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中学校給食実施ならびに調査委員会設置に中学校給食実施ならびに調査委員会設置に中学校給食実施ならびに調査委員会設置に中学校給食実施ならびに調査委員会設置に関する関する関する関する調査調査調査調査報告書報告書報告書報告書    

 

平成19年8月21日 

教育福祉常任委員・沖本浩二 

 

１．１．１．１．    学校給食学校給食学校給食学校給食とはとはとはとは        

（１）学校給食〔国語辞書（大辞泉）〕 

児童・生徒に食事の一部または全部を学校で給与すること。昭和29年（1954

年）公布の学校給食法による。 

 

（２）学校給食の歴史 

年 内 容 

明治２２年 

（１８８９ 年） 

山形県鶴岡町私立忠愛小学校で貧困児童を対象にし、昼食を与えたの

が学校給食の始まりと言われています。忠愛小学校での給食は、現在

の学校給食のように、学校で調理された食事を教室で給したものだっ

た。当時の給食は、おにぎり・焼き魚・漬け物だった。 

昭和７年 

（１９３２ 年） 

文部省訓令第１８号「学校給食臨時施設方法」が定められ、はじめて

国庫補助によって貧困児童救済のための学校給食が実施された。 

目的も、就学率を高めることや児童の体位向上などが目的とされてい

た。 

昭和１５年 

（１９４０ 年） 

文部省訓令第１８号「学校給食奨励規定」で従来の貧困児だけでなく、

栄養不良、身体虚弱児童も対象に含めた栄養的な学校給食の実施がは

かられる。 

昭和２１年 

（１９４６ 年） 

文部・厚生・農林三省次官通達「学校給食実施の普及奨励について」

が発せられ、戦後の新しい学校給食がスタートした。 

東京・神奈川・千葉の３都県で試験給食を開始した。 

昭和２２年 

（１９４７ 年） 

全国都市の児童約３００万人に対し学校給食を開始した。 

アメリカから無償で与えられた脱脂粉乳で給食が始まった。 

昭和２７年 

（１９５２ 年） 

小麦粉に対する半額国庫補助が開始された。 

４月から、全国すべての小学校を対象に完全給食が実施された。 

昭和２９年 

（１９５４ 年） 

第１９回国会で「学校給食法」成立、公布された。学校給食法施行令、

施行規則、実施基準等が定められ、法的に学校給食の実施体制が整っ

た。 

これまでと異なり、食事についての正しい理解や望ましい習慣をはぐ

くむと同時に、学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うなど、学校

給食を教育の一環としてとらえていくことになった。 

昭和３１年 

（１９５６ 年） 

「学校給食法」が一部改正され、中学校にも適用されるようになった。 

「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」が公布さ

れた。 

昭和３２年 

（１９５７ 年） 

「盲学校、ろう学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給

食に関する法律」が公布された。 
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昭和３３年 

（１９５８ 年） 

文部省管理局長より「学校給食用牛乳取扱要領」が通知され、学校給

食に牛乳が供給されるようになった。 

昭和３８年 

（１９６３ 年） 

脱脂粉乳に対する国庫補助が実現し、ミルク給食の全面実施が推進さ

れた。 

（参考=http://www.nikonet.or.jp/~kana55go/index.html） 

 

（３）学校給食法 

学校給食法（昭和29年6月3日法律第160号）は、学校給食が児童及び生徒の

心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与するものである

ことにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食

の普及充実を図ることを目的として施行された法律である。 

【主な内容】 

（この法律の目的）  

第１条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民

の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事

項を定め、もつて学校給食の普及充実を図ることを目的とする。  

 

（学校給食の目標）  

第２条 学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、

次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。  

1．日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。  

2．学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。  

3．食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。  

4．食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと。  

 

（定義）  

第３条 この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務

教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。  

２ この法律で、「義務教育諸学校」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）に視定

する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の

小学部若しくは中学部をいう。  

 

（義務教育諸学校の設置者の任務）  

第４条 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施され

るように努めなければならない。  

 

（国及び地方公共団体の任務）  

第５条 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなけれ

ばならない。  

 

