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中学校給食の実施について           平成２７年１１月２５日 部長会議 
 

 

１．中学校給食をとりまく状況                                                   
 

  ・平成１７年に食育基本法が制定され、同年、学校給食法が改正されたことにより、

中学校給食を実施する学校が増加した。 

  ・平成２５年度の文部科学省有識者会議において、中学校給食の実施率向上を望む報

告がされた。 

  ・本市では家庭弁当持参制を基本としながら、補完制度としてのスクールランチを導

入しているが、利用者は少ない状況である。 

  ・就業構造など社会情勢の変化もあり、保護者や市議会から中学校給食を望む声が上

がっている。 

 

 

２．これまでの議会答弁                                                          

 

  ・平成２７年２月議会 

藤井三恵子議員の代表質問に対する教育長答弁 

「中学校給食の導入は、今後の社会情勢の動向を踏まえ、他市における実施

状況や課題を十分に把握しながら、引き続き研究を進めていきたい。」 

久保秋雄議員の一般質問に対する教育部長答弁 

「全国でも多くの自治体が実施しており、親の就労状況など社会情勢の変化 

もあることから、他市の状況を把握し、費用対効果も含めて、十分な検討

を進めていきたい。」 

行岡荘太郎議員の一般質問に対する市長答弁 

「教育委員会の答弁と同じく、中学校給食のあり方について研究をしていき 

たい。」 

  ・平成２７年６月議会 

小野元嗣議員の一般質問に対する教育部長答弁 

「県内で中学校給食を実施する動きがみられる状況を踏まえ、研究を進め 

ている。」 

「子どもたちや保護者の思いを聞き、学校現場への聞き取りや意見交換を行 

いながら検討を進めていく。」 

小野元嗣議員の一般質問に対する市長答弁 

「新たな施設整備が必要であることから、内部チームにおいて学校現場の 

意向も聞きながら、ＰＦＩなどの民間活力も踏まえて検討を進める。」 

久保秋雄議員の一般質問に対する市長答弁 

     「年内を目途に作業を進めていく。」 

「様々な角度から整理をし、市民の判断を求めていく形で最終判断をした 

い。」 

 

 

 

 

【審２－１】 
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３．全国・県内の状況                                                         

 

  ・平成２５年５月１日現在、全国の公立中学校における完全給食の実施率は８６．０％

であり、増加傾向にある。 

  ・県内では、本市、大津市、守山市、栗東市の４市を除く９市６町で中学校給食を実

施しており、大津市と栗東市は実施を決定されている。 

 

 

４．本市の中学校昼食の変遷                                                

 

  昭和４８年９月  主食・おかず・牛乳を提供する「完全給食」を開始 

  昭和６１年４月  家庭弁当に移行し、牛乳のみを提供する「ミルク給食」を開始 

  平成 ２年４月  「ミルク給食」の廃止 

  平成２２年５月  業者弁当を活用した「スクールランチ」の開始 

  平成２６年８月  中学生向けのメニュー等に改善した「スクールランチ」の開始 

 

 

５．庁内検討委員会における中学校給食実施の検討                                 

 

   庁内検討委員会では、中学校給食を実施した場合の効果や課題について整理する

ため、給食のメリット・デメリットや児童や生徒、その保護者に対するアンケート

結果について意見を出し合った。また、中学校給食における課題抽出や各方式の実

情などを把握するため、先進地視察を実施した。 

 

