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報告第　9　号

　　　野田業務サービス株式会社の経営状況の報告について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、

野曝獅一ビス株式会社の平成3°鞭の決算に関する書類及び令和元鞭

の事業の計画に関する書類を別添のとおり報告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈1

　　令和元年6月7日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田市長　　鈴　木　　　有



（

平成30年度（第17期）事業報告書

平成30年度（第17期）決算報告書

令和元轄（第、8期）轟計画書

令和元年度（第18期）予算書

（

野田業務サービス株式会社



（

　　　　　　　　　　　　　　第17期事業報告書

　　　　　　　　　　　　　自　平成30年4月　1日

　　　　　　　　　　　　　至平成31年3月31日

1　概　要

　当期は、野田市より学校給食調理業務、野田市学校給食センター調理業務及び学校

給食配膳業務を受託してまいりました。

（1）学校給食調理業務

　　主任・副主任会議、研修会、健康診断、入社時の調理衛生教育等を行い、安全衛

　生管理の充実と調理技術の向上を図り、児童・生徒等に喜ばれる給食を提供してま

　いりました。

　①　受託学校及び受託施設

　　　小学校　　　　　　　　12校

　　　中学校　　　　　　　　　6校

　　　野田市学校給食センター　　1施設（6校）　　　　　　　’

　　　△　計　　　　　　　　18校、1施設（6校）

②　給食調理数

平成30年4月1日現在（1日当たりの調理数）

区　分 学校数 学級数 児童・生徒数 教諭等 合計

学校全体 31校
　2園

449学級 12，183人 1，168人 13，351人

受託学校分・

野田市学校給

食センター
24校 377学級 10，367人 962人 11，329人

③　給食調理員数及び洗浄員数
計画、平成、。年4月、晒在

実績：平成31年3月31日現在

区　分 調理社員 臨時調理員 臨時洗浄員 合計
計画 62人 52人 0人 114人

受託学校 実績 55人 57人 0人 112人
差 △7人 5人 0人 △2人

計画 17人 6人 12人 35人野田市学校給食

センター
実績 18人 7人 12人 37人
差 1人 1人 0人 2人

全　体　　　　　差　　　△6人　　　　6人　　　　0人 0人
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④　主任会議

実施日 会議内容 参加者数

5月18日（金）

・安全衛生について（けが事故異物混入報告）・清掃計画日

の報告について・保健所の巡回指導の実施について・害虫

生息調査ついて・定期健康診断の実施について・社外研修

の実施について・調理師試験について・期末手当支給につ

いて・給食調理場の施設整備の改善要望について等

19人

7月6日（金）

・安全衛生について（けが事故異物混入報告）・害虫防除の

実施について・社外、社研修会実施にっいて・定期健康診

断実施にっいて・包丁研ぎについて・検体回収、給与明細

配布、仕様書提出について・熱中症の予防について・食中

毒の予防について・主任との意見交換について等

21人

9月14日（金）

・ 安全衛生について（けが事故異物混入報告）・定期健康診

断後の対応について・社外、社内研修の結果について・調

理員研修の結果について・夏季休暇中の清掃日について・

保健所巡回指導の指摘事項の改善報告について・ストレス

チェックについて等

21人

11月9日（金）

・安全衛生について（けが事故異物混入報告）・年末調整書

類っいて・期末手当支給について・従業員子女通学調査票

の提出について・食中毒、インフルエンザの予防について・

作業工程表について・アンケート調査の実施について等

20人

12月7日（金）

・ 安全衛生について（けが事故異物混入報告）・職場内の；

ミュニケーシヨンの重要性について・給食終了後、開始前

の清掃日について・感染性胃腸炎の注意喚起について・給

与明細配布、仕様書提出について・包丁研ぎについて

22人

1月18日（金）

・ 安全衛生について（けが事故異物混入報告）・調理員の募

集、採用状況について・社員への登用について・労働者代

表の選出について・感染性胃腸炎の注意喚起・害虫生息状

況および吸排気清掃箇所の調査依頼について等

21人

3月19日（火）

・ 安全衛生について（けが事故異物混入報告）・吸排気装置

等清掃、害虫駆除の実施日について・新年度用書類配布回

収っいて・労働者代表の決定について・31年度人事異動

内示について等

21人

一

（

（

⑥　副主任会議

実施日 会議内容 参加者数

10月30日（火）

・安全衛生について（けが事故異物混入報告）・主任と副主

任の業務分担について・作業工程表及び作業動線図の作成

について・仕様書について・ストレスチェックについて・

メンタルヘルスについて

21人
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・ 安全衛生について（けが事故異物混入報告）・ノロウィル

スについで・健康診断における二次検査受診勧奨について

2月22日（金〉 て・健康診断における二次検査受診の勧奨について・牛乳 21人
紙容器の回収方法の変更にっいて・新年度の消耗品の発注

について・作業工程表及び作業動線図について等

⑥　研修会

（

実施日 研修内容 参加者数

【社内研修】

平成30年度栄養教諭・栄養職員・調理員研修会

場所　野田市役所8階大会議室

研修　1　説明
4月4日（月） 120人呼成3◎年度から変わることについて

野田市教育委員会学校教育課　大杉係長

講演　2「野菜の旬と旬の野菜」

野菜ソムリエ　針ヶ谷ユリ子氏

【社外研修】

平成30年度東葛飾地方小中学校給食調理員研修会

場所　さわやかちば県民プラザホール
7月24日（火）

演題　「キッズスポーツをサポートする栄養と食事］ 22人
’

講師　帝京大学スポーツ医科学センター

管理栄養士　虎石真弥先生

【社内研倒

8月3日（金） パソコン研修会
11人

8月7日（火〉 場所野田地域職業訓練センター∫さわやかワーク野剛

内容　「給食作業工程表等の書き方」

【社内研修】

平成30年度野田業務サービス株式会社調理員研修会

場所　野田市役所8階大会議室

1　研修

「食育授業」（体験型学習）

8月29日（水） 講師　懐石レストランギかんざ」オーナーシェフ 120人
石原義之氏

2　メンタルヘルス研修（企業におけるハラスメントに

ついて）

講師　野田市総務部人事課長島係長

【社内研修】
11月28日（水）

平成3◎年度新人研修
17人
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1野田業務サービス株式会社の概要

2安全衛生について

3調理技術について

4意見交換・質疑応答等

⑦　安全衛生委員会

　　　毎月1回（原則第2金曜日）に開催し、当日産業医による職場巡回を行った。

開催日 内　　　　　　容 巡回指導箇所

4月13日 新年度の安全衛生管理計画について等 南部小、南部中

5月11日 巡回指導の重点項目について等 給食センター、中央小く配膳）

6月　8日 暑さ対策について（温度計の設置）等 東部小、東部中、福田中

7月13日 暑さ対策について（水分補給）等 福一小、福二小、ニツ塚小

8月10日 巡回結果の中間まとめについて等

9月14日 ハラスメント対策について等 山崎小、南部小、みずき小

10月12日 有給休暇、時聞外について等 川間小、川聞中、尾崎小

11月　9日 食洗機で使用する洗剤の安全性について 七光台小、北部中、北部小

12月14日 職場環境の改善（パワハラ）等について 南部中、南部小

1月11日 今後の巡回、ラインの使用等について 岩木小、岩名中

2月　8日 給食配膳業務作業基準について 一中、中央小、清水台小（配膳）

3月　8日 来年度の安全衛生管理計画案について 給食センター、宮崎小、二中（配膳）

（

⑧　健康診断

　　＊事務職4人は自校式学校に含む

受診者

実施日 診断内容

　　》
自校式学校

野田市

学校給食センター
合計

一般定期健康診断 19人 3人 22人
7月3◎日く月）

7月31日（火）
生活習慣病健康診断 84人 27人 111人
その他の機関で受診 5人 1人 6人

合　計　　　　　　　　108人　　　　　31人　　　　139人

（・

⑨ストレスチェック（対象；社員）

実施日 内　　容 実施者数

10月29（月）

　　～
11月　2（金）

「こころの健康チェック79」

質問79問のチェックシート
　　　　　　’76人
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⑩　入社時の調理衛生教育