（２以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設）  

第５条の２ 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実

施するための施設として、２以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設（次

条において「共同調理場」という。）を設けることができる。 



 - 3 -

 

【考 察】 

学校給食は食糧不足を背景にして子どもたちの栄養改善を目的として始ま

った。当初は小学校の学校給食のみを対象としており、中学校に適用される

ようになったのは昭和31年に学校給食法の一部が改正されてからである。 

学校給食法第4条では、義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校に

おいて学校給食が実施されるように努めなければならないとなっており、同

じく第5条では、国及び地方公共団体の責務として、学校給食の普及と健全な

発達を図るように努めなければならないとなっている。 

しかし、この学校給食法が制定されたのは戦後の食糧難時代であり、その

立法趣旨は現在において当てはまるものではないと考えられる。 

現在においては、主に保護者の負担軽減と食生活の乱れや栄養バランスの

偏りなどの課題、「食育」の観点から完全給食が求められているのが実情で

ある。 

 

２．国・県・２．国・県・２．国・県・２．国・県・近隣近隣近隣近隣自治体の動向自治体の動向自治体の動向自治体の動向        

（１）国の動向 

平成17年4月「食育基本法案」が衆議院本会議において可決され、同年6月

に参議院本会議において可決・成立した。 

この法案の提案理由は「近年における国民の食生活をめぐる環境の変化、

具体的には、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の

痩身志向等の問題、また、食の安全や海外依存の問題の発生に伴い、国民が

生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推

進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理

念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に

関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合

的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の

生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与すること」となっている。 

また、平成18年3月には食育基本法に基づき、食育の推進に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るために「食育推進基本計画」（平成18年度から
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平成22年度までの5年間を対象）が作成された。 

基本計画の「食育の総合的な促進に関する事項」、「学校、保育所等にお

ける食育の推進」としては以下のような内容が示されている。 

� 指導体制の充実 

栄養教諭の全国配置の促進、学校での食育の組織的・計画的な推進等 

� 子どもへの指導内容の充実 

学校としての全体的な計画の策定、指導時間の確保、体験活動の推進等 

� 学校給食の充実 

学校給食の普及・充実と「生きた教材」としての活用、学校給食での地

産地消の推進、単独調理方式の効果等の周知・普及等 

（添付資料※１「食育基本法の概要」など） 

（２）県・近隣自治体の動向 

神奈川県は平成18年8月に「かながわ食育推進会議」を設置した。また、こ

の「かながわ食育推進会議」を踏まえ「かながわ食育推進県民会議」を平成

19年4月に設置し、この会議において「神奈川県食育推進計画」の策定を行う

ことになっている。 

この「神奈川県食育推進計画」の中では、こどもたちが、生涯にわたって

食生活の正しい理解と望ましい習慣を身につけるため、家庭、地域と連携し、

学校の教育活動を通じて発達段階に応じた「食に関する指導」を推進するこ

とを基本としたもので、中学校給食の推進などについては触れられることは

ないとのことである（8/14県教育局保健体育課確認）。 

中学校の給食実施状況は全国では完全給食が70.1％、ミルク給食が11.6％

（平成17年5月1日現在）。神奈川県では5市8町1村で実施されており、完全給

食が12.7 ％、ミルク給食が52.2 ％、未実施が35.1 ％となっている(平成18

年5 月1日現在／市：小田原、南足柄、綾瀬、三浦、大和、町：二宮、中井、

大井、松田、山北、開成、城山、旧津久井、1村：清川）。 

〔全国の平均を下げているのは、まさに神奈川県（12.7%）と大阪府（10.3%）、

京都府(24.9%)ともいわれている〕 

近隣では大和市、綾瀬市が実施しており、今年4月には厚木市でも始まって

いる（3市ともセンター方式）。 
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海老名市では、中学校給食は昭和48年（1973年）から昭和56年（1981年）1

