣへの地元雇用の働きかけ・ＰＦＩ事業の地域 経済に貢献できる仕組みの検討
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実

施
に
つ
い
て

●
学
校
に
お
け
る
食
に
関
す
る
指
導

プ
ラ
ン

諸課題の

精査

中北部ＰＦＩ変更契約（基準金利・物価改定）

最終

調整・

周知

・給食費改定

・各学校年間

給食回数確定

各学校の

時程決定

開業準備モニタリング（中北）

竣工・開所式（南） 竣工・開所式（中北）

配送計画（案）

中
部(
14
校)

及
び
北
部(

12
校)

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

稼
働

３センター間の連携・協議会開催等

長期修繕計画（中北）

試走確認 配送計画決定（中北）

協議会設置

学校給食センター設置条例

給食費

アンケート

参考資料 1

南部学校給食センター本体工事

中部学校給食センター本体工事

完成 開業準備

設計・埋設物処理等 完成

北部学校給食センター本体工事設計・準備工事等 完成

指導プラン

の改定検討

食育の内容

等の検討

南部ＰＦＩ変更契約（基準金利・物価改定）

●
市
議
会
附
帯
決
議
等
へ
の
対
応
状
況
に

つ
い
て



参考資料 ２

これまでの検討経過

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6月14日 市議会総務委員会（請願審査：すべての子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願、陳情審査：市立中学
校の完全給食実施に関する陳情）

6月27日 教育委員会（報告事項：学校における食育推進について）

7月23日 教育委員会（陳情審議：中学校給食についての検討委員会設置を求める陳情について）

9月17日 教育委員会（報告事項：中学校給食の実施状況等について）

11月5日 教育委員会（報告事項：中学校の昼食について）

11月19日 教育委員会（議事事項：川崎市立中学校における昼食のあり方について）

11月26日 教育委員会（議事事項：川崎市立中学校における昼食のあり方について・「川崎市立中学校給食の基本方
針」決定）

12月1日 教育委員会事務局健康教育課に中学校給食推進担当課長を配置

12月3日～12月10日 「中学校における昼食についてのアンケート」の実施

12月17日 第１回中学校給食推進会議

12月17日 市議会全議員へ資料提供（第１回中学校給食推進会議資料）

12月26日 教育委員会（報告事項：「中学校給食推進会議」の報告について）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1月1日 教育委員会事務局に中学校給食推進室を設置