（

（

実施日 研修内容 参加者数

1　野田業務サービス株式会社の概要

2　野田市学校給食衛生マニュアル

・ 野田市の目指す学校給食

〈調理技術〉

・ 集団給食における調理のポイント

〈衛生管理〉

・ 食品の衛生

・施設、設備及び食器具等の衛生

・従業員の衛生

・ 定期点検の実施

・食中毒及び感染症（疑い）発生時の対応

採用時 〈安全管理〉 22人
・施設、設備及び備品の安全

・ 配食時の安全

・ 従業員の安全

3　労働条件通知書

説明　野田業務サービス株式会社　小沼管理課長ほか

4　現場研修

〈作業基準〉

’調理棟での衛生管理

・ 手洗い等

・ 施設、設備等の説明

・調理器具等の使用方法

⑪　資格取得の奨励

　　調理師免許の取得（調理社員）

調理師免許

取得者数

1人

取得年月

30年11月

調理師免許有資格者数 平成31年3月31日現在

調理社員

有資格者数

61人

在籍者数

73人

有資格者率

83，6％
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②　学校給食配膳業務

　　研修会、健康診断、健康相談等を行い、安全衛生を徹底し、給食配膳業務を行っ

　てまいりました。

①　受託学校

小学校

中学校

幼稚園

合　計

　8校

　5校

　2園

13校、2

②　給食配膳数 平成30年4月1日現在（1日当たりの配膳数）

区　分 学校数 学級数 児童・生徒数 教諭等 合　計

学校全体 31校
　2園

449学級 12，183人 1，168人 13，351人

受託学校分 13校 188学級 5，036人 454人 5，490人
受託幼稚園分 2園 4学級 99人 8人 107人

（‘

③　給食配膳員数 計画：平成30年4月1日現在実績：平成31年3月31日現在

区　分 臨　時

計　画 33人

実績 34人
差　　　　　　　　　　　　　　　　1人

④　研修会

実施日 研修内容 参加者数

平成30年度配膳員研修会

場所　野田地域職業訓練センター会議室

議題　1　平成30年度の年間予定等にっいて

2　「企業と人権」職場からつくる人権尊重

社会学について
7月31日（火プ

DVD視聴
29人

3　質疑応答

4　業務連絡

（1）9月献立について

（2）その他

（・
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⑤　健康診断

実施日 診断内容 受診者数

一般定期健康診断 4人　　　7月30日（月）

7月31日（火）
生活習慣病健康診断 26人
その他の機関で受診 1人

合　計　　　　　　　　　　　　　　　31人

2〆代表取締役、取締役、監査役及び会計参与

（

区　分 氏　名 兼務の状況

代表取締役 鈴木　　　有 野田市長

取　締　役 山　村勝則 ちば東葛農業協同組合指導経済部長

取　締　役 佐賀　　忠 野田市総務部総務部長

取　締’役 長妻　美　孝 野田市教育委員会学校教育部長

監　査　役 渡邉　宏　治
野田市総務部行政管理課長

（前総務部総務課長）

会計参与 今　吉修　一 今吉税理士事務所

O杉山　一男　取締役平成31年3月31日辞任

3　株式の状況

株主名 持株数 持株比率

野　田　市 134株 67％
ちば東葛農業協同組合 66株 33％

合　計　　　　　　　　　200株　　　　　　100％
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貸借対照表
平成31年3月31日　現在

（

野田業務サ～ビス株式会社 （単位：　円〉

資　　　産 の　　　部 負　　　債 の　　　部
一

　　科　　目
　糟
金　　額 科　　圏 「　金　額

【流動資産】 102，131，609 【流動負債】 26，649，670

現　　　　　　　　　金 5，518 未　　　　払　　　　金 10，137，378

銀　　行　　預　　金 100，922，291 預　　　　り　　　　金 2，245，020

仮　　払　　税　、金 L203，800 仮　　　　受　　　金 7，926，072

個定資産〕 229，322 未　払　消　費　税 6，259，200

【有形固定資産】 2 未　払　法　入　税　等 82，000

車　両　運　搬　具
2 個定負債】 47，1◎2，◎◎◎

撫形固定資産】 229，320 退職給付引　当金 47，1◎2，㈱

＿　w一

電　話　加　入　権 229β2◎ 負　債　の　部　合　計 73，751，§7◎

純　　資　　産 の　　部

【株主資本】 28，6092§1

資　　　　本　　　　金 1◎，㈱，㈱

利　益　剰　余　金 日，§09261

利　益　準　備　金 500，000

その他利益剰余金 1＆109，261

繰越利益剰余金 18，109，261

＿…　　＿＿　　　　　…　　　一　＿　　一　　　　　　　　　　　’　　　　　　一一　　　一　　一　　　1 べ　　＾⌒r　曲砥　　　　一一　　，　　　w　　一一　丙　＾一　一一一　“　　一

純　資　産　の　部　合　計 28，609，261

＿＿“w－一∨へ＾

入一一資　産　の　部　合　計 102，360，931 負債及び純資産合計 102，360，931

（
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損　益＿計　算一書

　自　平成30年4月1日
　至　平成31年3月31日

野田業務サービス株式会社 （単位：　円）

科　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　額

　25L8361077

　80，127，556

、　28，255，498

、　　　、

　360，219，131

360，219，131

359，842，431

【売上高】

　給　食　業　務　売　上

　給食センタ　ー売上
　配　膳　業　務　売　上

　　　売　　上　高　　合　　計

　　　　　売　　上　　総　　利　　益

【販売費及び一般管理費】

　販売費及び一般管理費合計

　　　　　営　　業　　利　　益
【営業外収益】

　　　受　　取　　　利　　息

　　　雑　　　　収　　　　入

　　　営　業　外　収　益　合　計

　　　　　経・　常　　利　　益

　　　　　税引前当期純利益
　　　　　法人税、住民税及び事業税

　　　　　当　　期　純　利　益

1，399

50，132

376，700

51，531

428，231

428，231

376，700

5L531

（

↓
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販売費及び一般管理費
自　平成30年4月　旧
至　平成31年3月31H

（

野田業務サービス株式会社 （単位：　円）

科　　　　圏 金 額

役　　員　　報　　酬　　　　（ 720，000

給　　料　　手　　当 248，357，876

法　　定　福　　利　　費 27，054，107

福　利　厚　生　費 3，839，109

退　　　　職　　　　金 1，242，000

退職給付引当金繰入額 7，598，000

広　　告プ　宣　　伝　　費 266，667

車　両　維　持　費 366，969

旅　費　交　通　費
］9，§37

通　　　　信　　　　費 319弓§9

水　　道　　光　　熱　　費 98，031

消　　耗　　品　，費 21、48L437

事　務　用　品　費 510，196

’修　　　　繕　　　　費 3，175，900

保　　　　険　　　　料 LO29ほ60

租　　税　　公　　課 456，462

賃　　　　借　　　　料 42，006，319

支　　払　手　数　料 1，265，202

諸　　　　会　　　　費
361000

販売費及び一般管理費合計 359，842，431

（
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株主資本等変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