 （１）メリット・デメリット 

  
メリット デメリット 

食
育 

・全ての生徒を対象にすることができ、効

果的な食育指導が可能になる 

・偏食を治し、孤食を防止する機会になる 

・地産地消により、生産者や地元産業のこ

とを学ぶことができる 

・初めての食材やメニューを知ることがで

きる 

・準備や後片付けにより、共同作業を学ぶ

機会になる 

・成長期に適した栄養バランスのとれた食

事である 

― 

献
立 

・温かいおかずと、汁物も食べられる 

・献立の種類が豊富 

・全ての生徒を対象にすることができる 

― 

衛
生 

・一定の衛生管理基準に基づき提供されて

いるため、衛生面で安心できる 
― 

家
庭 

・保護者等の弁当づくりの負担軽減となる ・親の弁当がおいしいと感謝している生徒

は多く、給食よりも弁当を望んでいる 

・弁当は親子間のコミュニケーションにな

っている 
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メリット デメリット 

コ
ス
ト 

・比較的、安価で食べられる 

・低所得者等への配慮ができる 

・実施するための施設整備や設備の導入、

配膳員の配置、また、施設の老朽化に伴う

対策等にコストがかかる 

残
食 

― 

・好き嫌いや量の調節がしにくく、残渣の

量が多くなる可能性がある 

・給食を捨てたり、給食を使ったいたずら

が発生する恐れがある 

日
課 

― 

・準備や後片付けに時間を要し、昼食開始

時間の遅れなど授業等に影響がでる 

・昼休みや朝学習の時間が削られる 

個
別

対
応 

― 
・個別のアレルギー対応が困難である 

・個人ごとの量の調節が弁当より難しい 

学
校
の
業
務 

― 

・これまで昼食時間に行ってきたきめ細か

な個別指導等の時間がなくなり、代わりに

食の安全確保や給食に関する生徒指導に

時間を費やさなくてはならない 

施
設 

― 

・配膳室やエレベーター等の学校施設の改

修・増築が必要 

・学校に新たな施設を建設するスペースが

不足している 

 

 

 （２）児童・生徒・保護者に対するアンケート調査結果（抜粋） 

 

  【児童・生徒】 

 
小学生の約 7割が給食で多彩な献立を食べられることをメリットと捉えている。中学生も

約 5割が肯定的に捉えている。 

 

 

   小学生の約8割が、栄養バランスがとれていることを給食のメリットとして認識している。

中学生においても約 6割がメリットとして捉えている。 
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   小学生では約 5割が、中学生では約 7割が、給食の準備や後片付けにかかる時間をデメリ

ットであると捉えている。 

 

  【保護者】 

 
  小学生、中学生の保護者のほとんどが、多彩な献立が提供されることを給食のメリットとして

捉えている。 

 

 
小学生、中学生の保護者のほとんどが、栄養バランスが取れている点をメリットと捉えており、

保護者にとって給食の最大のメリットであると考えられる。 

 

 

小学生の保護者は約 5割、中学生の保護者は約 6割がアレルギー対応についてデメリットであ

ると捉えている。 
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 （３）先進地視察 

   

  【滋賀県彦根市（センター方式）】     

・平成２７年４月より、センター方式による中学校給食を開始しており、豊郷町、

甲良町と合同で給食センターを建設しており、彦根市内の７中学校を含めた全１

１校に給食を提供している。 

・給食センター整備費用は実施設計も含め約１８億円、維持管理経費は賄材料費

も含め約４億円／年である。 

・給食の配膳は廊下で行っており、担任以外の学年主任等も廊下で様子を見まわ

っていた。クラス全員の配膳が終了するまではやはり時間を要していた。 

  【大阪府大東市（デリバリー方式）】 

・平成２５年度から、デリバリー方式の中学校給食を市内全８校で実施している。

また、一度冷却した弁当を各学校のスチームコンベクションで再加熱している。 

・施設整備などの費用は約３億円であり、維持管理経費は約３億５千万円である。 

・弁当箱を開けると湯気が立っており、温かい状態で食べることができた。また、

盛り付け作業が不要であるため、短時間で準備ができていた。 

  【大阪府和泉市（自校方式）】 

・学校給食法施行前から、自校方式による中学校給食を市内全１０校で実施して

おり、現在は老朽化した各学校の調理室の改修工事を順次行っている。 

・維持管理経費は、約３千万円／校であり、調理業務のアウトソーシング化を進

めている。 

・自校方式であることから、きめ細やかな対応が可能で、美味しく、残渣も少な

い。調理員と生徒との交流もある。 

 

 

 （４）課題と今後の検討 

 

庁内検討委員会での意見や児童・生徒・保護者へのアンケート結果、先進地へ

の視察などを踏まえ、中学校給食を実施した場合の課題と今後何を検討すべきか

について、次のように整理した。 

 