1月20日 中学校長会説明

1月22日 東柿生小学校視察（市長・教育委員会）

1月28日 教育委員会（請願審議：中学校完全給食と少人数学級の拡大を求める請願について）

1月30日 中原中学校ほか視察（市長・教育委員会）

2月4日 西八千代市視察（教育委員会事務局）

2月6日 府中市視察（教育委員会事務局）

2月7日 市ＰＴＡ連絡協議会理事会説明

2月12日 教育委員会（報告事項：「中学校における昼食についてのアンケート」の集計結果について）

2月12日 市議会全議員へ資料提供（「中学校における昼食についてのアンケート」の集計結果について）

2月13日 第１回中学校給食推進連絡協議会

2月17日 第１回中学校給食推進会議検討部会

2月28日 合同校長会議説明

3月14日 第２回中学校給食推進会議検討部会

3月20日 武蔵村山市視察（教育委員会事務局）

3月27日 第２回中学校給食推進連絡協議会

1月16日～3月31日 川崎市立中学校給食実施に向けての配膳室等整備事前調査

4月8日 教育委員会（報告事項：中学校完全給食の早期実施に向けた検討について）

4月8日 全町連役員会説明

4月8日 合同校長会議説明

4月14日 合同校長会議説明

4月17日 第３回中学校給食推進連絡協議会

4月18日 第３回中学校給食推進会議検討部会

4月22日 第２回中学校給食推進会議

4月22日 市議会全議員へ資料提供（第2回中学校給食推進会議資料）

4月22日 教育委員会（報告事項：中学校完全給食の早期実施に向けた検討について）

4月24日 海老名市視察（教育委員会委員）

5月2日 甲府市視察（市長・教育委員会委員・中学校給食推進連絡協議会委員）

5月9日 教育委員会（報告事項：中学校完全給食の早期実施に向けた検討について）

5月13日 教育委員会（請願審議：自校調理方式中学校給食と各校に栄養職員配置を求める請願について）

5月19日 第４回中学校給食推進連絡協議会

5月19日 第４回中学校給食推進会議検討部会

5月20日 第３回中学校給食推進会議

5月20日 市議会全議員へ資料提供（第3回中学校給食推進会議資料）

5月20日 教育委員会（報告事項：中学校完全給食の早期実施に向けた検討について）

5月26日 第５回中学校給食推進会議検討部会

5月27日 第４回中学校給食推進会議

5月27日 政策・調整会議

5月27日 教育委員会（議事事項：川崎市立中学校完全給食実施方針（素案）中間取りまとめについて・決定）

5月27日 市議会全議員へ資料提供（第4回中学校給食推進会議資料）

5月29日 市議会総務委員会（報告：川崎市立中学校完全給食実施方針（素案）中間取りまとめについて）

6月3日 全町連役員会説明

6月7日 南菅中学校ＰＴＡ役員会説明

6月10日 犬蔵中学校ＰＴＡ役員会説明

6月10日 中野島中学校ＰＴＡ役員会説明

6月11日 犬蔵中学校地域教育会議説明

6月13日 市議会総務委員会（請願審査：すべての子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願ほか）

平成２５年・・・・・・・

平成２６年・・・・・・・
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6月2日～6月23日 「小・中親子方式に係る小学校調理室等調査

6月30日 千葉市視察（中学校校長会・教育委員会事務局）

7月4日 川崎区町連幹事会説明

7月7日 中学校長会説明

7月7日 市ＰＴＡ連絡協議会理事会説明

7月14日 第５回中学校給食推進連絡協議会

7月15日 宮前区向丘地区連合自治会役員会説明

7月16日 第６回中学校給食推進会議検討部会

7月17日 合同校長会議説明

7月10日～7月18日 「市立中学校に在籍する生徒における食物アレルギーに関するアンケート」の実施

7月22日 第５回中学校給食推進会議

7月22日 市議会全議員へ資料提供（第5回中学校給食推進会議資料）

7月22日 教育委員会（報告事項：中学校完全給食の早期実現に向けた検討について）

7月25日 多摩区稲田地区連合町内会役員会説明

7月30日 宮前区宮前地区町会説明

7月31日 高津区橘地区町連ふれあい祭運営委員会説明

7月31日 麻生区町連説明

8月1日 中原区ＰＴＡ協議会役員会説明

8月5日 中原区５地区代表者会議説明

8月6日 多摩区生田地区町会役員説明

8月15日 第６回中学校給食推進連絡協議会

8月18日 第７回中学校給食推進会議検討部会

8月19日 第６回中学校給食推進会議

8月19日 市議会全議員へ資料提供（第6回中学校給食推進会議資料）

8月19日 教育委員会（報告事項：中学校完全給食の早期実施に向けた検討について）

8月20日 高津区高津地区町会説明

8月22日 公有地総合調整会議

8月25日 第8回中学校給食推進会議検討部会

8月25日 政策・調整会議

8月25日 第7回中学校給食推進会議

8月25日 教育委員会（請願審議：中学校給食を自校調理方式で実施する学校を増やすことを求める請願について・議
事事項：川崎市立中学校完全給食実施方針（素案）について　決定）