野田業務サービス株式会社

【株主資本】

資 本 金 当期首残高

当期末残高

（単位： 円）

10，000，000

10，000，000

利　　益　　剰　　余　　金

利　益　準　備　　金 当期首残高

当期末残高

500，000

500，000

その他利益剰余金

　繰越利益剰余金

利益剰余金合計

株　主　資　本　合　計

純資産の部合計

当期首残高

当期変動額

当期末残高

当期首残高

当期変動額

当期末残高

当期首残高

当期変動額

当期末残高

当期首残高

当期変動額

当期末残高

当期純利益

18，057，730

　　51，531

18，109，261

18，557，730

　　51，531

18，609，261

28，557，730

　　51，531

28，609，261

28，557，730

　　5L531

28，609，261

（

（

ノ
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（

（

’　　　　　　古1注記
　　　　　　　　　　　　　　　　　自平成30年4月1日
　　　　　　　　　　　　　　　　・至平成31年3月31日

野田業務サービス株式会社

　1．この計算書類｝ヰ、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2，重要な会計方針に係る事項に関する注記

　　（1）資産の評価基準及び評価方法　　　　　　　　　　　　　‘　　　　・

　　ア　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　　　最終仕入原価法

　（2）固定資産の減価償却の方法

　　　有形固定資産　　定率法　ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（付属設備を除く）

　　　　　　　　　　　については定額法を採用しております。

　　　無形固定資産　　定額法

　㈲引当金の計上基準

　　　退職給付引当金　従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により

　　　　　　　　　　　計上しています。

　（4）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　　ア　消費税等の会計処理

　　　　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。　，

3．貸借対照表に関する注記

　（1）有形固定資産減価償却累計額　　　　　　1，959，291円

　　ト
4．株主資本等変動計算書に関する注記

　（1）発行済株式の種類及び総数に関する事項

　　ア　発行済株式

　　　　　普通株式（発行済株式）　　　200株

　　　　　　　合計（発行済株式｝　　　200株

5．1株当たり情報に関する注記

　（1）1株当たりの当期純利益　　　　257円

13



野田業務サービス株式会社 （単位　円）
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監査報告書

　野田業務サービス株式会社の第17期（自平成30年4月lN～至平成31

年3月31日）事業報告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計

算書及び個別注記表並びに附属明細書について監査した結果、会社法の

規定に準拠し、適正に処理されていると認めました。

令和元年ま月／SH
（

監査役液違錫⑳

（
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第18期事業計画

自　平成31年4月　1日

至令和　2年3月31日

　野田市学校給食調理業務は、今期（平成30年度）に引き続き、小学校12、

校、中学校6校の単独校18校及び野田市学校給食センター1施設の受託と、小

学校8校、中学校5校、幼稚園2園を合わせた15施設の野田市学校給食配膳業

務を受託してまいります。

　また新たに里予田市郷土博物館及び野田市市民会館の指定管理業務を行うこと

になりました。

　来期も引き続きより一層の経営努力を行い、安定経営を目指してまいります。

1　野田市学校給食調理業務及び野田市学校給食センター給食調理業務

　調理及び衛生に関する教育、健康診断などを行い、調理員の調理技術及び安’

