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秦野市中学校完全給食推進会議は、４月２４日から１０月２３日  

まで７回の会議を開催し、先進市の取組みも参考にしながら、本市の

現況を踏まえた検討を重ねてきましたが、このたび、提供方式につい

て、次のとおり意見がまとまりましたので報告します。  

 

  平成３０年１０月３１日  

 秦野市長    高橋昌和  様  

 秦野市教育長  内田賢司  様  

秦野市中学校完全給食推進会議   

座長  関野裕太郎         

 

中学校完全給食の提供方式について当推進会議では、食育を推進し、

献立作成、衛生管理、アレルギー対応等に十分配慮した「安全・安心で  

おいしい給食」を実現するためには、本市の小学校給食と同様に、   

「全ての中学校に単独調理場を建設し、自校方式による完全給食を  

提供することが望ましい」と考えます。  

しかし、本年８月に教育委員会並びに中学校及び小学校が連携して

行った「給食調理施設設備等調査」によると、本市の中学校施設は設計

上、完全給食の提供を想定していないため、いずれの中学校も現在の

施設機能を損なうことなく、新たに単独調理場を整備するのは困難で

あること、調理場の設置によって教室への採光が妨げられるなど、   

学習活動に影響を及ぼす可能性があること、昇降口やグラウンドなど

への生徒の動線と配送車両の経路が交差することなどの課題が明らか

となりました。  

こうした点を踏まえながら先進事例に学び、様々な課題について  

検討した結果、秦野市中学校給食基本方針に則り、安全・安心でおいし

い、生徒が喜ぶ学校給食を早期に実現するためには、「高い水準の衛生

管理やアレルギー対応が可能で、財政面でも効率的な投資効果が期待

できるセンター方式（共同調理場方式）とすることが、本市にとって  

最も効果的かつ現実的な方策である」との結論に至りました。  

なお、教育委員会におかれましては、引き続き教育現場と連携し、  

本市に最適な中学校完全給食を実現されるよう、当推進会議における

主な指摘・意見等について、次のとおり要望事項として申し添えます。  
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１  検討結果  

中学校完全給食の提供方式については、自校方式の実現が困難な

中、安全・安心でおいしい、生徒が喜ぶ学校給食を早期に実現する  

ためには、高い水準の衛生管理やアレルギー対応が可能で、財政面で

も効率的な投資効果が期待できるセンター方式（共同調理場方式）と

することが、本市にとって最も効果的かつ現実的な方策と考えます。 

 

２  要望事項  

(1) 生徒が喜ぶ秦野らしい給食の実現について  

先進市の視察では、同じ給食を囲んで食事をすることで生徒間

のコミュニケーションが深まり、不登校傾向にあった生徒が元気

に登校するようになったこと、家庭の事情などにより弁当持参が

困難な生徒も含めて、子供たちが栄養バランスのとれた食事を毎

日安心してとれるようになったことなど、完全給食の実施が高い

教育的な効果につながっているとの事例紹介がありました。  

こうした例も参考に、実施に向けて教育委員会と学校が連携を  

密にしながら、喫食形態、配膳方法及び食器・食缶等について検討

し、基本方針に掲げられた「生徒が喜ぶ秦野らしい給食」を実現  

されるよう要望します。  

(2) 食育の推進について  

本市の小学校では、児童による給食委員会の取組みをはじめ、   

栄養教諭（栄養士）や学級担任らの工夫・努力によって食育活動が  

推進されています。また、総合計画では「楽しみ学ぶ食育の推進」

として、地場産物を活用した地産地消の推進等が目標に掲げられ

ています。  

今後は中学校においても小学校の食育活動を引き継ぎ、中学校  

完全給食を活用した食育を推進されるよう要望します。  

(3) 生徒・教職員の負担軽減について  

中学校完全給食の実現は、様々な効果が期待できる一方で新た

な負担が生じます。特に、配膳や会計事務等に係る生徒及び教職員

の負担や日課に与える影響の大きさが懸念されます。  
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先進市の視察では、各市とも学校施設の現況や日課をはじめと