学期まで給食センターで作られていたが、昭和55年(1980年)当時、児童数が

増え、今後、給食センターで作ることが困難になってきた事を受け、｢学校給

食検討委員会｣で議論の末、中学校給食そのものを止めるという結論を出し、

現在に至っている。 

（添付資料※２「神奈川の学校給食・学校給食普及状況」） 

また、最近の中学校完全給食実施事例として、東京都武蔵野市の取り組み

が紹介（報道）されている。 

武蔵野市が中学校給食導入へ／２０年度中にも  

産経新聞(2007/06/19 03:04) 

 「弁当は親と子のきずなを深める」という“愛情弁当”論を打ち出してき

た武蔵野市が、早ければ平成２０年度中にも中学校給食を実施する方針を固

めた。家庭で作る弁当との併用も認めるほか、小・中で別献立にする方向で

検討が進んでいる。外注の弁当は避け、温かい汁物も食べられるような本格

的な給食の導入を目指していくという。 

 同市給食課によると、今年度中にも、試験的に給食を実施。２０年の夏休

み中に、市内２カ所の小学校用の給食センターや各中学校の配ぜん室の改修

を行う予定で、早ければ２０年秋以降にも導入される見通し。 

 形態は、外注の弁当方式ではなく、小学校とは別メニューを用意したうえ

で、汁物やスープを学校まで運び込んで配ぜんする方法を採用。アレルギー

体質の生徒への配慮も重視し、家庭で作る弁当の持参も選択できるようにす

る方針だ。 

 完全実施に向けた最大の課題は、同市立中計６校、約２０００人分の給食

を作ることができる調理施設の確保。６校すべてに調理場を備えるのは、費

用や場所などの条件から難しいため、既存の給食センターの機能強化などで

柔軟に対応する方向で検討に入る。 

 同市では、２２年間市長を務めた土屋正忠衆院議員の“愛情弁当”論の影

響もあって、中学校給食の導入を見送ってきた。 

 しかし、１７年１０月の市長選で、中学校給食導入を最重点公約に掲げた

邑上守正市長が初当選。昨年７月には市民参加の「中学校給食検討委員会」
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が発足し、今年３月には、同検討委が給食の完全実施を求める報告書を市教

委に提出していた。 

（添付資料※３「武蔵野市中学校給食検討委員会報告書・概要版」） 

 

【考 察】 

・ 国は学校教育における食育の推進、学校給食の充実普及などが地方自治体

に求めている。 

・ 県は「食育基本法」にのっとり推進計画を策定中であり、今後の施策に注

目したい。 

・ 完全給食実施については、近隣市の動向を見据えることも必要かもしれな

いが、本市独自のアクションも必要ではないか。 

・ 武蔵野市の取り組みは直近の動きであり参考になりそうだ（添付資料※３

参照）。機会があれば取り組み過程やそこでの議論を研究してみたい。 

 

３３３３．座間市の現状．座間市の現状．座間市の現状．座間市の現状     

（１）中学校給食に対する市教育委員会の基本理念と現状 

・愛情弁当が持つ教育的意義を重視して、各家庭からの弁当持参とあわせて

ミルク給食を実施している。 

・種々の事情により弁当を持参できない生徒については、中学校6校で採用

している業者弁当の販売試行を今後も継続する。 

 

《参考：給食費滞納状況》 

 年度 滞納者数 滞納金額(円) 未納率（％） 

座間市 

平成16年 111 2,987,660 0.88 

平成17年 98 2,468,120 0.73 

平成18年 83 1,609,658 0.51 

県央8市平均 平成17年 93 1,422,420 0.29 

神奈川県平均 平成17年 86 1,704,608 0.32 

全国総数 平成17年 98,993 2,229,630,000 0.50 
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（２）平成19年度一般会計・教育費の現状 

 平成19年度一般会計予算総額は、前年度に

比べ0.8％減少になる309億8,960万円であり、

その内、教育費は31億1,388万円、10.1％とな

っている。主な教育施設関係事業としては、

栗原小学校１号棟東側及び栗原中学校南棟便

所改修工事、相模野小学校屋内運動場内外装

改修工事を実施。 

また、学校の防災対策事業としては、栗原

小学校及び相模野小学校の屋内運動場耐震補強工事を実施するほか、ひば

りが丘小学校及び相模が丘小学校の屋内運動場耐震補強工事設計委託、立

野台小学校及び入谷小学校屋内運動場等の耐震診断委託を行う。 

 

