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新政いせはら視察報告書 

１ 実施年月日 

平成３０年１月２２日（月）～２３日（火） 

 

２ 調査場所及び調査項目 

三重県亀山市「亀山市の学校給食について」 

岐阜県美濃加茂市「美濃加茂市学校給食センターについて」 

 

３ 参加者 

安藤 玄一、小山 博正、橋田 夏枝、相馬 欣行 

 

４ 調査概要 

① 1/22(月)「亀山市の中学校給食について」 

   亀山地区内の中学校２校ではデリバリー給食を実施。 

デリバリー方式とは、献立の作成を市が行い、給食の調理、配送、食器の回収・洗

浄・保管を業者に委託する方式です。給食は、ランチボックス（弁当箱）に入れら

れ配送され、学校でクラスごとに分けられます。また、家庭からの弁当持参も継続

し、デリバリー給食との選択制となっております。 

 

亀山市におけるデリバリー給食は、温かいものは温かく、冷たいものは冷たく食べ

てもらうために、保温カートによる配送をしております。これは、飛行機の機内食

に使用されているカートで、65 度を保ったまま学校まで配送され、学校で給食の時

間に弁当箱を開けると湯気が上がる程度の温かさを保つことができます。また、冷

菜は冷やしたまま配送されますので、冷たいゼリーやサラダなどを適温でおいしく

食べることができます。 

 

献立については、市の管理栄養士と委託業者の栄養士が協議を行い、栄養のバラン

スや生徒の嗜好等も考慮しながら作成を行っています。献立はメイン料理が毎日２

種類用意されており、お好みの方を選ぶことができるようになっています。 

 

  デリバリー給食で使用される食材については、より安心安全な物資を調達するため

に、下記のとおり行っています。 

 市が作成している「亀山市中学校給食物資選定基準」に基づき、業者が物資を

仕入れており、全ての食材の仕入れ先が分かるシステムになっております。 

 冷凍食品や加工食品、調味料等の物資については、産地が確認できる書類、食

中毒菌に対する細菌検査結果の確認できる書類の提出を求め、安全性を確認し

ています。 

 生鮮食品（野菜や肉）については、委託業者が契約を交わしている納入業者よ

り、市場に流通しているものを調達しています。その際には、納品書に産地を

明記するように求めています。 

 米については、三重県産１００％の米を使用しています。牛乳については、三

重県学校給食牛乳協会を通じて調達しています。 
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地産地消の取り組みについて 

 月に一度「地物が一番みえの日」メニューを実施し、米や生鮮食品を中心に県内産

の食材を献立に取り入れております。 

 

 

 

 

  
 

 

Ｑ．中学校給食についてお聞きします（以下の質問はすべて中学校給食について）市

内に中学校は何校ありますか、また生徒数は何名でしょうか。 

Ａ．中学校 3校、生徒数亀山中学校 599 名、中部中学校 560 名、関中学校 157 名 

 

Ｑ．中学校給食導入にあたる経費はどの程度かかりましたでしょうか。 

Ａ．配膳室の整備に 925,890 円 

 

Ｑ．月額の給食費はいくらに設定されているでしょうか。 

Ａ．1食あたり 270 円 

 

Ｑ．給食費について、価格の設定根拠についてお聞かせください。 

Ａ．市内完全給食実施小中学校の 1食あたりの食材費や県内のデリバリー給食を実施

している自治体の価格設定を参考とし、委託業者と協議の上決定した。 

 

Ｑ．給食費に市の財源はどの程度あてられているでしょうか。 

Ａ．平成 28 年度中学校給食事業経費 43,029,000 円 

 

Ｑ．子供一人当たりの財政負担はいくらぐらいになるでしょうか。 

Ａ．1食あたりの市の負担額 555 円 

 

Ｑ．給食についてのアンケート調査などは行われていますでしょうか。 

Ａ．平成 27 年に全生徒を対象に行っている。（資料をいただく） 

 