8月25日 市議会全議員へ資料提供（第7回中学校給食推進会議資料、川崎市立中学校完全給食実施方針（素案））

8月27日 幸区日吉地区町会定例会説明

8月27日 幸区御幸地区町会定例会説明

8月28日 市議会総務委員会（報告：川崎市立中学校完全給食実施方針（素案）について）

8月29日 中原区ＰＴＡ協議会交流会説明

9月1日 幸区南河原地区町会定例会説明

9月2日 全町連役員会説明

9月3日 マイコン地区立地企業説明会

9月3日 中学校長会説明

9月4日 中原区町連役員会説明

9月4日 高津区橘地区町会説明

9月5日 市ＰＴＡ連絡協議会理事会説明

9月5日 「川崎市立中学校完全給食実施方針(素案）概要版」小・中・特全保護者あて配布

9月6日 高津区ＰＴＡ協議会役員会説明

9月6日 多摩区ＰＴＡ協議会役員会説明

9月9日 川崎区ＰＴＡ協議会運営委員会説明

9月9日 宮前区ＰＴＡ協議会運営委員会説明

9月10日 多摩区生田地区町会理事会説明

9月11日 麻生区町会長自治会長会議説明

9月11日 平間地区住民説明会（平間配水所用地有効活用に関する基本方針案について他）

9月11日 麻生区ＰＴＡ協議会運営委員会説明

9月12日 中原区ＰＴＡ協議会運営委員会説明

9月12日 高津区ＰＴＡ協議会運営委員会説明

9月13日 宮前区単Ｐ会長・役員情報交換会説明

9月15日 保護者説明会（宮前区）

9月17日 幸区ＰＴＡ協議会運営委員会説明

9月19日 中原区単Ｐ会長・役員情報交換会説明

9月19日 保護者説明会（幸区）

9月22日 保護者説明会（高津区）

9月23日 保護者説明会（川崎区）

9月24日 保護者説明会（麻生区）

9月25日 保護者説明会（中原区）

9月26日 保護者説明会（多摩区）

9月29日 宮前区町連役員会説明
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8月29日～9月29日 パブリックコメント

10月2日 高津区高津地区町会説明

10月3日 川崎区町連幹事会説明

10月15日 第7回中学校給食推進連絡協議会

10月23日 第9回中学校給食推進会議検討部会（資料配付をもって開催）

10月24日 政策・調整会議

10月24日 平間小学校保護者説明会

10月28日 第８回中学校給食推進会議

10月28日 教育委員会（請願審議：拙速な中学校完全給食実施方針決定を延期し、市民意見を真摯に聞き、方針検討を
すすめることを求める請願について・議事事項：川崎市立中学校完全給食実施方針について　決定）

10月28日 市議会全議員へ資料提供（第８回中学校給食推進会議資料、川崎市立中学校完全給食実施方針）

10月29日 市議会総務委員会（報告：川崎市立中学校完全給食実施方針について）

10月30日 中野島中学校学校運営協議会説明

10月31日 学校給食センターPFI事業　実施方針の策定の見通し公表

10月31日 市議会総務委員等へ資料提供（学校給食センターPFI事業　実施方針の策定の見通し）

11月7日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業実施方針、（仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事
業実施方針及び（仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業実施方針の公表

11月7日 市議会総務委員へ資料提供（（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業実施方針、（仮称）川崎市中
部学校給食センター整備等事業実施方針及び（仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業実施方針）

11月10日 田原市視察（教育委員会事務局）

11月11日 豊田市視察（教育委員会事務局）

11月12日 東大阪市視察（教育委員会事務局）

11月13日 （仮称）川崎市南部・中部・北部学校給食センター整備等事業実施方針説明会

11月7日～11月14日 学校給食センター整備等事業実施方針等に関する質問受付

11月18日 立川市視察（教育委員会事務局）

11月19日 中学校長会説明

11月20日 袋井市視察（教育委員会事務局）

11月21日 第８回中学校給食推進連絡協議会

11月25日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業要求水準書（案）、（仮称）川崎市中部学校給食センター整
備等事業要求水準書（案）及び（仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業要求水準書（案）の公表

11月25日 市議会総務委員へ資料提供（（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業要求水準書（案）、（仮称）川
崎市中部学校給食センター整備等事業要求水準書（案）及び（仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事
業要求水準書（案））

11月27日 第１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

11月28日 学校給食センター整備等事業実施方針に関する質問・意見に対する回答公表

11月25日～12月1日 学校給食センター整備等事業要求水準書（案）に関する質問受付

12月17日 市議会本会議において平成26年度一般会計補正予算議決（中学校給食施設整備事業費について債務負担
行為設定）

12月22日 学校給食センター整備等事業要求水準書（案）に関する質問・意見に対する回答公表

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1月20日 第９回中学校給食推進会議

1月20日 教育委員会（議事事項：川崎市立中学校完全給食実施方針修正（案）について）

1月20日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業実施方針（修正版）、（仮称）川崎市中部学校給食センター
整備等事業実施方針（修正版）及び（仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業実施方針（修正版）の
公表