学校施設は、児童生徒の学習・生活の場として重要な教育環境であると

ともに、災害時には地域の方々の避難場所としての役割を果たすものでも

ある。そういった意味でも学校および屋内運動場は災害に耐えうる建物で

あることが望まれ、それゆえ耐震補強事の推進は何よりも優先されると考

えられる。 

（添付資料※４「神奈川県公立学校施設の耐震改修状況調査結果」） 

 

昨今、公立学校の耐震化については以下のように報道されている。 

公立学校の耐震化概要公表／文科相「予算倍増要求へ」 

朝日新聞(2007/08/07 00:15) 

公立学校の耐震化を検討している文部科学省の有識者会議は６日、耐震性の

低い施設から優先して改修を進める計画の概要を公表した。０８年度からの５

年間で最も危険な１万２０００棟の改修を終えることを目標にしているが、完

全実施には少なくとも数千億円が必要になる。 

伊吹文科相はこの日、来年度の関係予算の「倍増」をめざす考えを示した。

文科省の調査では４月現在、耐震性が確保されている公立小中学校の施設は約

７万６０００棟と全体の５８．６％にとどまる。概要では、このうち「震度６
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強で倒壊・崩壊の危険性が高い」とされる約１万２０００棟（全体の９％）の

耐震化を最優先すべきだとしている。 

 改修の場合、国は整備費の半分を補助するが、文科省は計画の実施に必要な

予算をまだ示していない。伊吹文科相はこの日、来庁した新潟県柏崎市の会田

洋市長らに「避難所になっている施設の耐震強度が十分でないというのはとん

でもない話だ。（現在約１１００億円の整備費の）倍増という形で概算要求に

出そうと思っている」と述べた。銭谷真美・文科次官もこの日の会見で、「校

舎の耐震化予算の充実は、今年の概算要求の大きな課題。最大限努力したい」

と大幅増額を求める考えを示した。 

 

（３）議会、委員会の現状 

議会においては、数年前より中学校給食に関して何度も一般質問などで

取り上げられ議論されてきたが、（１）にあるように市教育委員会の“愛

情弁当論”により平行線をたどっている。また、議員の中でも“給食推進

派”と“愛情弁当派”で賛否が分かれている。 

平成18年12月定例会において「陳情第37号・座間市立中学校の早期完全

給食実施についての陳情」と「陳情第38号・座間市立中学校学校給食調査

委員会設置についての陳情」が委員会に付託された。 

 

以下にこれまでの本委員会の動きを整理する。 

12121212月月月月14141414日（木）教育福祉常任委員会日（木）教育福祉常任委員会日（木）教育福祉常任委員会日（木）教育福祉常任委員会 

陳情38号の趣旨を受け、市議会内における「給食調査特別委員会」（名称

は未確定）の設置にむけて全員が賛成し、議会運営委員会へ諮ることとな

り、“発展的な継続審査”となった。 

12121212月月月月14141414日（木）各会派の動き日（木）各会派の動き日（木）各会派の動き日（木）各会派の動き 

「特別委員会設置はそぐわないのではないか、教育福祉常任委員会の中

で行うべきではないか」との意見や「委員会へ付託された陳情を十分審議

もしないで、すぐに“特別委員会のようなもの”を作るというのは如何な

ものか」との意見が出された。 

12121212月月月月20202020日（水）議会運営委員会日（水）議会運営委員会日（水）議会運営委員会日（水）議会運営委員会 
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14日の委員会後、上記のような一部の各会派の判断により、「給食調査特