Ｑ．食べ残しや異物混入といった問題がメディアで取り上げられておりますが、万が

一こういった問題が発生した場合の対応策は取られていますでしょうか。 

Ａ．食中毒や異物購入等に対する対応については、市の管理栄養士が委託会社の調理

施設の視察を定期的に行い、給食調理施設の衛生管理状況、害虫等の駆除の状況、

調理関係の各種記録簿等の整備状況等を確認し、不備がある場合は改善指導及び

改善報告書の提出を求めるなど、未然防止に努めている。また、異物混入等の不

足の事態に対応できるよう、毎日予備食をＡランチＢランチそれぞれ 4食準備し

ているほか、異物混入等があった場合には報告書の提出を求めるとともに、今後

の改善策についても報告を求め、確認及び指導を行っている。 
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Ｑ．喫食率 30～40％ということでありますが、受益者負担の考えを踏まえ、税負担の

公平性についてどのような理解をしているのでしょうか。 

Ａ．給食については、どの生徒にも選択できる権利があるという考えで臨んでいる。 

 

Ｑ．アレルギーについての対応はどのように行っているのでしょうか。 

Ａ．事前に献立とアレルギー項目をＨＰで公開しているので、それを見てそれぞれ給

食を取るか取らないか判断できるようになっている。 

 

Ｑ．給食を食べる時間はどの程度とられているのでしょうか。 

Ａ．配膳を含めておおむね 40 分とっている。 

Ｑ．喫食率を上げるという考えはありますか。 

Ａ．喫食率を上げることにこだわると、味に視点がおかれ、栄養のバランス等に影響

を及ぼすので、あまりこだわらないようにしている。 

 

Ｑ．メニューは誰がどのように行っていますでしょうか。 

Ａ．自前の管理栄養士が行っている。デリバリー業者へ全面的に委ねないことが大事。 

 

 

所感 安藤玄一 

 全国では 88.8％の中学校で行われている中学校給食ですが、神奈川県の完全給食実

施率は 25.7％でダントツ最下位です。本市伊勢原市においても御多分にもれず中学

校給食は行われておらず、実施を求める市民が多くいることが実情かと考えます。 

  

 ただし、この「中学校給食実施を求める声」については、前提条件によって変わっ

てくるということが意外と見落としがちなところだと思います。つまり、給食の供

給方法に「自校方式」「センター方式」「デリバリー方式」があり、この方法如何

では、むしろ「やらなくて良い」が増える可能性も否定できないからです。 

  

 視察を行った亀山市において、現在の喫食率（デリバリーを選択する率）は当初 60

％だったものの、現在では 30～40％とのことです。亀山市の給食アンケート調査結

果において、デリバリーではなく、家庭の弁当を選択する理由として、「家の人が

作ってくれるから」が最も多く、次いで「食べる量を調整できるから」「家の人が

作った弁当はおいしいから」という回答でありました。 

  

 「給食を提供する目的は何か？」についてもう一度真剣な議論が必要であると感じ

ました。亀山市の管理栄養士さんの説明を聞くと、日々本当に生徒の栄養を考え、

さらに趣向にそえるような味付けを研究し、さらにさらに喫食率のことにも頭を悩

ませながら献立を考えていると知りました。また、喫食率を気にしすぎると、本当

に栄養バランスの良いデリバリー給食が提供できないということも、この視察によ

って理解できました。 

  

 中学校給食実施の目的は、「栄養バランスのよい食事の提供」「安全安心な食育指
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導」「働く親の労力の軽減」「生活困窮者への支援」等々、目的は様々であります。

何のためにやるのか、そしてそのプライオリティーはどうなのかを探るべく、市民

意識の再調査をしっかりやってから実施することを希望したいと思います。結果的

に税金の無駄遣いと言われるような給食だけは避けていただきたいと考えます。 

  

 

所感 相馬欣行 

亀山市は、市町村合併のため自校方式（小学校９校）、デリバリー方式（中学校２

校）、センター方式（幼稚園１園、小学校２校、中学校１校）を併用しながら給食

を進めています。平成１７年に、給食を実施していない学校のサービス均等性の確

保を踏まえ、学校給食検討委員会を立ち上げ意見書が提出された。朝食の欠食や弁

当を持参できない生徒の栄養バランスを考慮し、おいしく安全な給食を、早期に実

施するためデリバリー方式を採用しており、この考え方は本市と同じです。 

 

デリバリー方式の保護者説明会時のアンケートによる利用率予測は６３％、家庭弁

当持参は１４％だったが、現在の喫食率は平均し３０％台にとどまっています。 

栄養士がおいしい給食にするため、アンケートや残食内容を調査しメニューに加え

る努力をして、現状値を維持できているとのことです。また、温かいものは温かく、

冷たいものは冷たく食べてもらうため、保温カートを導入しおいしい給食の提供に

努力しています。 

 

