
５．新学校給食センターの運営方式 

 

 5-1 調理員数の見通し  

 

  学校給食センターで勤務する正規調理員数は、平成 13 年度に３センター合せて 74 人をピーク

に年々減少しています。その要因としては、退職者不補充により、臨時職員（パート調理員）での

対応としてきたことによります。 

このことから、今後もこの減少傾向が続くことが見込まれ、平成 29 年度には正規調理員数は、

20 人になると見込まれます。 

  少子化に伴う提供食数の減少や給食センターの統合、新給食センターへの最新の設備・機器

の導入による作業の機械化などで、調理員数は減員することが考えられますが、調理業務等の民

間委託やドライシステムによる調理の実施、食物アレルギー対応などにより調理員増員の可能性

もあります。 

 

 

 5-2 直営（臨時職員）の検討  

    

学校給食センターの調理業務などの作業は、５班～６班体制で行い、各班には必ず正規調

理員が配置されており、臨時職員（パート調理員）の指導をするなどして、責任をもって作業を行

っています。 

退職者不補充によるパート調理員の増加により、各班に正規調理員が配置できない状況とな

れば、業務に支障がでる恐れがあることやパート調理員の増加による正規調理員への負担増が

考えられるため、今後の調理員の減少の推移を勘案して、調理とそれに伴う業務は民間に委託

することが望まれます。 

なお、食育の推進に重要な役割を持つ、食材の選定・確認、献立の作成などは、これまでど

おり、栄養士をはじめとする直営の職員が責任をもって担う業務であります。 

 

 

 5-3 民間委託の検討  

 

八戸市では、これまでも民間活力の導入及び経費の節減等を目的として、業務の民間委託を

推進してきました。 

   下表のとおり市で責任を持って行う業務と民間活力の導入が可能な業務を分別しました。 

     

 

 

 

 

 

 《委託可能な業務》 



業 務 委託の可否 説  明 

献立作成 × 文部科学省通知により委託の対象にしないこととされている。 

食材の購入 × 

食材の検収 △ 

食育や食の安全に特に係わる事項であることから、現状と同

様に市の責任において行う。 

調理作業 ○ 民間事業者にノウハウがある業務であるため。 

配送・回収 ○ 既に民間委託を実施済みの業務。 

食器等洗浄 ○ 

残菜等の処理 ○ 

調理を行うものが包括的に実施することにより効率的に行わ

れる。 

検  食 △ 
食育や食の安全に特に係わる事項であることから、現状と同

様に市の責任において行う。 

衛生管理 △ 市の責任において行う。民間業者のノウハウも取り入れる。 

給食指導等 × 食育活動自体は公共性の高いものであり、市が実施する。 

給食配膳 ○ 
調理業務等と同じ民間業者に委託することにより効率的な運

営ができる。 

 

 

 5-4 整備手法の検討  

〇 給食センターを整備する主な手法は次のとおりです。 

(1) 従来方式（分離発注方式） 

  施設の設計、建設、維持管理、運営の各業務を市が個別に発注するものです。 

現状行っている給食の配送・回収業務や調理業務の民間委託も従来方式の一つとして考

えられます。 

 

                            ①設計業務委託 

                                              ②建設請負契約 

                                              ③維持管理業務委託 

                                              ④調理業務等委託 

  

(2) PFI（Private Finance Initiative）方式 

施設の設計、建設、維持管理、運営の各業務を一括して発注(※)するものであり、設計者と

施工者と運営者が互いに施設の使い勝手等に関する意見をフィードバックすることで、施設や

運営品質の向上、コストの削減が期待できます。 

特に学校給食センターのように民間事業者が主体となって運営を行うことが可能な施設に

おいては、効率的な運営に配慮した施設整備が図られることで大きな効果が期待できます。

次の DBO 方式とちがい、資金調達の一部または全部を民間事業者が行います。市は、事業

に係る費用をサービス購入費として民間事業者に延払いします。このため、財政支出の平準

化が図れるほか、民間事業者は金融機関から融資を受けるため、事業期間中の経営の健全 

度を金融機関がチェックすることになり、市だけでなく民間のリスク管理体制が強化されます。 

※ SPC への発注を部分的にして、残りの一部の運営を行政が行うケースもあります。 

PFI 方式は施設の所有権移転時期により分類され、施設整備完了時点で移転される BTO

発注者（市） 

設計 

① 
② ③ ④ 

建設 維持管理 調理業務等 



（Build Transfer Operate）方式と、事業期間終了時点で移転される BOT（BuildOperate 

Transfer）方式があります。 

 