全衛生の向上を図り、安全でおいしい給食を提供してまいります。

　また、北部小学校児童数増加に伴う親子給食についても、引き続き実施して

まいります。

（

①　野田市学校給食調理業務（単独校）

　　小学校12校と中学校6校の単独校18校の給食調理業務について、下記

により受託してまいります。

　・給食調理数　　　　　　　　　平成31年4月1日現在（1日当りの調理数）

区　分

単独校

学校数

18校

学級数

259学級

児童・生徒数

6，893人

教諭等

688人

合　計

7，581人

・ 給食調理員数 平成31年4月1日現在計画人数

区　分

単独校

調理社員

62人

臨時調理員

54人

合　計

116人

②　野田市学校給食センター給食調理業務

　　野田市学校給食センター1施設（6校）の給食調理業務について、下記に

　より受託してまいります。

　・給食調理数　　　　　　　　　　　　平成31年4月1日現在（1日当りの調理数）

区　分 学校数　　学級数　　児童・生徒数　　教諭等 合　計

16



給食センター 6校 128学級 3，327人 250人 3，577人

・給食調理員数 平成31年4月1日現在計画人数

区　分 調理社員 臨時調理員 臨時洗浄員 合　計

給食センター 17人 8人 12人 37人

③調理技術及び安全衛生の教育

（

（

主任会議
調理作業の改善・事例発表

安全作業・衛生管理の注意喚起
，　年7回

副主任会議 安全作業・衛生管理の注意喚起 年2回
栄養士部会との連携 栄養士との連絡・調整・情報交換 随時

　　　　　　　L社内研修（全体研修及び職場研修） 年2回
社外研修 年1回

研修会
新人教育 年1回
新規採用者教育 随時・

職場巡回指導
’安全衛生の指導、職場改善及び調理

技術の向上（産業医同行）
月1回

調理員及び洗浄員の健康維持

定期健康診断
労働安全衛生法に基づく健康診断の

実施 年1回

健康相談 産業医による健康相談 年1回
ストレスチェック ストレスチェックの実施（社員） 年1回

メンタルヘルス研修　　‘ セクシャル・ハラスメント及びパワ

ー・ハラスメントの講習の実施
年1回

適材適所への人員配置

アンケートの実施
異動希望、調理員の配置及び施設の

改善要望について 年1回

資格取得の奨励

調理師免許の取得
調理員の資質の向上を図るため調理

師免許取得の奨励 年1回

職場の衛生

吸排気装置の清掃な

ど

調理室内吸排気装置などの清掃の実

施 年1回

17



害虫の駆除など
単独校調理室内の害虫駆除の実施 年2回

野田給食センターの害虫駆除 年2回
s

2　野田市学校給食配膳業務

　安全衛生に関する教育、健康診断などを行い、安全衛生の向上と配膳員の健

康維持を図り、学校給食を提供してまいります。

　①　学校給食配膳業務

　・小学校8校、中学校5校、幼稚園2園の給食配膳業務について、下記によ

　り受託してまいります。

　　・給食配膳数　　　　　　　　　平成31年4月1日現在（1日当りの配膳数）

区　分 学校数 学級数 児童・生徒数 教諭等 合　計

受託学校分
13校
　2園

198学級 5，042人 433人 5，475人
（

・ 給食配膳員数 平成31年4月1日現在

区　分

受託学校分

臨時配膳員

34人

②　安全衛生の教育

研修会 社内研修会 年1回
職場巡回指導 安全衛生の指導、　　　　　　　t 随時

配膳員の健康維持

定期健康診断
労働安全衛生法に基づく健康診断の

実施
年1回

健康相談 産業医による健康相談 年1回

3学校給食調理業務及び配膳業務の合計

　　給食調理業務及び給食配膳業務の合計で、31校、1施設、2園の受託を

　　してまいります。

　　・給食調理数、配膳数　　　　　平成31年4月1日現在（1日当りの配膳数）

区、分 学校数 学級数 児童・生徒数 教諭等 合　計

調理業務
18校
1施設

387学級 10，220人　　　　　＼ 938人 11，158人

配膳業務
13校

　2園

198学級　）

5，042人 433人 5，475人
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合　計

31校
1施設

2園

457学級 11，935人 1，121人 13，056人

※合計は、給食センター分の調理業務と配膳業務の重複分を除いた数

・ 給食調理員、配膳員数 平成31年4月1日現在計画人数

区　分， 調理社員 臨時調理員 臨時洗浄員 臨時配膳員 合　計

調理業務 79人 62人 12人 一 153人
配膳業務 一 一 一 34人 34人
合　計 79人 62人 12人 34人 187人

（

4　野田市郷土博物館及び野田市市民会館の指定管理業務

　　当社は、野田市から野田市郷土博物館及び野田市市民会館の指定管理者

　の指定を受けました。指定期間は、平成31年4月1日から令和4年3月3

　1日までとなっております。

　　主な業務は次のとおりです。

郷土博物館、市民会館の施設利用に関する業務

郷土博物館入館者に対する案内。市民会館の利用許

可及び利用料金の収納など

通年実施

（

郷土博物館、市民会館の施設管理に関する業務

機械警備業務

消防用設備等の保守点検業務

専門分野につい

ては専門業者に

外部委託収蔵庫燥蒸業務

廃棄物収集運搬処理業務

市民会館庭園の樹木管理に関する業務

その他、施設管理上必要な業務

郷土博物館に関する業務

博物館資料め収集、整理、保存、調査研究に関する業務。市民等によ

る調査研究の支援に関する業務。資料の展示に関する業務　など

キャリアデザインに関する業務

キャリアデザインに関する業務。地域づくりネットワークの構築に関

する業務　など　　　，
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・職員配置 平成31年4月1日現在計画人数

部　長

1人

学芸員

4人

臨時職員

15人

合　　計

20人

5　事務体制

　事務体制は以下により、第一事業部で給食調理業務及び給食配膳業務を

受託し、第二事業部で野田市郷土博物館及び野田市市民会館の指定管理を

行ってまいります。

第一事業部 第二事業部

職名 人　数 職名 人　数

部　　長 1人 部　　長 1人

管理課長 1人 学芸員※ 2人
管理係長 1人 臨時事務員 2人
主任事務員 1人
臨時事務員 1人

合　　計 5人 5人

（

＼

※主任学芸員、副主任学芸員は事務を兼ねる

6　障がい者雇用について

　「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用す

る労働者に占める身体障がい者・知的障がい者の割合が一定率（法定雇用率）

以上になるよう義務付けられており、当社の場合、短時間労働者（週20時間）

であれば4人以上の雇用義務が発生しています。

　当社の雇用状況は、平成27年4月に障害者就業・生活支援センター「は「一

とふる」から紹介を受けた2人を臨時洗浄員として雇用いたしました。

　なお、この内1人は、知的障害者判定機関により重度と判定されていること

から2人分となり、平成28年4月から野田特別支援学校の生徒1人の雇用を

しており、28年度からは法定雇用人数を確保できておりました。

　しかしながら1人が平成30年11月8日付で自己都合により退職したた

め法定雇用人数に1人不足の状況でしたが、平成31年1月28日付で障害者

就業・生活支援センター「は一とふる」から紹介を受けた1人を採用できたた

め、法定雇用人数を確保することができました。
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第18期予算書
自平成31年4月　1日
至令和　2年　3月31日

○　全体第一事業部
予算額

398，925，904

前年度予算額

396，962，735

増減

1，963，169

第二事業部
予算額

58，079，736

前年度予算額
o

増減
58，（）79，736

合計

予算額
457，◎05，64◎

前年度予算額

396，962，735

増減
60，（）42，9◎5

（

○　第一事業部 単位：円

収　　　　　入 支　　　　　出

項　　目 予算額 前年度予算額 増減 項　　目 予算額 前年度予算額 増減

398，925，904 給料手当 277，786，056 271，711，811 6，074，245

福利厚生費 2，833，000 2，833，500 △500
需用費 20，547，000 20，047，820 499，180

車両運搬具 250，000 398，000 △148，000

子校給食
調理業務

（単独校・学校

給食セン
ター）

学校給食
配膳業務

委託料

　　　‘

1，963，169

　　パ

役務費 1，249，000 1，465，682 △216，682

委託料 3，155，000 3，327，800 △172，800

396，962，735

　　　　冑
　ξ

旅費交通費 68，◎O◎ 178，360 △11◎，36◎

公課費 211，◎0◎ 210，§◎O 4◎◎

雑費 411，0◎◎ 412，5◎4 △1，5◎4

管理費 23，827，◎0◎ 、25，352，738 △1，525，738

賃貸借料 32，897，722 40，406，454 △7，508，732

消　税 32，691，126 29，617，466 3，073，660

法人税 3，000，000 1，000，000 2，000，000

合　　計 398，925，904 396，962，735 1，963，169 合　　計 398，925，904 396，962，735 ，1，963，169

【内訳】

（

1　野田市学校給食調理業務（単独校） 単位：円

収　　　　　　入 支　　　　　出

項　　目 予算額 前年度予算額 増減 項　　目 予算額 前年度予算額 増減

284，319，592 279，003，662 5，315，930 給料手当 200，582，755 196，213，639 4，369，116

福利厚生費 1，880，000 1，880，100 △100
学校給食
調理業務
委託料
（単独

校）

需用費 16，900，000 16，400，0◎O 500，◎00

車両運搬具 25◎，OO◎ 398，00◎ △148，00◎

役務費 769，◎◎◎ 985，472 △216，472

委託料 2，65◎，◎00 2，650，◎◎◎ o

旅費交通費 5◎，◎◎◎ 16◎，｛）◎◎ △11◎，◎◎◎

公課費 131，◎00 130，60◎ 400

雑費 132，000 132，192 △192
管理費 17，240，000 18，764，553 △1，524，553

賃貸借料 17，506，615 19，409，348 △1，902，733

消費税 23，228，222 20，879，758 2，348，464

法人税’ 3，000，000 1，000，000 2，000，000

合　　計 284，319，592 279，◎03，662 5，315，930 合　　計 284，319，592 279，003，662 5，315，930
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2 野田市学校給食調理業務（野田市学校給食センター） 単位：円

収　　　　　　入 支　　　　　出

項　　目 　　　「予算額 前年度予算額 増減 項　　目 予算額 前年度予算額 増減

83，649，643 86，臼9，501 △2，969，858 給料手当 56，295，155 55，250，869 1，044，286

福利厚生費 534，000 534，000 0

学校給食
調理業務
委託料（野

田市学校
給食セン
ター）

需用費 3，000，000 3，000，◎00 0

役務費 2go，　ooo 29◎，16◇ △160

委託料 400，000 572，800 △172，800

旅費交通費 18，000 18，360 △360

公課費 60，§oo 60，0奪0 o

雑費 20，000 21，112 △1‘112

管理費 4，479，000 4，479，965 △965

賃貸借料 巽，646，638 1§，975，976 △4．329β38

消費税 6，9◎6，85◎ 6，416，259 490，591

合　　計 83，649，643 86，619，501 △£，969，858 合　　計 83，649，643 86，619，50正 △2，969，858
（

3野田市学校給食配膳業務 単位1円

収　　　　　　入 支　　　　　出

項　　目 予算額 前年度予算額 増減 項　　目 予算額 前年度予算額 増減

31，339，572 給料手当 20，908，146 20，247，303 660β43学校給食
配膳業務
委託料

30，956，669

　　　、

△382，903

　　＞

福利厚生費 419，000 419，40◎ △40◎

需用費 647，0◎◎ 64？，820 △820
役務費 190，000 190，050 △50
公課費 20，奪o◎ 20，0◎（） 奪

委託料 105，000 105，000 0

雑費 259，◎0◎ 2§9，200 △2◎O

管理費 2，108，000 2，108，220 △220
賃貸借料 3，744，469 5，021，130 △1，276，661

消費税 2，556，054 2，321，449 234，6◎5

合　　計 30，956，669 31，339，572 △382，903 合　　計 30，956，669 31，339，572 △382，903
（1
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○　第二事業部