保護者の一食当たり２７０円、市負担５５５円、一食合計８２５円と安くない単価

と受け止めました。給食費については、コンビニからの前払い振込システムを採用

しており、問題は発生していないとのことで、学校への負担がなくよい方法と考え

ます。生徒の給食運搬状況も確認しましたが、現量であれば問題なく事故も起きて

いないとのことでした。 

 

喫食率３０％台についての考え方については、現在の数値で目的は達成できており、

現状を維持する方向で進め、１００％は目指さないとのことでした。当初の目的次

第ではこのような考え方も理解できます。本市は、当初３０％から１００％をめざ

す考えを示しているが、整理する必要性を感じました。本市の小学校給食室の環境

をも考え、今回のデリバリー方式採用にはもう少し多方面からの情報を収集し研究

・検討する余地があることを今回の視察で感じました。 

 

 

所感 小山博正 

 現在の亀山市には中学校が３校あるが、平成１７年１月に旧亀山市と旧関町が合併

して誕生したため、旧関町の中学校１校では合併前から採用していたセンター方式

による学校給食を、また旧亀山市の中学校２校ではデリバリー方式による学校給食

を実施している。 

 

亀山市では、平成１７年６月に旧市町間における学校給食の不均衡の調整と市民サ

ービスの均等性の確保のために「学校給食検討委員会」が立ち上げられ、平成１９



 

5 

 

年６月には教育長に対し「①早期実現が可能で初期投資が少ないデリバリー方式を

採用すること」、「②家庭からの持参弁当と給食との選択方式とすること」、「③

献立作成は市が責任をもって行うこと」、「④委託業者については厳しいチェック

体制を整えて選定にあたること」という意見書が提出され、基本的な方針が報告さ

れた。その後、旧亀山市の中学校においては「家庭から弁当を持参するミルク給

食」と「デリバリー方式の給食」を併用し、生徒と保護者がいずれかを選択するス

タイルの中学校給食が平成２１年から導入された。 

 

この亀山市の中学校２校における「家庭弁当とデリバリー給食の選択制」は、伊勢

原市が現在導入を検討している中学校給食の実施形態とほぼ同じであるため、いろ

いろな意味で本市の中学校給食の導入を検討するための参考になったのと同時に、

デリバリー方式や選択制の学校給食の利点や課題についても理解することができた。 

本市で導入する中学校給食の方式の検討においては、給食実施の目的によって導入

すべき給食の方式が異なってくるため、給食の目的を再度明確にすべきであると、

亀山市の中学校給食の視察を通して改めて感じた。その大きな理由のひとつは、生

徒の給食の利用率の低さにある。亀山市の中学校におけるデリバリー方式の給食の

利用率は、導入当初でも６０％程度しかなかったが、現在では３０％台で推移して

いると聞き驚いた。 

 

市の職員も管理栄養士の方々も優秀かつ非常に熱心にこの学校給食の事業に取り組

まれていると感じたが、それにもかかわらずデリバリー方式の給食の利用率が３０

％台であり、大幅な利用率の向上は見込めないし見込んでいないとのことであった。

本市の中学校においても亀山市と同様に、家庭弁当かデリバリー給食かを選択する

給食を導入するのであれば、同程度の給食利用率が見込まれるであろうし、本市の

中学校給食の導入の目的はこの程度の給食利用率で果たせるのかどうか、本市の給

食の導入の目的と考え方を再確認する必要があるだろう。 

 

亀山市のデリバリー方式の給食は、献立の作成を市が行い、給食の調理 、配送、食

器の回収・洗浄・保管を業者に委託する方式である。また給食は保温カートによる

配送を行っているため、温かいものは温かく冷たいものは冷たく食べてもらえる給

食を生徒に提供できるという利点があるだろう。当然、デリバリー方式の給食であ

るため、早期実現が可能で初期投資を低く抑えられるという利点もある。また、給

食の注文はインターネットなどで事前に申し込むシステムとなっており、給食費は

１８食分（５,０００円）の前払い制となっているため給食費の滞納は発生しないと

いう利点もある。ただ、デリバリー方式の給食においては、給食をよりおいしそう

に感じてもらえるような食器（弁当箱型の容器）の検討も重要だと感じた。 

亀山市における給食の視察は、本市が導入を検討しているデリバリー方式の給食の

利点や課題も浮き彫りになったため、とても有意義な視察であったと考える。 

 