する学習・生活環境等を踏まえた様々な工夫により、生徒や教職員

の負担軽減が図られていました。  

本市でも中学校完全給食の実施に伴い、生徒や教職員への負担

軽減を図るとともに、小学校も含めた給食事業全体における学校

現場の負担軽減についても検討されるよう要望します。  

(4) 財政負担を考慮した効果的・効率的な事業執行について  

当推進会議は、中学校完全給食の実現を歓迎し、その効果に   

ついて大いに期待していますが、一方で多額の財政負担が懸念  

されます。  

そこで、事業実施に当たっては様々な工夫を重ね、財政運営上の  

過重な負担とならないよう、より効果的・効率的な執行方法につい

て検討されるよう要望します。  

(5) 中・長期的視点に立った自校方式の検討について  

学校給食の提供方式は、施設整備等の条件が整えば自校方式で  

実施することが望ましいと考えます。そのため、中・長期的視点に  

立ち、小・中学校施設の一体化や義務教育学校への移行も視野に  

入れながら、将来的な自校方式の実現について検討されるよう  

要望します。  

以上   
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１ 完全給食提供方式に対する委員からの主な指摘・意見等 

  各委員からの主な指摘・意見等の要旨は次のとおりです。 

(1) 自校方式（単独調理場方式）について 

ア 食育効果について 

自校方式は生徒と栄養士や調理士の距離が近く、調理の様子を見ることも

できるので、食育への高い効果が期待できる。 

イ 施設整備について 

(ｱ) グラウンドが少し狭くなるとしても、単独調理場を各校に設置しては 

どうか。また、９校全てに調理場を設置できないのであれば、整備可能な

中学校は自校方式とし、他の中学校はセンター方式としてはどうか。 

(ｲ) 自校方式が理想だが、単独調理場の建設にはかなりの敷地面積が必要で、

学校への影響が大きいと考える。また、自校方式とセンター方式の組み 

合わせは全校一斉開始が困難となることに加え、学校によって提供方式が

異なることへの疑問や不満が生じるのではないか。 

(ｳ) 自校方式による施設整備の財政的負担を懸念する。 

(2) 親子方式（小学校調理場活用方式）について 

ア 親子方式を実施している市の中には、施設を改修・増設することなく、  

親子とする小・中学校の組み合わせを工夫し、調理を中学校給食と小学校 

給食の２回に分けて行うなどの工夫がされているが、親子方式での実施には 

多くの課題があると感じた。 

イ 親子方式には、親となる小学校調理場の改修・増設などの施設整備が必要

となること、また施設整備中は、小学校給食の調理を休止しなければならな

いこと、小学校では中学校給食の調理のために負担が増大することなどを 

考えると、本市での実施は困難と考える。 

(3) センター方式（共同調理場方式）について 

ア 施設整備について 

施設整備上の課題を考慮し、早期実現・全校一斉開始の点から判断すると、 

現実的かつ効果的なのはセンター方式であると考える。 

イ 配膳方法等について 

(ｱ) センター方式の実施に当たっては、自校方式の良い点をできるだけ取り

入れるべきである。 
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(ｲ) センター方式の配膳方法は、生徒間の交流・協力関係の構築などにも 