 課題 今後の検討 

家
庭 

本市が家庭弁当持参制を続けてきた大き

な理由の一つは、保護者に対する感謝の気

持ちが育まれるということである。中学校

を卒業する時に、ほとんどの生徒が、３年

間弁当を作ってくれた保護者に対する感

謝の気持ちを表している。家庭や家族への

感謝の気持ちが、生徒の心の中に自然に育

まれるという、普段目には見えにくいが、

非常に重要な効果があり、弁当から給食に

変わることによって、保護者に対する感謝

の気持ちを育む機会が失われる。 

また、弁当は、体調の変化などに気付くな

どの重要な役割を果たしており、給食の実

施によってその効果がなくなる。 

弁当を通じたコミュニケーションはなく

なるが、視察先では、給食のメニューを家

庭でリクエストするなど、給食を通じての

親子間の会話は存在しており、代替的なコ

ミュニケーションツールとして捉えるこ

とができる。 

また、給食だよりを通じてレシピを紹介す

るなど、給食に関する情報を積極的に発信

し、親子の会話のきっかけ作りを行ってい

くことが必要である。 
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 課題 今後の検討 

コ
ス
ト 

いずれの方式にしても配膳室の整備が必

要であり、自校方式では調理室、センター

方式では、給食センターの整備が必要であ

る。デリバリー方式の場合は配膳室の整備

のみだが、再加熱して提供する場合は、各

学校にオーブン等の備品を購入する必要

がある。 

センター方式や自校方式で実施する場合

は、学校環境改善交付金の活用を前提に検

討するが、調理施設およびその附帯設備に

ついて交付されるものであり、学校の配膳

室整備に対しては交付の対象外である。デ

リバリー方式で実施する場合は、当交付金

は交付対象となっていない。民間資金の活

用についても、検討する必要がある。 

残
食 

中学校給食を実施すれば残食が多くなる

ことが予想され、アンケート調査でも、６

割近くの中学生が「嫌いなおかずが出てき

た時、残してしまう」と答えており、中学

校給食を実施する上での大きな課題であ

ると考えられる。 

給食を残す理由として、好き嫌いや量の調

整がしにくいことが挙げられている。視察

先の彦根市では、メニューによって異なる

が、１年生の残食が多く、３年生になると

ほとんど無いとのことであり、学年に応じ

た給食量を調整することも残食を減らす

方法の一つとして考えられるが、本来摂る

べき栄養が摂れていないことにつながる

おそれがあるため、メニューや味の工夫、

自分が摂るべき食事量を認識させる食育

の推進が重要になってくる。 

い
た
ず
ら 

中学校給食を実施していた時期には、給食

を使ったいたずらが多発していた。視察先

でも、デザートの盗難や残った牛乳パック

を投げて遊ぶなどのいたずらが発生した

時期もあったと聞いている。 

視察先の大東市では、残った牛乳パックを

給食終了のチャイムと同時に片付け、デザ

ートは教職員が一人ひとりに配るなどの

対策を行っている。和泉市では、個別指導

や臨時の全校集会を開催し、いたずら対策

をとっている。各学校の状況に合わせた対

策方法を検討する必要がある。 

日
課 

給食の実施により、新たに配膳などの時間

が必要となり、その時間を確保するために

生徒指導や面談などの時間が減少し、日課

に影響を与えることが想定される。また、

終業時間の延長も考えられ、部活動の時間

が短縮されることが考えられる。 

視察先の彦根市では、朝礼時間の短縮や終

業時間の延長など、日課の変更により対応

しているが、当初想定していたほどの影響

はなく、また、小学校でも給食を行ってい

たことにより慣れるのも早く、スムーズに

準備・後片付けができている。 

また、部活動の終了時間を延長する措置を

認めるなどの対応をとっている自治体も

あり、各中学校の状況に合わせ、日課に与

える影響を最小限に抑える方法を検討す

るなど、学校現場への配慮が必要である。 

ア
レ
ル
ギ
ー
対
応 

本市におけるアレルギー報告のある生徒

は、平成２７年度において３３５名であ

り、種類や程度にばらつきがあることか

ら、全てのアレルギーに対応した給食を提

供することは非常に困難である。 

方式によっては個々の事案に対応しやす

いものもあるが、いずれの方式にしても、

市独自のアレルギー対応マニュアルを制

定するなど、一定の基準を設け、生徒や保

護者の理解が得られるような利用方法や

周知に努める必要がある。 

量 

中学生は、活動量の違いや男女差など、個

人によって食べる量に大きく差が出る時

期である。弁当は柔軟な対応が可能である

が、給食での調整には限界があり、実施方

式によって差はあるものの、柔軟に対応で

きるとは言い難い。 

成長過程に合わせて摂るべき食事量を教

え、食育を推進していく必要がある。反対

に、活動量が多く、給食で提供される量で

は足りないという生徒に対しては、補食の

持ち込みを認めるなど、適切な栄養の摂取

という目標を損なわないよう対応を検討

する必要がある。 
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 課題 今後の検討 

学
校
現
場
の
業
務
増 

給食を実施した場合、給食時間中の指導や

配膳作業等がスムーズに行えるよう、学級

担任等のサポートが必要となり、学校現場

の新たな業務となる。 

センター方式など配膳が必要な方式では、

各校への配膳員の配置など、人員の加配が

必要である。また、現場における業務の増

加を抑えるのであれば、盛り付け作業が不

要なデリバリー方式も選択肢の一つにな

る。 

施
設 

生徒数の増加により、教室数が不足してい

る学校もあり、配膳室などの施設整備は大

きな課題である。過去に中学校給食を実施

していることから、配膳室や給食用エレベ

ーターを設置している学校もあるが、劣化

により機能しない状態になっているとこ

ろが多く、改修や新設が必要となる。 

また、センター方式であれば、給食センタ

ーの新設等も必要となり、用地確保の問題

なども生じる。デリバリー方式の場合は、

必要食数を調理できる大規模調理施設を

持つ近隣事業者の確保が課題である。 

配膳室の整備にあたっては、それぞれの学

校の実状に合わせ、限られたスペースで効

率よく実施できるよう、他市の事例も参考

にしながら検討する必要がある。また、調

理施設の整備については、実施方式毎に大

きく違いがあることから、他の課題と合わ

せて検討していく必要がある。 

 

 

６．中学校給食の実施にあたっての課題解決方法                                 

 

 中学校給食の実施にあたっての課題を解決するため、その方法を次のように整理した。 

 

 