 

所感 橋田夏枝 

亀山駅に到着して最初に出迎えてくれたのが、亀山市議会西川議長であった。今回

議長からのありがたい申し出があり、議長とのランチミーテイングにて両市の政策
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について様々な意見交換を行うことができた。これまでいろいろな視察を行ってき

たが、このように議長を交えての昼食会というのは初めてのケースで、とても友好

的な印象を抱いた。その後亀山中学校に共に移動し、校長室で説明を受け、子ども

たちの給食時間に合わせて現場視察を行った。 

 

 亀山市では、デリバリー方式を採用しており、昼食時間になると配膳室で保温して

いた給食を配膳車に乗せ、予めクラスごとに分けたトレイをラックに置く。子ども

たちは、各クラスの当番係２～３名がエレベーターを使わずに各教室へ運ぶ。給食

は、ＡとＢメニューがあり、ごはんとおかずはある程度の温度管理がされていて、

温かい状態で召し上がれる。あくまでも選択式なのでデリバリー式給食を食べたい

子が食べ、残りの生徒は手弁当を食べる。喫食率が３割程度というのだから、およ

そ７割は手弁当を食べていることになる。データを見ると、特に女子生徒の喫食率

が低く、男子のほうが多い。女子生徒には、ごはんの量など多いのが一因かもしれ

ない。また、年度のはじめが多く、徐々に低くなるのは味や内容に飽きてきて、家

庭弁当にシフトするためなのだろうか。 

 

 デリバリー給食の献立は、教育委員会の管理栄養士が作成しており、地産地消の取

り組みも行っていて、けして業者任せにしていない。残食率を記録してメニュー改

善に活かすなどの努力をしても３０数パーセントの生徒しか注文しない。始めから

１００％の喫食率を目指しているわけではないが、喫食率が低い印象を受けた。ま

た、一食２７０円負担というのはありがたい価格であるが、実にその倍以上の公費

が使われている。一食あたり約８３０円のコストがかかっていて、５５５円の税金

が投入されていることを考えると、やや割高だと思った。学校給食なので、安全安

心、地産地消等を重視しているためだろうが、もう少し安く提供できないものかと

感じた。 

 

 中学校給食を提供することで、社会問題ともなっている貧困家庭への支援にならな

いかと兼ねてより思っていたが、亀山市でも就学援助受給世帯は給食代を免除して

おり、全体の６％程度いる。しかし、そのうちデリバリーを選択している家庭は約

半数、少なくないか。デリバリー給食を無料で食べられるにもかかわらず、家庭か

らの弁当を半数は食べているのが実態だ。 

 

 果たして、子どもたち保護者たちは、本気で中学校給食を望んでいるのだろうか。

小学校で６年間自校式を経験しており、中学校給食はデリバリー式を採用した場合、

生徒や保護者に受け入れられるのだろうか。恐らく、自校式かセンター方式を望ん

でくるだろう。早急に中学校給食を開始することを考えれば、イニッシャルコスト

が一番低く抑えられるのがデリバリー式だ。しかし、小学校と中学校のギャップに

戸惑い、結果喫食率の低下につながりかねない。仮に本市でデリバリー式を採用し

た場合、２～３割程度になる公算が高い。 

 

 現在、市はデリバリー方式を中心に検討を進めているが、市民にデリバリー式とは

こういうもので、選択したいと思うかどうかの意向を事前に調査をしたほうがよい。

市民にあまり受け入れられなければ、やめる勇気も必要だ。今の子どもたちは、食
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の内容に対しての要求が高く、味やメニューについてもこだわりがあり、中学校生

徒間の量の差も著しい。中学校給食を導入するにあたっては、デリバリー式でも多

額の公費を投入することになる。本当に中学校給食が必要なのかどうか、市民を交

えてしっかりと議論を重ねる必要があると視察をして感じた。 

 

 

② 1/23(火)「美濃加茂市学校給食センターについて」 

 

美濃加茂市の給食センターでは、小学校 9校・中学校 2校、富加町立小学校 1校、

組合立中学校 1校の児童生徒教職員数 6300 食を提供しています。 

 