 

 

                                                    ①事業権契約 

                                                    ②業務発注 

                                                    ③企業コンソー 

シアム 

 

 

 ※SPC…特定の事業を行うために設立される事業会社。ここでは、給食センターの各業務を

行う企業共同体（企業コンソーシアム）が、新会社を設立して設計、建設、維持管理、

運営をする。 

 

(3) DBO（Design Build Operate）方式（設計・建設・維持管理・運営一括発注方式） 

施設の設計、建設、維持管理、運営の各業務を一括して発注(※)するものであり、設計

者と施工者と運営者が互いに施設の使い勝手等に関する意見をフィードバックすることで、

施設や運営品質の向上、コストの削減が期待できます。 

特に学校給食センターのように民間事業者が主体となって運営を行うことが可能な施設

においては、効率的な運営に配慮した施設整備が図られることで大きな効果が期待できま

す。 

資金調達は従来どおり公共が行うため、財政支出の平準化は期待できません。 

契約形態としては、設計、建設部分については、設計付請負契約、運営については別途事

業権契約等を結び、これら 2 つの契約を協定で取りまとめるといった形で実施しているもの

が多くなっています。 

※ DBO 方式においても発注を部分的にして、残りの一部の運営を行政が行うケースもあ

ります。 

 

                              

                            ①設計付請負契約 

                                           ②基本協定 

                                           ③維持管理・運営 

                                            事業権契約 

④企業コンソーシアム 

 

 

 

 

 

《主な整備手法の特徴》 

④ ② 
③ ① 

発注者（市） 

設計 

調理業務等 

維持管理 

建設 

設計 建設 維持管理 調理業務等 

ＳＰＣ(※) 

発注者（市） 

② 
② ② ② 

① ③ 



整備手法 
設計 

建設 

維持 

管理 
運営 

施設

所有 
市の財源 

民間資

金活用 

（1）従来方式 市 市 市 市 

交付金 

起債 

一般財源 

無 

（2）PFI 方式 

（BTO 方式） 
市 

（3）PFI 方式 

（BOT 方式） 

民間 民間 民間 

民間 

交付金 

起債 

一般財源 

（BOT の場合、

交付金活用の可

能性は低い） 

有 

（4）DBO 方式 民間 民間 民間 市 

交付金 

起債 

一般財源 

無 

 

   《整備手法の主なメリット・デメリット》 

整備手法 主なメリット 主なデメリット 

（1）従来方式 

これまで行われてきた一般的な方式であ

り、他の手法に対する比較対象となる。 

これまで行われてきた一般的な方式

であり、他の手法に対する比較対象

となる。 

（2）PFI 方式 

（BTO） 

（3）PFI 方式 

（BOT） 

・設計・施工・維持管理・運営の一括契約

により、設計段階から、施工者や運営者の

意見を取り入れることができ、効率的な施

設ができることによる運営コストの縮減が見

込まれる。 

・運営会社の使い勝手を考えた施設整備

や維持管理がなされるので、運営の品質

向上に繫がる。 

・民間の資金調達を行なうことにより、金融

機関による経営モニタリングが働きよりよい

サービスが提供される。 

・設計と施工に関する調整業務、運営と維

持管理に関する調整事務、維持管理・運

営に関する発注事務が軽減される。 

・資金調達コストや SPC 設立コストが

別途発生する。 

 

・官民双方の事業者選定にかかる

事務負担（応募の負担）は大きい。 

 

・ PFI 法 に 基 づ き 、 一 括 で 、 設 計

者、施工者、維持管理者、運営者の

業者を選定するため、従来方式に

比べ、複雑な手順を踏んで行うことと

なる。 

 