1．野田市郷土博物館及び野田市市民会館指定管理業務

単位：円

収　　　　　　入 支　　　　　　出

項　　目 予算額 前年度予算額 増減 項　　目 予算額 前年度予算額 増減

給料手当 28，887，000 0 28，887，000

福利厚生費 3，898，000 0 3，898，000

需用費 4，879，000 0 4，879，000

57，229，736

　850，000

00

57，229，736

　850，000

役務費 567，000 0 567，000

野田市郷
土博物館
及び野田
市市民会
館指定管
理料

野田市市
民会館利
用料金等

委託料 6，304，000 0 6，304，000

旅費交通費 103，000 0 103，000

公課費 2，952，736 0 2，952，736

賃貸借料 1，024，000 0 1，024，000

負担金 37，000 0 37，000

資料購入費 900，000 0 900，000

事業費 8，528，000 0 8，528，000

合　　計 58，079，736 0 58，079，736 合　　計 58，079，736 0 58，079，736
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（報告第　9　号　　　野田業務サービス株式会社の経営状況の報告について　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、野曝獅一ビス株式会社の平成3°鞭の決算に関する書類及び令和元鞭の事業の計画に関する書類を別添のとおり報告する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈1　　令和元年6月7日提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田市長　　鈴　木　　　有（平成30年度（第17期）事業報告書平成30年度（第17期）決算報告書令和元轄（第、8期）轟計画書令和元年度（第18期）予算書（野田業務サービス株式会社（　　　　　　　　　　　　　　第17期事業報告書　　　　　　　　　　　　　自　平成30年4月　1日　　　　　　　　　　　　　至平成31年3月31日1　概　要　当期は、野田市より学校給食調理業務、野田市学校給食センター調理業務及び学校給食配膳業務を受託してまいりました。（1）学校給食調理業務　　主任・副主任会議、研修会、健康診断、入社時の調理衛生教育等を行い、安全衛　生管理の充実と調理技術の向上を図り、児童・生徒等に喜ばれる給食を提供してま　いりました。　�@　受託学校及び受託施設　　　小学校　　　　　　　　12校　　　中学校　　　　　　　　　6校　　　野田市学校給食センター　　1施設（6校）　　　　　　　’　　　△　計　　　　　　　　18校、1施設（6校）�A　給食調理数平成30年4月1日現在（1日当たりの調理数）区　分学校数学級数児童・生徒数教諭等合計学校全体31校　2園449学級12，183人1，168人13，351人受託学校分・野田市学校給食センター24校377学級10，367人962人11，329人�B　給食調理員数及び洗浄員数計画、平成、。年4月、晒在実績：平成31年3月31日現在区　分調理社員臨時調理員臨時洗浄員合計計画62人52人0人114人受託学校実績55人57人0人112人差△7人5人0人△2人計画17人6人12人35人野田市学校給食センター実績18人7人12人37人差1人1人0人2人全　体　　　　　差　　　△6人　　　　6人　　　　0人0人1�C　主任会議実施日会議内容参加者数5月18日（金）・安全衛生について（けが事故異物混入報告）・清掃計画日の報告について・保健所の巡回指導の実施について・害虫生息調査ついて・定期健康診断の実施について・社外研修の実施について・調理師試験について・期末手当支給について・給食調理場の施設整備の改善要望について等19人7月6日（金）・安全衛生について（けが事故異物混入報告）・害虫防除の実施について・社外、社研修会実施にっいて・定期健康診断実施にっいて・包丁研ぎについて・検体回収、給与明細配布、仕様書提出について・熱中症の予防について・食中毒の予防について・主任との意見交換について等21人9月14日（金）・安全衛生について（けが事故異物混入報告）・定期健康診断後の対応について・社外、社内研修の結果について・調理員研修の結果について・夏季休暇中の清掃日について・保健所巡回指導の指摘事項の改善報告について・ストレスチェックについて等21人11月9日（金）・安全衛生について（けが事故異物混入報告）・年末調整書類っいて・期末手当支給について・従業員子女通学調査票の提出について・食中毒、インフルエンザの予防について・作業工程表について・アンケート調査の実施について等20人12月7日（金）・安全衛生について（けが事故異物混入報告）・職場内の；ミュニケーシヨンの重要性について・給食終了後、開始前の清掃日について・感染性胃腸炎の注意喚起について・給与明細配布、仕様書提出について・包丁研ぎについて22人1月18日（金）・安全衛生について（けが事故異物混入報告）・調理員の募集、採用状況について・社員への登用について・労働者代表の選出について・感染性胃腸炎の注意喚起・害虫生息状況および吸排気清掃箇所の調査依頼について等21人3月19日（火）・安全衛生について（けが事故異物混入報告）・吸排気装置等清掃、害虫駆除の実施日について・新年度用書類配布回収っいて・労働者代表の決定について・31年度人事異動内示について等21人一（（�E　副主任会議実施日会議内容参加者数10月30日（火）・安全衛生について（けが事故異物混入報告）・主任と副主任の業務分担について・作業工程表及び作業動線図の作成について・仕様書について・ストレスチェックについて・メンタルヘルスについて21人2・安全衛生について（けが事故異物混入報告）・ノロウィルスについで・健康診断における二次検査受診勧奨について2月22日（金〉て・健康診断における二次検査受診の勧奨について・牛乳21人紙容器の回収方法の変更にっいて・新年度の消耗品の発注について・作業工程表及び作業動線図について等�E　研修会（実施日研修内容参加者数【社内研修】平成30年度栄養教諭・栄養職員・調理員研修会場所　野田市役所8階大会議室研修　1　説明4月4日（月）120人呼成3◎年度から変わることについて野田市教育委員会学校教育課　大杉係長講演　2「野菜の旬と旬の野菜」野菜ソムリエ　針ヶ谷ユリ子氏【社外研修】平成30年度東葛飾地方小中学校給食調理員研修会場所　さわやかちば県民プラザホール7月24日（火）演題　「キッズスポーツをサポートする栄養と食事］22人’講師　帝京大学スポーツ医科学センター管理栄養士　虎石真弥先生【社内研倒8月3日（金）パソコン研修会11人8月7日（火〉場所野田地域職業訓練センター∫さわやかワーク野剛内容　「給食作業工程表等の書き方」【社内研修】平成30年度野田業務サービス株式会社調理員研修会場所　野田市役所8階大会議室1　研修「食育授業」（体験型学習）8月29日（水）講師　懐石レストランギかんざ」オーナーシェフ120人石原義之氏2　メンタルヘルス研修（企業におけるハラスメントについて）講師　野田市総務部人事課長島係長【社内研修】11月28日（水）平成3◎年度新人研修17人31野田業務サービス株式会社の概要2安全衛生について3調理技術について4意見交換・質疑応答等�F　安全衛生委員会　　　毎月1回（原則第2金曜日）に開催し、当日産業医による職場巡回を行った。