1月20日 市議会全議員へ資料提供（第９回中学校給食推進会議資料、川崎市立中学校完全給食実施方針（修正
版）、（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業実施方針（修正版）、（仮称）川崎市中部学校給食セン
ター整備等事業実施方針（修正版）及び（仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業実施方針（修正
版））

1月21日 市議会総務委員会（報告：川崎市立中学校完全給食実施方針について）

1月27日 第９回中学校給食推進連絡協議会

1月27日 校長研修後事務連絡説明

1月20日～１月27日 （仮称）川崎市南部・中部・北部学校給食センター整備等事業実施方針（修正版）に関する意見受付

2月2日 第２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

2月4日 全町連役員会説明

2月6日 市ＰＴＡ連絡協議会理事会説明

2月6日 学校給食センター整備等事業実施方針（修正版）に関する意見に対する回答公表

2月7日 東橘中学校PTA役員会説明

2月9日 中学校長会説明

2月12日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業特定事業の選定、（仮称）川崎市中部学校給食センター整
備等事業特定事業の選定及び（仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業特定事業の選定

2月12日 市議会総務委員等へ資料提供（（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業特定事業の選定、（仮称）
川崎市中部学校給食センター整備等事業特定事業の選定及び（仮称）川崎市北部学校給食センター整備等
事業特定事業の選定）

2月25日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　入札説明書等の公表・入札公告

2月25日 市議会全議員へ資料提供（（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　入札公告）

3月2日 合同校長会議説明

3月4日 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業　マイコンシティ立地企業説明会

平成２７年・・・・・・・
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3月5日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　入札説明書等説明会

2月26日～3月9日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　入札説明書等に関する質問受付

3月6日～3月9日 「市立中学校完全給食実施に向けた取組について（お知らせ）」小・中・特全保護者あて配布

3月9日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会（川崎区内8校）

3月10日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会（川崎区内3校・幸区内4校）

3月11日 第10回中学校給食推進連絡協議会

3月11日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会（高津区内2校・宮前区内5校）

3月12日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　事業用地見学会

3月9日～3月13日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　現地確認を踏まえた入札説明書等に関する質問受付

3月16日 中学校長会説明

3月18日 市議会本会議において平成27年度一般会計予算議決（中学校給食施設整備事業費について債務負担行為
設定）

3月24日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会（麻生区内4校）

3月25日 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業　入札説明書等及び（仮称）川崎市北部学校給食センター
整備等事業　入札説明書等の公表・入札公告

3月25日 市議会全議員へ資料提供（（仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業　入札公告及び（仮称）川崎市
北部学校給食センター整備等事業　入札公告）

3月26日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　入札説明書等に関する質問回答の公表

3月26日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会（幸区内1校・中原区内7校）

3月27日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会（中原区内1校・高津区内2校・宮前区内2
校・多摩区1校）

3月30日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　参加表明書受付

3月30日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会（多摩区内5校・麻生区内3校）

4月2日 中学校長会説明

4月3日 （仮称）川崎市中部・北部学校給食センター整備等事業　入札説明書等説明会

4月6日 中学校完全給食の試行開始（平成28年１月～）のお知らせ　東橘中学校保護者向け配布

4月7日 教育委員会（議事事項：川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会委員の任命等について）

4月7日 合同校長会議説明

3月26日～4月9日 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業　入札説明書等に関する質問受付

4月10日 中学校長会説明

3月26日～4月10日 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業　入札説明書等に関する質問受付