高い効果が期待できる食缶方式が望ましい。 

(ｳ) 配送業務は教室まで業者に委託して生徒・教師の負担を軽減することや、

ワゴンを活用して配膳時間を短縮することなども検討すべきと考える。 

(4) デリバリー方式（民間弁当工場方式）について 

ア 視察した市では、市の栄養士が献立を作成し、管理しているため、安全・

安心でおいしく、センター方式と比べてもそん色ない給食が提供されていた。

他の方式との違いは、配膳が食缶であるか、ランチボックス（弁当箱）で  

あるかだけだと感じた。 

イ 成功した市では、市内に工場を確保するなどの工夫がされており、事業が

成功するか否かは受注業者次第という印象を受けた。今後は、この成功例の

ような事業手法により、市内に給食専用工場を確保することは難しいと思う。 

ウ 将来的な受注業者撤退のリスクなど、持続可能性の観点からは課題がある

と思う。 

(5) その他全般的事項等 

ア 完全給食の効果について 

(ｱ) 視察したそれぞれの市では、いずれの提供方式でも温かくておいしい、

衛生管理がしっかりした給食が提供されていたので、どの方式を採用して

も給食の目的は達成できると感じた。 

 (ｲ) 視察した市では、提供方式が異なっても全ての市から、完全給食を始め

て良かったとの感想を聞くことができた。 

 (ｳ) 過去に中学校完全給食について調べた際は、完全給食の実施率が低い 

地域で校内暴力や不登校などの課題が多く、関連性があると感じた。 

イ 喫食・配膳方法について 

(ｱ) 生徒がみんなで一緒に、同じ食事をするのが給食の良さなので、選択制

ではなく全員喫食が望ましい。また、ランチボックスよりも食缶のほうが、

生徒間のやり取りが生まれて良い。さらに生徒と作り手の接点があれば、

給食の価値が高まると思う。 

(ｲ) 本市の中学校の日課では、今よりも朝を早めるのは現実的ではなく、放

課後も委員会活動や部活動があるので午後の時間延長は難しいと思う。 

(ｳ) 視察した学校では、エレベーターを使用しても配膳・喫食・片付けに  

３５分間を確保していた。本市では９校中８校はエレベーターがないので、
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その他の方法ではさらに時間が必要となり、同じように実施するのは難し

いのではないか。 

(ｴ) 調理、配送、配膳、喫食のそれぞれをつなぐ人、例えば荷受室の管理や

教室までの配送などを担う人員の確保や配置が必要と考える。 

(ｵ) 視察した市では、既にある施設・設備を生かして工夫しながら実施して

いたので、本市でも現況に合わせた配膳等の工夫が必要だと思う。 

ウ 教職員の負担について 

(ｱ) 先行市の教職員の話では、配膳時間以外でも負担が増えたが、完全給食

を始めてから生徒の表情が明るくなり、家庭の事情などにより弁当持参が

困難な生徒にとっても、実施してよかったとのことだった。 

(ｲ) 視察した市の教職員は、開始当初は大変だったが次第に慣れたとのこと

で、想像していたよりも負担は少ないのではと感じた。 

(ｳ) 現在の小学校給食事業では、給食費の徴収や会計事務が大きな負担とな

っているので、中学校でも教職員の負担が増えると思う。教育委員会は、

小・中学校ともに負担が軽減されるよう検討してほしい。 

エ 施設整備について 

今回の施設整備が将来、小中学校の統廃合や施設の一体化等によって使え

なくなる、あるいは二重投資になることは避けるべきである。 

オ 市民への情報提供について 

市民が完全給食について考え、議論できるよう、推進会議で示された課題 

等の判断材料を提供すべきと考える。 
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２ 調査・検討経過 

(1) 本市の小学校給食について 

第１回会議（４月２４日開催）では、堀川小学校を視察し、自校方式の調理

の様子、小学校給食における取組等について理解を深めましたが、主な内容は

次のとおりでした。 

ア 学校給食は、弁当を持参できない子供たちへの食事の提供から始まったが、

現在は学校教育の「食育」に位置付けられている。食育活動は、児童による

給食委員会をはじめ、毎日の給食時間の中で学級担任や栄養教諭等が工夫 

して進めている。 

イ 児童が低学年のうちから、栄養士や調理士と顔の見える関係づくりを心掛

けている。調理する人たちの顔が見えることで、がんばって残さず食べる 

気持ちにつなげたいと考えている。 

ウ 一食当たりの栄養価や食糧構成は、文部科学省が基準を定めている。学校 

給食は１日３食のうちの１食だが、家庭で不足しがちな栄養は３分の１を 

超えて摂れるよう配慮している。 

エ 本市の給食費は１か月 4,300円で年間 185日を予定しており、１食当たり 

256 円となっている。給食費は食材購入費用に充てられ、給食提供に係る  

その他の経費は全て市が負担している。 

オ 秦野市の小学校は１３校全てに単独調理場があり、自校方式の給食を提供

している。 

カ 献立原案は１３名の学校栄養士が立案し、教育委員会や学校の代表等が 

検討して標準献立を作成しているが、各校の日課や調理体制等に合わせて 

変更することがある。各小学校は、地元で収穫された野菜を積極的に取り 

入れている。果物は国産のみで、農薬が少ないものを選定している。 

キ 食物アレルギーは、平成２７年に作成した「小学校給食の食物アレルギー

対応マニュアル」に基づき、随時見直しながら対応している。アレルギーを

持つ児童には医師の診断を受けてもらい、保護者から「学校生活管理指導表」

の提出を受け、この情報を学校と家庭が共有しながら、明確に除去できる 

「鶏卵、うずらの卵、牛乳、乳製品」の除去食で対応している。 

ク 衛生管理上、給食従事者は毎月２回の検査を行っており、検査を受けてい

ない者は調理場に立ち入ることができない。また調理場は年３回、保健福祉

事務所や教育委員会の検査を受けているほか、毎日２回の水道水残留塩素の

検査や納品の際の食糧検査など、作業全体にわたる衛生管理を徹底している。 
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(2) 中学校完全給食に係る学校現場の課題について 