別委員会」（名称は未確定）の設置案は議会運営委員会には諮られなかった。 

議会運営委員会の中でも議会事務局側から「特別委員会の設置について

は、１．二つ以上の常任委員会の所管に属する案件であること、２．案件

が極めて重要なもので一つの常任委員会の負担にたえることのできないよ

うなものであること」と説明があり、また「特別委員会の設置という方向

で委員会は終了したが、特別委員会の名称とか、定数とか、議案として提

出するにあたっての要件は決められていない。したがって事務局としても

進めようがない」と説明があった。 

1111月月月月11111111日（木）教育福祉常任委員会日（木）教育福祉常任委員会日（木）教育福祉常任委員会日（木）教育福祉常任委員会 

「給食調査特別委員会」（名称は未確定）設置について再度論議し、その

結果、特別委員会設置は取りやめ、教育常任委員会の中で「所管事務調査」

として行い、次回3月定例会の中で事務調査を本会議で議決することになっ

た。 

3333 月月月月 12121212 日（日（日（日（月月月月）教育福祉常任委員会）教育福祉常任委員会）教育福祉常任委員会）教育福祉常任委員会    

委員会の中で、通常の陳情審査として審議することとし、9月までに現在

の委員会としての方向性を提言することになった。 

3333 月月月月 15151515 日（金）教育福祉日（金）教育福祉日（金）教育福祉日（金）教育福祉協議会協議会協議会協議会    

視察先ならびに今後の方向性についての話し合いが行われた。 

5555 月月月月 2222 日（火）教育福祉常任委員会日（火）教育福祉常任委員会日（火）教育福祉常任委員会日（火）教育福祉常任委員会    

東京都日野市へ視察。 

5555 月月月月 15151515 日（水）教育福祉常任委員会日（水）教育福祉常任委員会日（水）教育福祉常任委員会日（水）教育福祉常任委員会    

千葉県船橋市へ視察。 

6666 月月月月 14141414 日（日（日（日（木木木木）教育福祉常任委員会）教育福祉常任委員会）教育福祉常任委員会）教育福祉常任委員会    

日野市・船橋市の中学校給食の視察を踏まえ、現在の委員会として 9 月

定例会までに一定の提言（報告）をする。提言（報告）をまとめるにあた

っては、7月 24日（火）、30日(月）に再度委員会を開会し論議することと

した。 

7777 月月月月 2222 日（水）～日（水）～日（水）～日（水）～4444 日（水）教育福祉常任委員会視察日（水）教育福祉常任委員会視察日（水）教育福祉常任委員会視察日（水）教育福祉常任委員会視察    

2日：札幌市視察「稼働能力判定会議について」 
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3日：伊達市視察「伊達ウェルシーランド構想について」 

4日：岩見沢市視察「学校給食について」 

7777 月月月月 24242424 日（日（日（日（火火火火）教育福祉常任委員会）教育福祉常任委員会）教育福祉常任委員会）教育福祉常任委員会    

今委員会として、この陳情２件につて９月議会の委員会で採決を行う。

視察などこれまで調査した結果について、各委員より報告書（所感文）を

提出することになった。（7月 30日の委員会は中止） 

委員会での決定事項（決定されたと思われた事項）を要約すると「給食調

査特別委員会設置」→「教育福祉常任委員会での所管事務調査の実施」→「教

育福祉常任委員会で通常審査を行い９月までに委員会として提言する」→「9

月定例会で採決する。採決結果を踏まえ委員長報告を行う〔各委員より報告

書（所感文）を提出〕」となっている。 

7月24日の委員会の場で、個人的な主張として、これまで審議してきた内容

や視察を行った結果など踏まえた委員会としての「提言」をまとめるべきだ

と提案したが、時間的余裕がないことなどから、最終的に「採決結果を踏ま

えた委員長報告でこれまでの経過を報告する。8月24日までに各委員は所感報

告書を提出する」ということになった。 

 

【考 察】 

・ 市教委は愛情弁当が持つ教育的意義を重視。給食導入の考えは持ちえて

いない。 

・ 市財政における教育費では学校設備改修工事や屋内運動場耐震補強工

事が完了しておらず、教育費における優先順位は高いと考えられる。 

・ 教育福祉常任委員会おいての議論が不十分であり、今期委員会としての

提言は不可能である。    

    