・従来方式に比べて、供用開始まで

長い期間を要する。 



（4）DBO 方式 

・設計・施工・維持管理・運営の一括契約

により，設計段階から、施工者や運営者の

意見を取り入れることができ、効率的な施

設ができることによる運営コストの縮減が見

込まれる。 

・運営会社の使い勝手を考えた施設整備

や維持管理がなされるので運営の品質向

上に繫がる。 

・PFI 方式と異なり、民間の資金調達が発

生しないため、これに伴う金利負担等のコ

ストは発生しない。 

・設計と施工に関する調整業務，運営と維

持管理に関する調整事務、維持管理・運

営に関する発注事務が軽減される。 

・資金調達を含まないため、金融機 

関による経営モニタリング機能が働

かない。 

 

・官民双方の事業者選定にかかる 

事務負担（応募の負担）は大きい。 

 

・従来方式に比べて、供用開始まで

長い期間を要する。 

 

○ 整備手法のまとめ 

従来方式は、八戸市の学校給食事業において、これまでも高い品質を保って給食提供を実

施してきた実績があります。 

PFI 方式や DBO 方式については、安全性向上や調理方法の改善等の点において、民間の

創意工夫及び技術のノウハウが生き、資金面でのメリットが期待できる手法です。 

それぞれの手法にメリット・デメリットはありますが、他都市では、PFI 方式や DBO 方式を導入し

ている事例はあります。しかしながら、八戸市では給食センターに限らず PFI 方式や DBO 方式の

実績がありません。 

西地区給食センターは、老朽化が著しいため、新学校給食センターを早期に建設することが

必要です。八戸市で実績のない PFI 方式や DBO 方式は、検討や調査に要する時間が多くかか

ることが予想されることから、従来方式での整備が予定している年次計画通りに確実に事業を進

めていくものと考えられます。 

次の表１は、手法別に供用開始までの事業期間を表しています。 

従来方式は、八戸市の過去の建設事業の実績に基づいた期間となっており、PFI 方式は、 

他都市の事例を基に標準的な事業期間を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 《整備手法別給食センター建設事業期間》 



従来方式 PFI 方式 

用地選定 1 年 用地選定 1 年 

用地測量、取得等 1 年 
PFI 庁内検討会議等、用地

測量、取得等 
1 年 

地質調査、用地造成、 

基本・実施設計 
1 年 

PFI 導入可能性調査、地質

調査、用地造成 
1 年 

建設工事 2 年 実施方針の策定・公表 6 ヶ月 

事業の選定・公表 6 ヶ月 

事業者の選定・公表 6 ヶ月  

設計、建設工事 2 年 

供用開始まで 5 年 供用開始まで 6 年 6 ヶ月 

 

 

 5-5 民営化の検討  

  

 学校給食法第７条では、義務教育諸学校又は共同調理場において、学校給食の栄養に関す

る専門事項をつかさどる職員は、栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士の免許を有する者

で、学校給食の実施に必要な知識、又は経験を有するものでなければならない旨規定されてい

ること。 

また、成長期にある児童・生徒の学校給食にとって重要な要素を占める献立作成業務や食材

調達業務、検収業務については、市が責任を持って実施することにより、保護者からの信頼が

維持できると考えられることなどから、以下の業務については、事業方式にかかわらず、市が行

います。 

 

① 献立作成業務 

② 食材調達業務 

 ③ 検収業務 

④ 給食費徴収業務 

⑤ 食数の調整業務 

⑥ 食に関する指導業務  

⑦ 衛生管理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5-6 年次計画（案）  



 

 ○ 新学校給食センター建設にかかるスケジュールの予定は下記のとおりです。 

 

１年目（平成 23 年度） 基本計画作成、 用地選定  

 

２年目（平成 24 年度） 用地測量、 補償調査、 用地取得 

 

３年目（平成 25 年度） 地質調査、 用地造成、 基本設計及び実施設計 

 

４年目（平成 26 年度） 建設工事 

 

５年目（平成 27 年度） 建設工事、 試験稼動 

 

６年目（平成 28 年度） 供用開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