月額の給食費は１食 290 円、月額 5,100 円 

給食費に対する市費投入はしておらず、就学援助費として、生活困窮世帯には全額

援助。学校給食センター費は平成 29 年度予算総額 544,781 千円。うち給食費収入

321,436 千円を除き交付負担額は 213,345 千円。子ども 1人当たりの財政負担につ

いては、給食提供学校の全児童生徒数 5,695 人の 1人当たり財政負担 37,462 円。 

 

年 2 回残量調査を実施し、県からの調査で毎年 11 月にアンケートを実施していま

す。「学校給食における異物混入対応マニュアル」、「学校給食が起因と思われる

食中毒・異物混入発生時の危機管理体制」を定め、学校給食センター・調理業務委

託者・食材等納入業者・小中学校のそれぞれが防止対策を講じ、対応することとし

ています。 

 

給食センター業務内容 

1 名称     美濃加茂市学校給食センター 

2 愛称     あじさい Lunch の森 

3 所在地    美濃加茂市蜂屋台 1丁目 3番地 1 

4 設置年月日  平成 21 年 1 月 1 日 

5 敷地面積   11，811．4 ㎡ 

6 施設概要  ＜本棟＞   鉄骨造 地上 2階建 3，932．85 ㎡(延べ） 

        ＜厨房＞   フルドライシステム、自動炊飯システム 

        ＜衛生設備＞ エアーシャワー、コンテナイン消毒保管システム 

        ＜その他＞  見学者用研修室、障がい者用エレベーター 

        ＜付属施設＞ 倉庫、排水処理施設、ポンプ場、駐車場 

        ＜食器＞   強化磁器食器（飯椀、汁椀、浅皿、深皿） 

7 調理能力   1 日最大 調理能力 6，300 食/日 

8 職員数    6 名 

         所長    1 名（教育総務課長兼務） 

         事務職員  3 名（係長、嘱託職員 2名） 

         栄養士   2 名（県派遣） 

9 調理等業務  シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 近畿・中部・

        北陸支店（受託期間平成 28 年 8 月 1 日～平成 33 年 7 月 31 日） 

10 対象校    美濃加茂市及び富加町の小、中学校 
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         小学校   10 校  154 クラス              

         中学校    3 校  56 クラス 

11 給食対象数（平成 29 年 9 月 1 日現在） 

         小学校      4，226 人 

         中学校      1，977 人 

         学校給食センター     33 人 

          合  計    6，276 人 

12 給食費（平成 29 年 2 学期から改正） 

         小学校  1 食 260 円、月額 4，600 円（概算徴収） 

         中学校  1 食 290 円、月額 5，100 円（概算徴収） 

13 管理運営  美濃加茂市学校給食センター運営委員会（13 人） 

          ＊市議会文教民生常任委員会委員長 

          ＊市地区連合ＰＴＡ役員     ＊富加小学校ＰＴＡ役員 

          ＊市小中校長会役員       ＊富加小学校長 

          ＊学識経験者 

          ＊富加町議会文教厚生常任委員会委員長 

          ＊富加町教育長         ＊富加町教育課長 

Ｑ．中学校給食についてお聞きします（以下の質問はすべて中学校給食について）市

内に中学校は何校ありますか、また生徒数は何名でしょうか。 

Ａ．学校給食センターでは、市立小学校 9校・中学校 2校・富加町立小学校 1校・組

合立中学校 1校の児童生徒教職員計 6,300 食を提供している。 

 

Ｑ．中学校給食導入にあたる経費はどの程度かかりましたでしょうか。 

Ａ．学校給食センター整備費 19 億 9700 万円 

 

Ｑ．月額の給食費はいくらに設定されているでしょうか。 

Ａ．1食 290 円・月額 5100 円。年度末に提供食数による清算。 

 

Ｑ．給食費について、価格の設定根拠についてお聞かせください。 

Ａ．食材費（パン加工費含む）の実費。法律によると本来光熱費も求めてよいのだが、

そこは取っていない。 

 

Ｑ．給食費に市の財源はどの程度あてられているでしょうか。 

Ａ．給食費に対する市費投入はしていない。ただし、就学援助費として生活困窮世帯

には全額援助している。また、学校給食センター費は、平成 29 年度予算 544,781

千円。うち給食費収入 331,435 千円を除き公費負担額 213,345 千円。 

 