４４４４．．．．委員会委員会委員会委員会視察視察視察視察による調査による調査による調査による調査結果結果結果結果        

教育福祉常任委員会として、中学校給食先進市の取り組みを調査するため視

察を行った。その調査項目と調査結果を下表にまとめた。 

� 平成19年5月 2日（水） 東京都日野市 

� 平成19年5月15日（水） 千葉県船橋市 
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� 平成19年7月 4日（水） 北海道岩見沢市 

調査項目 日野市 船橋市 岩見沢市 

完全給食 

実施の経過及び 

実施に至るまでの 

検討課題 

実施の背景は「請

願」による 

昭和38年・ミルク

給食を開始 

昭和56年・1校で完

全給食を開始 

平成2年・全中学校

で完全給食を実施 

実施の背景は市長

の「選挙公約」 

昭和38年・ミルク

給食を開始 

平成2年・給食検討

委員会発足、実験

校2校で完全給食

を開始 

平成16年・全中学

校で完全給食を実

施 

 

業

務

の

民

間

委

託

実

施

に

つ

い

て 

民間委託 

実施の経過及び実

施に至るまでの 

検討課題 

平成11年・財政非

常事態宣言、重点

事項として取り上

げられる 

平成12年・議会で

審議、採択 

平成13年・委員会

を設立、実施校選

定、業者選定基準

の策定 

平成14年・調理業

務の民間委託実施 

平成17年・中学校

全校（8校）で実施 

平成元年・給食問

題研究委員会発足 

平成2年・基本方針

として全面委託が

あがる 

平成4年・自校調

理、業務委託、選

択方式、ランチル

ーム方式採用決定 

平成16年・中学校

全校（27校）で実

施 

合併前の調理所運

営は、岩見沢では

直営、北村は委託、

栗沢は派遣で行わ

れていたが、合併

後、本年4月1日付

けで全て直営にし

た。給食費や献立

なり仕組みの統一

化を図るために一

旦直営にした。人

件費など今後の課

題となっている。 

委託業務 

※栄養士（市職員）

を1校1人配置 

 

調理作業：学校栄

養士が作成した献

立及び指示書等に

従って行う 

給食の運搬作業及

び食器の洗浄作

業、施設設備清

掃：指示書等に従

って行う 

業者選定は登録

制、現在10社 

※栄養士（市職員）

を1校1人配置 

 

点検・計量、調理、

配食・配膳、食器

の洗浄・消毒・保

管、施設・設備の

清掃・点検、残菜・

厨芥の処理、その

他給食調理業務に

関連する業務 

現在13業者に委託

されている 

 

直営と民間委託の 

サービス及び 

コスト比較 

調理従事者増＝適

温給食推進に繋が

る 

メニュー増＝セレ

クト（選択）給食

が可能 

設備の充実 

 

2億2千万円／年の

サービス上の変化

なし 

 