開催日内　　　　　　容巡回指導箇所4月13日新年度の安全衛生管理計画について等南部小、南部中5月11日巡回指導の重点項目について等給食センター、中央小く配膳）6月　8日暑さ対策について（温度計の設置）等東部小、東部中、福田中7月13日暑さ対策について（水分補給）等福一小、福二小、ニツ塚小8月10日巡回結果の中間まとめについて等9月14日ハラスメント対策について等山崎小、南部小、みずき小10月12日有給休暇、時聞外について等川間小、川聞中、尾崎小11月　9日食洗機で使用する洗剤の安全性について七光台小、北部中、北部小12月14日職場環境の改善（パワハラ）等について南部中、南部小1月11日今後の巡回、ラインの使用等について岩木小、岩名中2月　8日給食配膳業務作業基準について一中、中央小、清水台小（配膳）3月　8日来年度の安全衛生管理計画案について給食センター、宮崎小、二中（配膳）（�G　健康診断　　＊事務職4人は自校式学校に含む受診者実施日診断内容　　》自校式学校野田市学校給食センター合計一般定期健康診断19人3人22人7月3◎日く月）7月31日（火）生活習慣病健康診断84人27人111人その他の機関で受診5人1人6人合　計　　　　　　　　108人　　　　　31人　　　　139人（・�Hストレスチェック（対象；社員）実施日内　　容実施者数10月29（月）　　〜11月　2（金）「こころの健康チェック79」質問79問のチェックシート　　　　　　’76人4�I　入社時の調理衛生教育（（実施日研修内容参加者数1　野田業務サービス株式会社の概要2　野田市学校給食衛生マニュアル・野田市の目指す学校給食〈調理技術〉・集団給食における調理のポイント〈衛生管理〉・食品の衛生・施設、設備及び食器具等の衛生・従業員の衛生・定期点検の実施・食中毒及び感染症（疑い）発生時の対応採用時〈安全管理〉22人・施設、設備及び備品の安全・配食時の安全・従業員の安全3　労働条件通知書説明　野田業務サービス株式会社　小沼管理課長ほか4　現場研修〈作業基準〉’調理棟での衛生管理・手洗い等・施設、設備等の説明・調理器具等の使用方法�J　資格取得の奨励　　調理師免許の取得（調理社員）調理師免許取得者数1人取得年月30年11月調理師免許有資格者数平成31年3月31日現在調理社員有資格者数61人在籍者数73人有資格者率83，6％5（�A　学校給食配膳業務　　研修会、健康診断、健康相談等を行い、安全衛生を徹底し、給食配膳業務を行っ　てまいりました。�@　受託学校小学校中学校幼稚園合　計　8校　5校　2園13校、2�A　給食配膳数平成30年4月1日現在（1日当たりの配膳数）区　分学校数学級数児童・生徒数教諭等合　計学校全体31校　2園449学級12，183人1，168人13，351人受託学校分13校188学級5，036人454人5，490人受託幼稚園分2園4学級99人8人107人（‘�B　給食配膳員数計画：平成30年4月1日現在実績：平成31年3月31日現在区　分臨　時計　画33人実績34人差　　　　　　　　　　　　　　　　1人�C　研修会実施日研修内容参加者数平成30年度配膳員研修会場所　野田地域職業訓練センター会議室議題　1　平成30年度の年間予定等にっいて2　「企業と人権」職場からつくる人権尊重社会学について7月31日（火プDVD視聴29人3　質疑応答4　業務連絡（1）9月献立について（2）その他（・6�D　健康診断実施日診断内容受診者数一般定期健康診断4人　　　7月30日（月）7月31日（火）生活習慣病健康診断26人その他の機関で受診1人合　計　　　　　　　　　　　　　　　31人2〆代表取締役、取締役、監査役及び会計参与（区　分氏　名兼務の状況代表取締役鈴木　　　有野田市長取　締　役山　村勝則ちば東葛農業協同組合指導経済部長取　締　役佐賀　　忠野田市総務部総務部長取　締’役長妻　美　孝野田市教育委員会学校教育部長監　査　役渡邉　宏　治野田市総務部行政管理課長（前総務部総務課長）会計参与今　吉修　一今吉税理士事務所O杉山　一男　取締役平成31年3月31日辞任3　株式の状況株主名持株数持株比率野　田　市134株67％ちば東葛農業協同組合66株33％合　計　　　　　　　　　200株　　　　　　100％78（（貸借対照表平成31年3月31日　現在（野田業務サ〜ビス株式会社（単位：　円〉資　　　産の　　　部負　　　債の　　　部一　　科　　目　糟金　　額科　　圏「　金　額【流動資産】102，131，609【流動負債】26，649，670現　　　　　　　　　金5，518未　　　　払　　　　金10，137，378銀　　行　　預　　金100，922，291預　　　　り　　　　金2，245，020仮　　払　　税　、金L203，800仮　　　　受　　　金7，926，072個定資産〕229，322未　払　消　費　税6，259，200【有形固定資産】2未　払　法　入　税　等82，000車　両　運　搬　具2個定負債】47，1◎2，◎◎◎撫形固定資産】229，320退職給付引　当金47，1◎2，�梶Q　w一電　話　加　入　権229β2◎負　債　の　部　合　計73，751，§7◎純　　資　　産の　　部【株主資本】28，6092§1資　　　　本　　　　金1◎，�梶C�蒲�　益　剰　余　金日，§09261利　益　準　備　金500，000その他利益剰余金1＆109，261繰越利益剰余金18，109，261＿…　　＿＿　　　　　…　　　一　＿　　一　　　　　　　　　　　’　　　　　　一一　　　一　　一　　　1べ　　＾⌒r　曲砥　　　　一一　　，　　　w　　一一　丙　＾一　一一一　“　　一純　資　産　の　部　合　計28，609，261＿＿“w−一∨へ＾入一一資　産　の　部　合　計102，360，931負債及び純資産合計102，360，931（9損　益＿計　算一書　自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日野田業務サービス株式会社（単位：　円）科　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　額　25L8361077　80，127，556、　28，255，498、　　　、　360，219，131360，219，131359，842，431【売上高】　給　食　業　務　売　上　給食センタ　ー売上　配　膳　業　務　売　上　　　売　　上　高　　合　　計　　　　　売　　上　　総　　利　　益【販売費及び一般管理費】　販売費及び一般管理費合計　　　　　営　　業　　利　　益【営業外収益】　　　受　　取　　　利　　息　　　雑　　　　収　　　　入　　　営　業　外　収　益　合　計　　　　　経・　常　　利　　益　　　　　税引前当期純利益　　　　　法人税、住民税及び事業税　　　　　当　　期　純　利　益1，39950，132376，70051，531428，231428，231376，7005L531（↓10販売費及び一般管理費自　平成30年4月　旧至　平成31年3月31H（野田業務サービス株式会社（単位：　円）科　　　　圏金額役　　員　　報　　酬　　　　（720，000給　　料　　手　　当248，357，876法　　定　福　　利　　費27，054，107福　利　厚　生　費3，839，109退　　　　職　　　　金1，242，000退職給付引当金繰入額7，598，000広　　告プ　宣　　伝　　費266，667車　両　維　持　費366，969旅　費　交　通　費］9，§37通　　　　信　　　　費319弓§9水　　道　　光　　熱　　費98，031消　　耗　　品　，費21、48L437事　務　用　品　費510，196’修　　　　繕　　　　費3，175，900保　　　　険　　　　料LO29ほ60租　　税　　公　　課456，462賃　　　　借　　　　料42，006，319支　　払　手　数　料1，265，202諸　　　　会　　　　費361000販売費及び一般管理費合計359，842，431（11株主資本等変動計算書自　平成30年4月1日至　平成31年3月31日野田業務サービス株式会社【株主資本】資本金当期首残高当期末残高（単位：円）10，000，00010，000，000利　　益　　剰　　余　　金利　益　準　備　　金当期首残高当期末残高500，000500，000その他利益剰余金　繰越利益剰余金利益剰余金合計株　主　資　本　合　計純資産の部合計当期首残高当期変動額当期末残高当期首残高当期変動額当期末残高当期首残高当期変動額当期末残高当期首残高当期変動額当期末残高当期純利益18，057，730　　51，53118，109，26118，557，730　　51，53118，609，26128，557，730　　51，53128，609，26128，557，730　　5L53128，609，261（（ノ12（（’　　　　　　古1注記　　　　　　　　　　　　　　　　　自平成30年4月1日　　　　　　　　　　　　　　　　・至平成31年3月31日野田業務サービス株式会社　1．