 課題 解決方法 

家
庭 

本市が家庭弁当持参制を続けてきた大き

な理由の一つは、保護者に対する感謝の気

持ちが育まれるということである。中学校

を卒業する時に、ほとんどの生徒が、３年

間弁当を作ってくれた保護者に対する感

謝の気持ちを表している。家庭や家族への

感謝の気持ちが、生徒の心の中に自然に育

まれるという、普段目には見えにくいが、

非常に重要な効果があり、弁当から給食に

変わることによって、保護者に対する感謝

の気持ちを育む機会が失われる。 

また、弁当は、体調の変化などに気付くな

どの重要な役割を果たしており、給食の実

施によってその効果がなくなる。 

給食だよりでの献立紹介、保護者向け試食

会の開催などを行い、給食を家庭弁当に代

わるコミュニケーションツールにする。 

コ
ス
ト 

いずれの方式にしても配膳室の整備が必

要であり、自校方式では調理室、センター

方式では、給食センターの整備が必要であ

る。デリバリー方式の場合は配膳室の整備

のみだが、再加熱して提供する場合は、各

学校にオーブン等の備品を購入する必要

がある。 

学校環境改善交付金や民間資金等を可能

な限り活用する。 
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 課題 解決方法 

残
食 

中学校給食を実施すれば残食が多くなる

ことが予想され、アンケート調査でも、６

割近くの中学生が「嫌いなおかずが出てき

た時、残してしまう」と答えており、中学

校給食を実施する上での大きな課題であ

ると考えられる。 

栄養教諭による生徒への食の指導を充実

させ、自分が摂るべき栄養を認識させる食

育の推進に取り組む。また、献立作成懇談

会では残食が発生しないメニューや味の

工夫を行う。 

い
た
ず
ら 

中学校給食を実施していた時期には、給食

を使ったいたずらが多発していた。視察先

でも、デザートの盗難や残った牛乳パック

を投げて遊ぶなどのいたずらが発生した

時期もあったと聞いている。 

食物を大切にし、生産者に感謝する心や給

食を通じた人間関係形成能力を向上させ

る教育に取り組むとともに、いたずら防止

のための指導体制を整える。 

日
課 

給食の実施により、新たに配膳などの時間

が必要となり、その時間を確保するために

生徒指導や面談などの時間が減少し、日課

に影響を与えることが想定される。また、

終業時間の延長も考えられ、部活動の時間

が短縮されることが考えられる。 

昼食時間の延長と昼休みや朝礼時間の短

縮、あるいは部活動の終了時間の延長な

ど、各中学校の状況に合わせた方法で日課

を変更する。 

ア
レ
ル
ギ
ー
対
応 

本市におけるアレルギー報告のある生徒

は、平成２７年度において３３５名であ

り、種類や程度にばらつきがあることか

ら、全てのアレルギーに対応した給食を提

供することは非常に困難である。 

現在の小学校給食に準じ、申請に応じて、

毎月、物資配合表や献立資料を配布すると

ともに、乳以外の特定原材料を含む献立を

１日１品目までにする。 

量 

中学生は、活動量の違いや男女差など、個

人によって食べる量に大きく差が出る時

期である。弁当は柔軟な対応が可能である

が、給食での調整には限界があり、実施方

式によって差はあるものの、柔軟に対応で

きるとは言い難い。 

成長過程に合わせて摂るべき食事量を認