1校あたり約2千万

円の経費削減 

（中学校27校で5

億4千万円削減） 
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経費削減 

（小中学校合わせ

て11校分） 

地場野菜の 

活用について 

昭和58年に導入 

市内を3地区に分

け、栄養士が代表

農家に注文 

計39農家が供給 

平成17年から契約

栽培 

船橋市中央卸市場

から多くを仕入れ

ている小売業者と

契約し、年間を通

し安定した供給を

受けている 

市内で生産が少な

い野菜は千葉県

内、次に国産の順

で使用 

校長が業者と契約 

平成9年度より「ふ

るさと給食」の名

称で地元の農作物

を取り入れる。平

成15年度より市内

農家との繋がり増

え充実した食材確

保が図れる。平成

16年度からは市内

で栽培された小麦

試験導入なども実

施。平成17年度に

はＪＡとの連携を

深め、地元の米・

小麦の確保を充実

させ、翌年18年度

より100%地元の減

農薬米・小麦粉の

使用を実現。 

施設及び 

設備について 

自校調理方式 

中学校全8校で食

堂を完備 

平成6年度から順

次、磁器に替えて

いる 

民間委託校では、

委託により節減さ

れた経費で最新鋭

のスチームコンベ

クションオーブン

を導入 

ドライシステムを

導入 

自校調理方式 

中学校全27校でラ

ンチルームを完備 

施設・設備等のド

ライシステム化を

推進 

ドライシステム用

調理機器導入を推

進 

強化磁器の食器を

採用 

共同調理所方式

（センター方式） 

・ 岩見沢共同調

…提供食数6，

555食（小学校

12校、中学校7

校分） 

・ 北村共同調理

所 

…提供食数260

食（小学校1校、

中学校1校分） 

・ 栗沢共同調理

所 

…提供食数412

食（小学校2校、

中学校2校分） 

給食費の徴収及び 

滞納対策について 

平成17年滞納状況 

 小学校46 

94万円 

 中学校39件 

71万円 

合計173万円 

滞納率0.3％ 

 

対策として、通知、

広報誌による展

開、家庭訪問の実

施を計画 

給食と牛乳は別々

に口座振替 

給食費は事前申込

で徴収、未収金は

無い 

ミルク費は17年度

66，064円未収金有

り 

（平成18年11月24

日現在15人） 

未納者に対しては

督促状を送った

平成17年滞納状況 

小中学校合計6，

458，000円未収能

あり 

滞納率98.0％ 
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り、家庭訪問をし

たり集金に努めて

いる 

特徴・その他 

平成18年度給食費 

給食回数181回・給

食費4，900円、内

牛乳100円補助、保

護者負担額4，800

円、支払い回数11

回、単価436．4円 

平成19年度の基準

給食費約350円 

（給食310円＋牛

乳約40円） 

献立表に基づいて

1ヵ月間の給食実

施日ごとに弁当か

給食かを選択 

給食を選択した日

は更にＡ献立（主

食が米飯）かＢ献

立（主食がパン・

麺）かを選択し1ヵ

月分をまとめて事

前に申し込む 

給食の選択率約

96%以上 

小学校1食あたり 

 220円 

中学校1食あたり 

 260円 

    

このほか、視察先から提供された資料や説明によると、船橋市では自校式の

調理場、ランチルームの建設費が1億～3億円かかっているとのことがわかった。 

下表に資料から抜粋した船橋市内3校における施設経費の内訳を示す。 

単位：千円 

建設 

年度 

学校名 生徒数 

給食室 

（㎡） 

ランチ

ルーム 

（㎡） 

建設費 

施設 

国庫 

補助金 

備品購

入費 

設備 

国庫 

補助金 

８ 湊中 334 240 353 175,306 51,498 － 2,915 

１３ 葛飾中 928 499 1010 229,145 11,148 35,577 5,396 

１５ 豊富中 123 279 294 226,070 21,584 16,275 2,595 

施設の建築形態としては 

① 既存＋増築：既存教室（空き教室）を活用し増築したもの。 

② 独立：給食室とランチルームを新築したもの。給食室（調理場）について 

は新築。給排気設備のため天井高を要す。 

以上の2タイプに分けられており、上表に示す3校はいずれも独立タイプとし

て建設されている。 

この独立タイプを座間市の中学校で採用した場合、単純にどうなるのか表し

てみる。 
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座間市中学校生徒数表（平成17年5月1日現在） 