この計算書類｝ヰ、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。2，重要な会計方針に係る事項に関する注記　　（1）資産の評価基準及び評価方法　　　　　　　　　　　　　‘　　　　・　　ア　たな卸資産の評価基準及び評価方法　　　　最終仕入原価法　（2）固定資産の減価償却の方法　　　有形固定資産　　定率法　ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（付属設備を除く）　　　　　　　　　　　については定額法を採用しております。　　　無形固定資産　　定額法　�笈�当金の計上基準　　　退職給付引当金　従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により　　　　　　　　　　　計上しています。　（4）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項　　ア　消費税等の会計処理　　　　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。　，3．貸借対照表に関する注記　（1）有形固定資産減価償却累計額　　　　　　1，959，291円　　ト4．株主資本等変動計算書に関する注記　（1）発行済株式の種類及び総数に関する事項　　ア　発行済株式　　　　　普通株式（発行済株式）　　　200株　　　　　　　合計（発行済株式｝　　　200株5．1株当たり情報に関する注記　（1）1株当たりの当期純利益　　　　257円13野田業務サービス株式会社（単位　円）14（（1監査報告書　野田業務サービス株式会社の第17期（自平成30年4月lN〜至平成31年3月31日）事業報告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに附属明細書について監査した結果、会社法の規定に準拠し、適正に処理されていると認めました。令和元年ま月／SH（監査役液違錫�S（15第18期事業計画自　平成31年4月　1日至令和　2年3月31日　野田市学校給食調理業務は、今期（平成30年度）に引き続き、小学校12、校、中学校6校の単独校18校及び野田市学校給食センター1施設の受託と、小学校8校、中学校5校、幼稚園2園を合わせた15施設の野田市学校給食配膳業務を受託してまいります。　また新たに里予田市郷土博物館及び野田市市民会館の指定管理業務を行うことになりました。　来期も引き続きより一層の経営努力を行い、安定経営を目指してまいります。1　野田市学校給食調理業務及び野田市学校給食センター給食調理業務　調理及び衛生に関する教育、健康診断などを行い、調理員の調理技術及び安’全衛生の向上を図り、安全でおいしい給食を提供してまいります。　また、北部小学校児童数増加に伴う親子給食についても、引き続き実施してまいります。（�@　野田市学校給食調理業務（単独校）　　小学校12校と中学校6校の単独校18校の給食調理業務について、下記により受託してまいります。　・給食調理数　　　　　　　　　平成31年4月1日現在（1日当りの調理数）区　分単独校学校数18校学級数259学級児童・生徒数6，893人教諭等688人合　計7，581人・給食調理員数平成31年4月1日現在計画人数区　分単独校調理社員62人臨時調理員54人合　計116人�A　野田市学校給食センター給食調理業務　　野田市学校給食センター1施設（6校）の給食調理業務について、下記に　より受託してまいります。　・給食調理数　　　　　　　　　　　　平成31年4月1日現在（1日当りの調理数）区　分学校数　　学級数　　児童・生徒数　　教諭等合　計16給食センター6校128学級3，327人250人3，577人・給食調理員数平成31年4月1日現在計画人数区　分調理社員臨時調理員臨時洗浄員合　計給食センター17人8人12人37人�B調理技術及び安全衛生の教育（（主任会議調理作業の改善・事例発表安全作業・衛生管理の注意喚起，　年7回副主任会議安全作業・衛生管理の注意喚起年2回栄養士部会との連携栄養士との連絡・調整・情報交換随時　　　　　　　L社内研修（全体研修及び職場研修）年2回社外研修年1回研修会新人教育年1回新規採用者教育随時・職場巡回指導’安全衛生の指導、職場改善及び調理技術の向上（産業医同行）月1回調理員及び洗浄員の健康維持定期健康診断労働安全衛生法に基づく健康診断の実施年1回健康相談産業医による健康相談年1回ストレスチェックストレスチェックの実施（社員）年1回メンタルヘルス研修　　‘セクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの講習の実施年1回適材適所への人員配置アンケートの実施異動希望、調理員の配置及び施設の改善要望について年1回資格取得の奨励調理師免許の取得調理員の資質の向上を図るため調理師免許取得の奨励年1回職場の衛生吸排気装置の清掃など調理室内吸排気装置などの清掃の実施年1回17害虫の駆除など単独校調理室内の害虫駆除の実施年2回野田給食センターの害虫駆除年2回s2　野田市学校給食配膳業務　安全衛生に関する教育、健康診断などを行い、安全衛生の向上と配膳員の健康維持を図り、学校給食を提供してまいります。　�@　学校給食配膳業務　・小学校8校、中学校5校、幼稚園2園の給食配膳業務について、下記によ　り受託してまいります。　　・給食配膳数　　　　　　　　　平成31年4月1日現在（1日当りの配膳数）区　分学校数学級数児童・生徒数教諭等合　計受託学校分13校　2園198学級5，042人433人5，475人（・給食配膳員数平成31年4月1日現在区　分受託学校分臨時配膳員34人�A　安全衛生の教育研修会社内研修会年1回職場巡回指導安全衛生の指導、　　　　　　　t随時配膳員の健康維持定期健康診断労働安全衛生法に基づく健康診断の実施年1回健康相談産業医による健康相談年1回3学校給食調理業務及び配膳業務の合計　　給食調理業務及び給食配膳業務の合計で、31校、1施設、2園の受託を　　してまいります。　　・給食調理数、配膳数　　　　　平成31年4月1日現在（1日当りの配膳数）区、分学校数学級数児童・生徒数教諭等合　計調理業務18校1施設387学級10，220人　　　　　＼938人11，158人配膳業務13校　2園198学級　）5，042人433人5，475人18合　計31校1施設2園457学級11，935人1，121人13，056人※合計は、給食センター分の調理業務と配膳業務の重複分を除いた数・給食調理員、配膳員数平成31年4月1日現在計画人数区　分，調理社員臨時調理員臨時洗浄員臨時配膳員合　計調理業務79人62人12人一153人配膳業務一一一34人34人合　計79人62人12人34人187人（4　野田市郷土博物館及び野田市市民会館の指定管理業務　　当社は、野田市から野田市郷土博物館及び野田市市民会館の指定管理者　の指定を受けました。指定期間は、平成31年4月1日から令和4年3月3　1日までとなっております。　　主な業務は次のとおりです。郷土博物館、市民会館の施設利用に関する業務郷土博物館入館者に対する案内。市民会館の利用許可及び利用料金の収納など通年実施（郷土博物館、市民会館の施設管理に関する業務機械警備業務消防用設備等の保守点検業務専門分野については専門業者に外部委託収蔵庫燥蒸業務廃棄物収集運搬処理業務市民会館庭園の樹木管理に関する業務その他、施設管理上必要な業務郷土博物館に関する業務博物館資料め収集、整理、保存、調査研究に関する業務。