Ｑ．子供一人当たりの財政負担はいくらぐらいになるでしょうか。 

Ａ．給食提供学校の全児童生徒数 5,695 人 1 人あたり財政負担 37,462 円。1食あたり

156 円。 

 

Ｑ．給食についてのアンケート調査などは行われていますでしょうか。 

Ａ．各小中学校から人気献立メニューを出してもらっている。年 2回の残量調査を実
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施。県からの調査で、毎年 11 月に食生活アンケートを実施。 

 

Ｑ．行われているのであればその結果について教えてください。 

  年 1 回は各学校からのリクエスト献立を実施。食育指導に活かしている。朝食、

夕食について結果をまとめ、学校保健安全委員会・食育推進委員会で提案。 

 

Ｑ．食べ残しや異物混入といった問題がメディアで取り上げられておりますが、万が

一こういった問題が発生した場合の対応策は取られていますでしょうか。 

Ａ．学校給食における異物混入対応マニュアルおよび学校給食が起因と思われる食中

毒・異物混入発生時の危機管理体制を定め、これに基づき対応することとしてい

る。 

Ｑ．そういった問題が発生しないためのリスク管理についてはどのように行っていま

すでしょうか。 

Ａ．マニュアルに異物混入防止対策をさだめ、学校給食センター・調理委託業者・食

材等納入業者・小中学校のそれぞれが防止対策を講じている。 

 

Ｑ．喫食率は何パーセントですか。 

Ａ．アレルギー等で給食を食べられない生徒以外は基本的に 100 パーセント。 

 

Ｑ．食材の調達やメニューの管理などは誰が行っていますか。 

Ａ．県から来ている管理栄養士が行っている。 

 

Ｑ．給食時間はどの程度とっていますか。 

Ａ．おおむね 40 分。 

 

Ｑ．各学校への配送はどのように行っていますか。 

Ａ．各学校の教室の前まで配送している。 

 

Ｑ．異物混入などで給食が提供できない場合は、どのように対処するのでしょうか。 

Ａ．非常食としてカロリーメイトを常備しているので、それで対応する。 

 

所感 安藤玄一 

これまで給食と言えば自校方式による完全給食でしたが、近年では民間企業のノウ

ハウが活用できる「デリバリー方式」も注目されています。給食の供給方法には

「自校方式」「センター方式」、「デリバリー方式」があり、この美濃加茂市にお

いては古くから「センター方式」が採用されてきております。 

 

今回の視察においては、給食センターでの調理見学および、調理された給食を実際

に食べさせていただきました。数年前に本伊勢原市の比々多小学校にて、同様に給

食を試食した経験があり、味についてはどちらも同様の給食であるとの感想をもち

ました。美濃加茂市での給食の喫食率は 100％だそうです。 

 

亀山市のデリバリー方式で 30～40％ということが頭にありましたので、一瞬「やっ
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ぱりセンター方式は全然違うんだなぁ」「デリバリー方式よりも自校方式やセンタ

ー方式の方が子どもは喜ぶんだぁ」という感想を持ってしまいましたが、「実は違

う」と、この視察で初めて気づいたことが多々ありました。 

   

話は変わりますが、寒川町では「デリバリー方式」を採用することに決めていた給

食を取りやめ、小中一括の「給食センター方式」に提供方法を変更することにした

という報道を思い出しました。これについては、大磯町で食べ残しの多さと異物混

入の問題が発覚したことをうけ、生徒や保護者からデリバリー方式に不安の声が上

がったことなどが理由という内容でした。 

 

何が言いたいのかと言いますと、「デリバリー式」だろうが「センター方式」であ

ろうが、１カ所の施設で食事を作り、それぞれの学校に配送するということには変

わりはありません。問題なのは「システムではなく」、「システムを管理するシス

テム」にあると考えます。つまり、栄養のバランス、味覚、異物混入を防ぐ策等々。

センター方式にしたというだけで、大磯町と同様の問題が発生する可能性が皆無に

なるわけではありませんし、味が劇的に美味しくなるわけでもありません。大事な

ことは管理です。 

 