4月9日 （仮称）川崎市中・北部学校給食センター整備等事業　事業用地見学会

4月14日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　資格審査結果の通知

4月17日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　競争的対話

4月22日 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業　入札説明書等に関する質問回答の公表

4月27日 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業　参加表明書受付

4月28日 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業　入札説明書等に関する質問回答の公表

5月1日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　競争的対話に関する質問回答の公表

5月7日 中学校長会説明

5月11日 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業　参加表明書受付

5月18日 第３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

5月18日 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業　資格審査結果の通知

5月19日 第11回中学校給食推進連絡調整会議

5月20日 第１回中学校給食推進連絡調整会議作業部会

5月22日 鎌ヶ谷市視察（教育委員会事務局）

5月25日 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業　資格審査結果の通知

5月28日 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業　競争的対話

5月29日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　入札書、提案書受付

6月1日 品川区視察（教育委員会事務局）

6月3日 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業　競争的対話

6月4日 第10回中学校給食推進会議検討部会

6月6日 東橘中学校PTA役員会説明

6月12日 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業　競争的対話に関する質問回答の公表

6月19日 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業　競争的対話に関する質問回答の公表

6月29日 第４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

7月1日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　落札者の決定及び公表

7月1日 市議会全議員へ資料提供（（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　落札者の決定）

7月6日 中学校長会説明

7月9日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　基本協定書締結

7月10日 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業　入札書、提案書受付

7月13日 第２回中学校給食推進連絡調整会議作業部会

7月14日 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業　入札書、提案書受付

7月17日 中野島中学校学校運営協議会説明

7月24日 第12回中学校給食推進連絡調整会議

8月5日 第３回中学校給食推進連絡調整会議作業部会

8月6日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　仮契約書締結
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8月17日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業に係る客観的な評価の結果（審査講評）の公表

8月17日 市議会総務委員へ資料提供（（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業に係る客観的な評価の結果
（審査講評））

8月24日 中野島中学校学校運営協議会説明

8月25日 教育委員会（議事事項：（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について）

8月26日 第４回中学校給食推進連絡調整会議作業部会

8月27日 市議会総務委員会（提案説明：（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について）

8月31日 第５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

9月1日 市議会（議案上程：（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について）

9月1日 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業　落札者の決定及び公表

9月1日 市議会全議員へ資料提供（（仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業　落札者の決定）

9月2日 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

9月2日 中学校長会説明

9月3日 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業　落札者の決定及び公表

9月3日 市議会全議員へ資料提供（（仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業　落札者の決定）

9月17日 東橘中学校教職員研修会

10月3日 東橘中学校保護者説明会

10月6日 全町連役員会説明

10月7日 市議会総務委員会（議案審査：（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・陳
情審査：出来立てで、おいしく、安全・安心な中学校給食をもとめる陳情）

10月8日 市議会総務委員会（議案審査：（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・陳
情審査：出来立てで、おいしく、安全・安心な中学校給食をもとめる陳情）

10月9日 市議会総務委員会（議案審査：（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・陳
情審査：出来立てで、おいしく、安全・安心な中学校給食をもとめる陳情）

10月13日 市議会総務委員会（議案審査：（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・陳
情審査：出来立てで、おいしく、安全・安心な中学校給食をもとめる陳情）

10月14日 市議会本会議（議決：（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について）

10月14日 第５回中学校給食推進連絡調整会議作業部会

10月19日 市議会総務委員等へ資料提供（南部学校給食センター近隣への事業概要及び事業用地管理作業・調査等に
係る御案内）

10月21日 第13回中学校給食推進連絡調整会議

10月28日 教育委員会（請願審議：中学校給食ではエレベーターを活用して食缶を上階に運ぶことができるように求める
請願について）

10月30日 千葉市視察（市長・教育委員会委員・市PTA連絡協議会代表・中学校長会代表）

10月30日 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業　仮契約書締結・（仮称）川崎市北部学校給食センター整備
等事業　仮契約書締結

10月30日 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業に係る客観的な評価の結果（審査講評）及び（仮称）川崎市
中部学校給食センター整備等事業に係る客観的な評価の結果（審査講評）の公表

10月30日 市議会総務委員へ資料提供（（仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業に係る客観的な評価の結果
（審査講評）・（仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業に係る客観的な評価の結果（審査講評）・川崎
市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会議事録）

11月2日 東橘中学校新入生保護者説明会説明

11月5日 市議会総務委員会（視察：（仮称）川崎市北部学校給食センターについて・（仮称）川崎市中部学校給食セン
ターについて）

11月6日 厚木市視察（教育委員会事務局）
11月12日 市議会総務委員会（報告：川崎市学校給食センター整備等事業に係る進捗状況について）

11月17日 教育委員会（議事事項：（仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・（仮称）川
崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の締結について）

11月19日 献立決定委員会

11月24日 市議会総務委員会（提案説明：（仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・（仮
称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の締結について）