市民等による調査研究の支援に関する業務。資料の展示に関する業務　などキャリアデザインに関する業務キャリアデザインに関する業務。地域づくりネットワークの構築に関する業務　など　　　，19・職員配置平成31年4月1日現在計画人数部　長1人学芸員4人臨時職員15人合　　計20人5　事務体制　事務体制は以下により、第一事業部で給食調理業務及び給食配膳業務を受託し、第二事業部で野田市郷土博物館及び野田市市民会館の指定管理を行ってまいります。第一事業部第二事業部職名人　数職名人　数部　　長1人部　　長1人管理課長1人学芸員※2人管理係長1人臨時事務員2人主任事務員1人臨時事務員1人合　　計5人5人（＼※主任学芸員、副主任学芸員は事務を兼ねる6　障がい者雇用について　「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障がい者・知的障がい者の割合が一定率（法定雇用率）以上になるよう義務付けられており、当社の場合、短時間労働者（週20時間）であれば4人以上の雇用義務が発生しています。　当社の雇用状況は、平成27年4月に障害者就業・生活支援センター「は「一とふる」から紹介を受けた2人を臨時洗浄員として雇用いたしました。　なお、この内1人は、知的障害者判定機関により重度と判定されていることから2人分となり、平成28年4月から野田特別支援学校の生徒1人の雇用をしており、28年度からは法定雇用人数を確保できておりました。　しかしながら1人が平成30年11月8日付で自己都合により退職したため法定雇用人数に1人不足の状況でしたが、平成31年1月28日付で障害者就業・生活支援センター「は一とふる」から紹介を受けた1人を採用できたため、法定雇用人数を確保することができました。20第18期予算書自平成31年4月　1日至令和　2年　3月31日○　全体第一事業部予算額398，925，904前年度予算額396，962，735増減1，963，169第二事業部予算額58，079，736前年度予算額o増減58，（）79，736合計予算額457，◎05，64◎前年度予算額396，962，735増減60，（）42，9◎5（○　第一事業部単位：円収　　　　　入支　　　　　出項　　目予算額前年度予算額増減項　　目予算額前年度予算額増減398，925，904給料手当277，786，056271，711，8116，074，245福利厚生費2，833，0002，833，500△500需用費20，547，00020，047，820499，180車両運搬具250，000398，000△148，000子校給食調理業務（単独校・学校給食センター）学校給食配膳業務委託料　　　‘1，963，169　　パ役務費1，249，0001，465，682△216，682委託料3，155，0003，327，800△172，800396，962，735　　　　冑　ξ旅費交通費68，◎O◎178，360△11◎，36◎公課費211，◎0◎210，§◎O4◎◎雑費411，0◎◎412，5◎4△1，5◎4管理費23，827，◎0◎、25，352，738△1，525，738賃貸借料32，897，72240，406，454△7，508，732消　税32，691，12629，617，4663，073，660法人税3，000，0001，000，0002，000，000合　　計398，925，904396，962，7351，963，169合　　計398，925，904396，962，735，1，963，169【内訳】（1　野田市学校給食調理業務（単独校）単位：円収　　　　　　入支　　　　　出項　　目予算額前年度予算額増減項　　目予算額前年度予算額増減284，319，592279，003，6625，315，930給料手当200，582，755196，213，6394，369，116福利厚生費1，880，0001，880，100△100学校給食調理業務委託料（単独校）需用費16，900，00016，400，0◎O500，◎00車両運搬具25◎，OO◎398，00◎△148，00◎役務費769，◎◎◎985，472△216，472委託料2，65◎，◎002，650，◎◎◎o旅費交通費5◎，◎◎◎16◎，｛）◎◎△11◎，◎◎◎公課費131，◎00130，60◎400雑費132，000132，192△192管理費17，240，00018，764，553△1，524，553賃貸借料17，506，61519，409，348△1，902，733消費税23，228，22220，879，7582，348，464法人税’3，000，0001，000，0002，000，000合　　計284，319，592279，◎03，6625，315，930合　　計284，319，592279，003，6625，315，930212野田市学校給食調理業務（野田市学校給食センター）単位：円収　　　　　　入支　　　　　出項　　目　　　「予算額前年度予算額増減項　　目予算額前年度予算額増減83，649，64386，臼9，501△2，969，858給料手当56，295，15555，250，8691，044，286福利厚生費534，000534，0000学校給食調理業務委託料（野田市学校給食センター）需用費3，000，0003，000，◎000役務費2go，　ooo29◎，16◇△160委託料400，000572，800△172，800旅費交通費18，00018，360△360公課費60，§oo60，0奪0o雑費20，00021，112△1‘112管理費4，479，0004，479，965△965賃貸借料巽，646，6381§，975，976△4．329β38消費税6，9◎6，85◎6，416，259490，591合　　計83，649，64386，619，501△£，969，858合　　計83，649，64386，619，50正△2，969，858（3野田市学校給食配膳業務単位1円収　　　　　　入支　　　　　出項　　目予算額前年度予算額増減項　　目予算額前年度予算額増減31，339，572給料手当20，908，14620，247，303660β43学校給食配膳業務委託料30，956，669　　　、△382，903　　＞福利厚生費419，000419，40◎△40◎需用費647，0◎◎64？，820△820役務費190，000190，050△50公課費20，奪o◎20，0◎（）奪委託料105，000105，0000雑費259，◎0◎2§9，200△2◎O管理費2，108，0002，108，220△220賃貸借料3，744，4695，021，130△1，276，661消費税2，556，0542，321，449234，6◎5合　　計30，956，66931，339，572△382，903合　　計30，956，66931，339，572△382，903（122○　第二事業部1．野田市郷土博物館及び野田市市民会館指定管理業務単位：円収　　　　　　入支　　　　　　出項　　目予算額前年度予算額増減項　　目予算額前年度予算額増減給料手当28，887，000028，887，000福利厚生費3，898，00003，898，000需用費4，879，00004，879，00057，229，736　850，0000057，229，736　850，000役務費567，0000567，000野田市郷土博物館及び野田市市民会館指定管理料野田市市民会館利用料金等委託料6，304，00006，304，000旅費交通費103，0000103，000公課費2，952，73602，952，736賃貸借料1，024，00001，024，000負担金37，000037，000資料購入費900，0000900，000事業費8，528，00008，528，000合　　計58，079，736058，079，736合　　計58，079，736058，079，73623