それと、ビジュアルの問題も大きいと感じました。亀山市のデリバリー方式では、

プラスティック製の弁当箱での提供方法、美濃加茂市のセンター方式では、自校方

式と同様の大きな寸胴のような容器で配送し、生徒が取り分けるという提供方法で

した。このあたりも大いに検討すべきだと感じます。つまり、デリバリー方式で寸

胴にて取り分け提供した場合、生徒にとってはどちらも何ら変わりのない給食なの

ではないでしょうか。 

 

今回の 2市の視察については、実際に行ってみなければ気づくことができなかった

ことが多々ありました。本市の中学校給食導入にあたって、しっかりとチェックし

てまいります。 

 

 

所感 相馬欣行 

美濃加茂市学校給食センターでは、小学校９校、中学校２校、隣町小学校１校、組

合立中学校１校の６３００食を提供しています。 このセンターは、平成１９年６

月に１９億７千万年を費やし建設しており、見学コースや料理教室を実施できる設

備を整えています。 一食の自己負担は、中学校２９０円で２０円値上げしたばか

りだそうですが、公費の年間負担は２億１,３３４万円、一人当たり３７,４６２円/

年と一食あたりでも相当安く抑えています。 

 

 献立については、子ども達の意見を聞き人気メニューや、リクエストメニューを加

えるなど工夫を凝らしていますし、週一回残量調査も実施し栄養摂取内容の把握に

努めています。（残量平均１％以内） 学校給食における異物混入対応マニュアル、

学校給食が起因とされる食中毒・異物混入発生時の危機管理体制を定め、対応とリ

スク管理が徹底されています。 伊勢原市の現在の財政状況を勘案するならば、初
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期投資を抑えられるデリバリー方式も考えられるが、小学校の給食室の老朽化を考

慮した将来を見据えた方式の採用や、一食あたりの単価等を考慮するならば、セン

ター方式の採用も一つの案と考えます。 

  

いずれにしても、子供たちのバランスのとれた完全食育をめざすのか、家庭事情を

優先考慮した給食提供なのかを明確にして進めることで、一定の方向性が見えてく

ると考えますから、しっかりした論議の上に結論を導き出すことが大切と考えます。 

 

 

所感 小山博正 

美濃加茂市では、亀山市で採用され伊勢原市でも採用を検討しているデリバリー方

式ではなく、センター方式の学校給食の視察を実施した。 

  

美濃加茂市では昭和４６年に「小学校及び中学校の設置等に関する条例」に掲げる

学校の給食業務を共同処理するために、「美濃加茂市学校給食センター設置条例」

を設置し、給食センターを設立した。私達が視察を実施した「美濃加茂市学校給食

センター」は、市のほぼ中央部となる現在の場所に平成２１年に設立された、地上

２階建て、延べ床面積約４，０００㎡、建設総事業費１９億７千万円の施設である。

この給食センターでは現在、市内１３校の生徒や教職員などのために約６，３００

食の給食を調理・配送している。また美濃加茂市では、以前は市直営で給食センタ

ーの運営を行っていたそうであるが、現在は民間（シダックス大新東ヒューマンサ

ービス株式会社）に５年間のプロポーザル方式で運営を委託しているそうである。 

 

 実際に「美濃加茂市学校給食センター」を視察させていただくと当たり前だがとて

も清潔で、施設の２階には会議・調理実習室や食堂、見学スペースもあり、広くて

明るい施設であると感じた。給食センターでの聞き取り調査後に試食させていただ

いた給食は、暖かくてとてもおいしくボリュームもあり、これなら児童・生徒も保

護者も十分に満足する内容だろう。給食センターの整備費用などの課題はあるが、

給食の中身や制度だけで考えると、やはりデリバリー方式の給食よりもセンター方

式の給食ほうが好ましいと感じた。 

 

本市においては、デリバリー方式を採用して早期の中学校給食の実現が必要である

との見解がすでに示されているが、可能であれば民設民営によるセンター方式など

の 検討、さらには今後の少子化拡大による小学校の将来的な統廃合や給食事業の

効率化なども見据え、各小学校の給食のセンター方式への移行も含めた中長期的な

視点での給食の採用方式の検討が必要であると考える。 

 

岐阜県内の市町村の学校給食は、学校教育活動の一環として児童・生徒全員に提供

し、学校給食を活用した食に関する指導の普及と児童・生徒の健全な発達に寄与す

ることを目的としている。学校給食の歴史的背景などの違いもあるため、給食導入

の目的なども本市とは異なる部分もあるとは思うが、本市の中学校給食の導入にお

いては目的を再度熟慮した上で、給食の方式の決定をすべきであると改めて感じた。 
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所感 橋田夏枝 