11月24日 中学校長会説明
11月26日 東橘中学校教職員研修会（アレルギー）
11月26日 市議会（議案上程：（仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・（仮称）川崎市

北部学校給食センター整備等事業の契約の締結について）

11月27日 市議会総務委員等へ資料提供（南部学校給食センター近隣への設計概要等説明資料）

12月4日 はるひ野中学校新入生保護者説明会

12月10日 市議会総務委員会（議案審査：（仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・（仮
称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の締結について）

12月10日 物資選定委員会

12月15日 市議会本会議（議決：（仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の締結について・（仮称）川崎
市北部学校給食センター整備等事業の契約の締結について）

12月17日 献立決定委員会

12月21日 市議会総務委員等へ資料提供（中部学校給食センター近隣への事業概要及び事業用地管理作業・調査等に
係る御案内）

12月24日 市議会総務委員等へ資料提供（川崎市立東橘中学校における完全給食の試行実施について）

12月28日 市議会総務委員等へ資料提供（（仮称）川崎市南部学校給食センターの整備に伴う埋設物調査の進捗につ
いて）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1月7日 東橘中学校完全給食試行実施

平成２８年・・・・・・・・・・
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1月7日 東橘中学校視察（市長・教育委員・中学校長会代表）

1月12日 中野島中学校保護者説明会（新入生・在校生）

1月13日 犬蔵中学校新入生保護者説明会

1月14日 物資選定委員会

1月19日 市議会総務委員等へ資料提供（（仮称）川崎市北部学校給食センター近隣への事業概要及び事業用地管理
作業・調査等に係る御案内）

1月20日 第14回中学校給食推進連絡調整会議

1月22日 第６回中学校給食推進連絡調整会議作業部会

1月22日 献立決定委員会

1月28日 市議会総務委員会（報告：（仮称）川崎市南部学校給食センターの整備に伴う埋設物調査の結果について）

2月1日 市議会総務委員等へ資料提供（中部学校給食センター近隣への設計概要等説明資料）

2月5日 市議会総務委員会（視察：川崎市立中学校完全給食試行実施について）

2月8日 中学校長会説明

2月9日 教育委員会（報告事項：中学校完全給食試行実施に関するアンケートの実施について）

2月10日 中野島中学校学校運営協議会説明

2月12日 物資選定委員会

2月12日～2月19日 「中学校完全給食試行実施に関するアンケート」の実施

2月18日 献立決定委員会

3月8日 物資選定委員会

3月11日 市議会総務委員等へ資料提供（南部学校給食センター近隣への建設工事説明会に係る御案内）

3月15日 中学校長会説明

3月16日 教育委員会「中学校完全給食試行実施に関するアンケート」の集計結果について

3月16日 第７回中学校給食推進連絡調整会議作業部会

3月16日 市議会総務委員等へ資料提供（「中学校完全試行実施に関するアンケート」の集計結果について）

3月24日 第１回中学校給食推進連絡調整会議自校・合築校連絡協議会

3月24日 第15回中学校給食推進連絡調整会議

3月24日 献立決定委員会

3月31日 市議会総務委員等へ資料提供（（仮称）川崎市中部学校給食センターの整備に伴う埋設物調査の進捗につ
いて）

4月1日 市議会文教委員へ資料提供（（仮称）川崎市中部学校給食センターの整備に伴う埋設物調査の進捗につい
て）

4月1日 （仮称）川崎市南部学校給食センター建設工事着工

4月6日 合同校長会議説明

4月12日 中学校長会説明

4月12日 物資選定委員会

4月14日 文教委員会（事業概要説明）

4月21日 献立決定委員会

4月22日 第２回中学校給食推進連絡調整会議自校・合築校連絡協議会（持回り開催）

4月25日 第８回中学校給食推進連絡調整会議作業部会

4月28日 はるひ野中学校保護者説明会

5月2日 中学校長会説明

5月10日 第16回中学校給食推進連絡調整会議

5月10日 教育委員会（議事事項：黒川地区小中学校新設事業の契約の締結について・決定）