識させる食育を推進する。 

学
校
の
業
務 

給食を実施した場合、給食時間中の指導や

配膳作業等がスムーズに行えるよう、学級

担任等のサポートが必要となり、学校現場

の新たな業務となる。 

各校に配膳員を配置するなど、人員の加配

を行う。 

施
設 

生徒数の増加により、教室数が不足してい

る学校もあり、配膳室などの施設整備は大

きな課題である。過去に中学校給食を実施

していることから、配膳室や給食用エレベ

ーターを設置している学校もあるが、劣化

により機能しない状態になっているとこ

ろが多く、改修や新設が必要となる。 

また、センター方式であれば、給食センタ

ーの新設等も必要となり、用地確保の問題

なども生じる。デリバリー方式の場合は、

必要食数を調理できる大規模調理施設を

持つ近隣事業者の確保が課題である。 

既設の配膳室やエレベーターを改修する

などにより対応する。また、調理施設の整

備については、センター施設整備に適した

用地選定を行うとともに、デリバリー事業

者との協議・調整を行う。 
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７．今後の方針                                                                   

 

１ 中学校給食の実施について 

 
  

今後の方針 

 給食は、単なる食事ではなく、成長期における健全な食生活を営む判断力や望ましい

食習慣を養い、心身の健全な発達に資するものであることから、全国の導入状況、保

護者の就労状況など社会情勢の変化も踏まえ、本市の市立中学校においても学校給食

を実施する。 

 

【理由①全国的な状況】 

  ・全国的に中学校給食（完全給食）を実施している自治体は８割を超えており、県

内においても、大津市と栗東市は既に実施方針が出され、検討段階にあるのは本

市と守山市の二市である。 

 【理由②保護者の意向】 

  ・中学校給食を望む要望書が保護者有志から提出されているとともに、平成２７年

１０月議会では、中学校給食の実施を望む請願が採択された。 

【理由③食育の推進】 

 ・給食の多彩なメニューや栄養バランスのとれた食事は、成長期の生徒にとって大

切である。 

【理由④その他】 

 ・様々な理由で家庭弁当を持参できない状況の生徒であっても、給食による適切な

栄養の摂取を図ることができる。 

 

 

２ 実施方式等について 

 

今後の方針 

 中学校給食の実施方式等については、今後、コスト比較等の検討を行うとともに、有

識者や関係者、市民等で構成する外部委員会の意見を踏まえ、判断していく。 

※検討委員会の構成メンバー（案） 

  学識経験者 

  小学校長代表、中学校長代表 

  ＰＴＡ連絡協議会小学校代表、中学校代表 

  栄養教諭代表 

  食育担当教諭代表 

  公募市民 

 

 ・中学校給食には、本市の小学校給食で導入しているセンター方式のほか、民間調

理業者に調理を委託して調理が済んだものを弁当箱もしくは食缶によって各校に配

送するデリバリー方式、学校敷地内に給食調理室を設置して調理したものをその学

校の生徒に提供する自校方式など様々な実施方式があることから、先進自治体の施

設整備・運営方法等を調査し、経済性・地域性などを踏まえたうえで幅広く意見を

聴きながら実施方式等については検討する。   