岐阜県内では、学校給食は自校式が一般的だが、学校での給食室の老朽化により小

中合同の給食センターを設立した。我々が視察した給食センターは、市内のほぼ中

央に位置し、工業地帯の一角にある。２階建ての広々とした敷地で、１０年前に建

てられたとは思えないほどきれいな建物だった。 

 

２階からはガラス越しではあるが、実際調理している様子を見学できた。また、昼

食時には本日の給食を実際に味わったが、味も量も非常に満足できる内容だった。

特に、寒い時の温かいスープは、心も温まる。センター給食は、作ってから短時間

で各学校にトラックで輸送されるため、生徒たちも温かい食事を味わうことができ

る。本センターの総事業費は約２０億円で、調理能力は一日６３００食である。 

本市でも仮に小中学校の調理が可能なセンターを作った場合、美濃加茂市のおお 

よそ 1.5 倍の機能を持つ施設が必要であり、事業費も３０億円以上かかるだろう。

それに加え、各学校にエレベーターを設置する必要があり、更に初期費用が必要 

になる。ただ、稼働してからの一食当たりのコストは、デリバリーよりも大幅に 

削減できる。また、スケールメリットも考えられ、現在本市は小学校では自校式 

を導入しているが、小学校１０校と中学校４校をすべてセンター方式で行う場合、

効率面で大幅に改善される。人件費も大幅に削減されることが期待され、一部民 

間委託されば更に削減することが可能だ。今後、校舎の老朽化に伴い、給食室も 

大規模改修が必要になる。また、少子化がますます進展し、生徒が極端に少なく 

なることも想定される。現在でも大山小では、給食調理の効率が悪く、デザート 

などの予算が取れない事情を抱えている。食材も昨今値上がり傾向にあり、家庭 

だけでなく学校給食にも影響が出始めている。より効率性を求めれば、センター 

方式はある意味理想的である。 

 

 質疑応答の際に、私からリスク管理について質問した。もし、食中毒や異物混入な

どの問題が発生して、給食を提供できない期間が出た場合、どのように対処するの

かという問いに対して、一日は各学校非常食を用意しているが、あとは手弁当で復

旧するまで対応していただくとの回答だった。私のイメージとして、センター方式

にした場合、最低２カ所は必要で片方業務停止になった場合は、もう片方がその分

も作るのだろうと思ったが、倍以上の調理能力を持つ施設が必要であり現実的では

ない。本市でも一カ所で運用することは可能であると思った。しかし、現在厚木市

が、一カ所の給食センターを複数に分散し、リスクに適用しようと計画している。

近隣である厚木市の動向も今後注視していきたい。 

 

 岐阜市は、古くから中学校給食を提供していて、小中学校の給食は当たり前という

土壌がある。なので、２０億円の給食センター設立も抵抗なく実現できた。本市の

場合、中学校給食に対して公費を投入すること、一般財源を使うことに対して、果

たしてどこまで受け入れられているのか。導入目的もあいまいのままだ。学校給食

は、仕出し弁当とは明らかに異なり、児童生徒の心と体の成長、栄養バランスのよ

い献立、食育、生きた教材なのだ。デリバリーで選択制というのも一つの考え方で

はあるのだが、皆で同じものを同じように食べることにより、クラスの連帯感や友
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情も深まる。 

 

 保護者や生徒が求めている本当の「中学校給食」とは何か、やはりきめ細かい調査

を行う必要があるのではないか。早急に進めようとすると、安直な手法になり、長

期的に継続不可能となる。莫大な市の予算を使うのだから、当事者交えて、しっか

りと議論を重ねる必要がある。また、中学校給食だけを議題にあげるのではなく、

学校教育全体の予算を見回して、優先順位を決めなければならない。エアコン設置

はどうするのか、校舎やトイレの改修はどうするべきか、限られた財源を最優先課

題に投じる必要がある。 

 

 執行部（教育委員会や市長）の考えもあるが、議会側もより具体的に議論し、市民

の意見も交えてこの問題は進めるべきである。我々会派も今回行った視察を踏まえ

て、今後も本課題に引き続き取り組んでまいりたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