5月12日 東橘中学校視察（菊地副市長・教育次長）

5月12日 物資選定委員会

5月18日 西八千代市視察（教育委員会事務局）

5月20日 献立決定委員会

5月24日 文教委員会（議案説明：黒川地区小中学校新設事業の契約の変更について）

5月24日 文教委員会（報告：(仮称）川崎市中部学校給食センターの整備に伴う埋設物調査の結果について）

5月30日 第３回中学校給食推進連絡調整会議自校・合築校連絡協議会

5月31日 千葉市視察（教育委員会事務局）

5月31日 中野島中学校学校運営協議会説明

6月10日 文教委員会（議案審査：黒川地区小中学校新設事業の契約の変更について）

6月10日 物資選定委員会

6月14日 千葉市視察（教育委員会事務局）

6月15日 千葉市視察（教育委員会事務局）

6月16日 犬蔵中学校教職員研修（東橘中学校視察、意見交換）

6月19日 市議会本会議（議決：黒川地区小中学校新設事業の契約の変更について）

6月21日 中野島中学校教職員研修（東橘中学校視察、意見交換）

6月28日 中学校長会説明

6月28日 稲田中学校学校運営協議会説明

6月29日 第９回中学校給食推進連絡調整会議作業部会

7月4日 中野島中学校教職員説明会

7月15日 第４回中学校給食推進連絡調整会議自校・合築校連絡協議会（持回り開催）

7月20日 はるひ野中学校教職員説明会

7月20日 献立決定委員会
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7月22日 平成28年度食物アレルギー研修会

7月26日 第17回中学校給食推進連絡調整会議

7月28日 市議会文教委員等へ資料提供（（仮称）川崎市北部学校給食センター近隣への建設工事に係るご案内）

8月1日 （仮称）川崎市北部学校給食センター建設工事着工

8月3日 市議会文教委員等へ資料提供（（仮称）川崎市中部学校給食センター近隣への建設工事に係るご案内）

8月9日 物資選定委員会

8月22日 献立決定委員会

8月23日 犬蔵中学校教職員説明会

9月1日 文教委員会（報告：「ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ2015」実施結果について）

9月1日 川崎市教育改革推進会議（学校における食育の推進について）

9月1日 （仮称）川崎市中部学校給食センター建設工事着工

9月6日 はるひ野中学校食物アレルギー職員研修会

9月7日 中学校長会説明

9月8日 物資選定委員会

9月16日 献立決定委員会

9月30日 第11回中学校給食推進会議検討部会

10月3日 中学校長会役員会説明

10月5日 千葉市視察（教育委員会事務局）

10月6日 中学校長会説明

10月11日 第10回中学校給食推進会議

10月11日 教育委員会（報告事項：学校給食センターの設計概要について、中学校給食における食育及び給食運営に

ついて）

10月11日 市議会全議員へ資料提供（第10回中学校給食推進会議資料）

10月12日 文教委員会（報告：学校給食センターの設計概要について、中学校給食における食育及び給食運営について）

10月12日～10月19日 「中学校給食に関するアンケート」の実施

10月13日 物資選定委員会

10月18日 合同校長会議説明

10月20日 献立決定委員会

10月21日 はるひ野小中学校給食室内覧会（PTA・教職員）

10月27日 中野島中学校教職員アレルギー研修会

11月1日 第10回中学校給食推進連絡調整会議作業部会

11月4日 市ＰＴＡ連絡協議会理事会説明

11月7日 第18回中学校給食推進連絡調整会議

11月7日 東高津中学校教職員説明会、白鳥中学校教職員説明会

11月9日 大師中学校教職員説明会、有馬中学校教職員説明会

11月10日 平中学校教職員説明会、野川中学校教職員説明会

11月11日 物資選定委員会

11月11日 王禅寺中央中学校保護者説明会

11月14日 中学校長会役員会説明

11月16日 犬蔵中学校保護者説明会

11月16日 渡田中学校教職員説明会、長沢中学校教職員説明会

11月17日 総合教育会議

11月17日 住吉中学校教職員説明会

11月18日 献立決定委員会

11月18日 柿生中学校教職員説明会

11月19日 中野島中学校保護者説明会

11月21日 宮内中学校教職員説明会

11月22日 中学校長会説明

11月22日 教育委員会

11月24日 文教委員会

11月24日 南河原中学校教職員説明会
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