学校 

生徒数 

1年生 2年生 3年生 合計 

座間中 157 159 144 460 

西中 203 178 216 597 

東中 228 238 213 679 

栗原中 199 196 188 583 

相模中 218 192 183 593 

南中 114 138 137 389 

合計 1,119 1,101 1,081 3,301 

上表から座間市の中学校1校における平均生徒数は約550人となる。その生徒

数に近い船橋市の葛飾中から考えると、1校当たり約2億5千万円の建築費を市

が負担することになる。 

【考 察】（座間市で完全給食を実施する前提での考えを含む） 

・ 今回の視察先しかり、インターネットで他の給食実施校を調べても言える

ことだが、完全給食実施に至る背景・経緯は、それぞれの自治体で名称こ

そ異なるが、事前に専門委員会を設置し十分な調査・検討を踏まえたうえ

で給食導入の判断を行っている。そういった意味では本市としても調査を

目的とした委員会の設置が必要である。 

・ 設備においては自校式が望ましい。また、ランチルームもあるにこしたこ

とはない。料理については選択性、弁当持参も可能な方式を採用したが、

本市にとって最適な方式や運営を検討した後の判断とするべきでありこ

の限りではない。 

・ 調理に係わる作業全般は、コスト削減の観点から民間委託にすることが最

適である。 

・ 地場野菜の活用については、座間市でも小学校給食で実施しているので、

中学校給食においてもそのまま採用したい。 

・ 給食費滞納対策については、前月申込の口座振込みやプリペードカード方

式などさらに調査・研究をする必要がある。 
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【所 感】 

本市においては、スタートラインにも立っていないのが現状である。本市

ではまずは調査・検討から始めなければならないわけであり、視察先での施

設や取り組みは参考になったが、実施に至る過程についてどんな論議があっ

たのかなどもう少し研究する必要があった。 

船橋市では昭和60年に市教委が中学校給食に関するアンケート調査を行

い、昭和61年中学校給食検討委員会を設置しアンケート結果を基に答申とし

て「教育的見地に立って中学校からは弁当でという現状を変える必要はない

ものと考える」と一度は結論付けた。しかし、時代の流れ、市の方針転換か

ら平成元年に学校給食準備室を設け、平成2年に検討委員会を発足、実験校で

給食が始められている。 

市長の選挙公約ということだったが、政治的背景はどうであれ昭和61年の

答申から6年の歳月をかけて実施に至った経緯がある。この間に議会や準備

室、検討委員会で何が問われどう対応していったのか、もう少し詳しく聞き、

当委員会の議論の場に反映してみたかった。    

    

５．総括的所感５．総括的所感５．総括的所感５．総括的所感        

学校給食は、食糧不足を背景にして子どもたちの栄養改善を目的として始

まった。近年においては、食生活の乱れや栄養バランスの偏りなどが新たに

課題となり、国として「食育基本法」が施行され、それに基づき平成18年に

は「食育推進基本計画」を作成している。県においても「かながわ食育推進

会議」の設置や「かながわ食育推進県民会議」を設置し、健全な食生活の回

復に向けた取り組みが推進されている。 

本市の現状は、まず教育理念として、親子の絆を深め、家庭との連携を図

る手だての一つとして家庭からの手作り弁当を持参することを基本的な考え

としている。また、財政運営計画では、屋内運動場の耐震化や校舎の老朽化

対策が最優先されるべきだとの考えがある。それらの考えに対しては否定す

るもではなく、むしろ個人的には賛同するものだ。 

しかし、先に述べたような社会状況の変化とそれに伴う国・県の動向を踏

まえ、さらには子どもたちにとって心身の健全な発達と明るい地域社会づく
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りのためにも、学校給食の役割と意義について問い直すべき局面を迎えてい

ることに直視しなければならない。 

教育福祉常任委員会として、中学校給食の先進市である日野市や船橋市へ

の視察を行い、実施の経緯や取り組み状況について調査を行ってきた。その

調査結果を基に精査した時、本市においては、まず教育理念のギャップがあ

り、また給食設備やランチルームなどの設置は財政運営の困窮化が懸念され

る。 

従って、陳情37号のいう中学校の早期完全給食実施は現状不可能であると

結論に達するものである。 

しかし、先に述べた現在の社会情勢を勘案した場合、本市においても中学

校給食についての将来ビジョンを持つ必要があると考える。 

中学校給食の必要性や実現性を、設備投資における試算や、子どもたちや

保護者、教職員への意識調査（アンケート調査）などを行い、様々な議論を

交わす必要があると考える。そういった意味からは、陳情 38号の主旨である

「調査検討委員会」の設置はおおむね賛成するものである。 

但し、設置に関しての時期的なものや構成メンバーは当局に一任すべきも

のだと考える。 

本来であれば、こうした調査も今委員会で実施し、その結果も踏まえて議

論を重ね最終的な提言を示すことが今委員会の勤めであると認識していた

が、中学校給食に関する根本的な考え方の相違、調査期間不足、それらによ

る議論不足により、まとめられなかったことが残念である。    

    