第２回会議（５月２４日開催）では、南中学校を視察し、中学校給食の様子、  

業者弁当の状況及び中学校完全給食に係る課題等について理解を深めました

が、主な内容は次のとおりでした。 

ア 中学校は、家庭からの持参弁当を基本とする「牛乳給食」を実施している。

また、弁当を用意できない時は校内で「業者弁当」を購入することができる

が、利用率はあまり高くない。 

イ 学校現場における主な課題については次のとおり。ただし発表者からは、 

「課題は提供方式によっても異なること、また今回挙げた課題は、自身の 

経験等によるものであり、教職員の意見をまとめたものではないことに留意 

されたい」との説明があった。 

(ｱ) 安全管理上、給食の配膳・受渡しには「人の目」が必要であり、立会い

の人員配置や施錠可能な保管場所の整備などについて検討すべきである。 

(ｲ) 食器・食缶は、配膳に係る生徒の負担やこぼした時の対応も含めて検討 

すべきである。 

(ｳ) 喫食形態を選択制とする場合、注文しない生徒まで配膳に加わるのかと 

いった点も含めて検討すべきである。 

(ｴ) 使用済みの食器や食べ残しを校内に保管すると、異臭等により学習活動

等に影響を及ぼすので、給食後は速やかに食器等を片付けられるよう検討

すべきである。 

(ｵ) アレルギー体質の生徒は増加傾向にあるので、生徒の安全・安心の確保

のため、しっかりとしたアレルギー対策について検討すべきである。 

(ｶ) 業者弁当のような受渡し方法は、提供食数が多くなると施設的にも人員

的にも対応できないので、提供方式や提供食数に応じた施設整備や運用 

方法等について検討すべきである。 

(ｷ) 学校現場は、現在の集金業務に中学校完全給食の注文・会計事務が加わ

ると負担が増大し、対応が困難となるので、他市が導入しているインター

ネットによる申込方法や、徴収事務も含めた学校業務からの切り離し等に

ついて検討すべきである。 

(ｸ) 中学校の現在の昼食時間は１５分間のため、午前の授業終了後の教室 

移動等も考慮すると配膳時間の確保は困難である。各校の日課は、放課後

の委員会活動や部活動の時間確保を前提としているので、配膳方法につい

ては学校生活全般への影響を考慮しながら検討すべきである。 
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(ｹ) 業者弁当の導入時には、注文や受け渡し等は納入業者が主体的に行う 

予定だったが、結果的に教師の負担となった例もあるので、完全給食の 

実施に当たっては学校現場の声を聴きながら、実施方法について検討すべ

きである。 

(ｺ) 給食費の設定は、保護者の負担を考慮し、生徒が利用しやすい額となる 

よう検討すべきである。 

(ｻ) 喫食形態を全員喫食とした場合は受益と税負担の公平性が確保できる

が、選択制とする場合は税負担の公平性も考慮しながら検討すべきである。 

(ｼ) 中学校給食では、栄養バランスはもとより、メニューや味付け、一人  

ひとりの食べる量にも配慮した提供・配膳方法について検討すべきである。 
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(3) 先進市視察の概要について 

ア 鎌倉市中学校給食（デリバリー方式） 

第３回会議（６月２６日）では、鎌倉市を視察し、デリバリー方式の中学

校完全給食について理解を深めました。 

視察した鎌倉市立岩瀬中学校では、ランチボックス方式による生徒の配膳

の様子、完全給食に合わせて整備された配膳室などを見学して説明を受ける

とともに、生徒と同じ給食を試食しました。 

イ 川崎市中学校給食（センター方式及び自校方式） 

第４回会議（７月６日）では、川崎市を視察し、センター方式の中学校  

完全給食について理解を深めました。 

視察した川崎市南部学校給食センターでは、センター方式による調理、 

衛生管理、アレルギー対応について説明を受け、施設を見学するとともに、

実際に使用している食缶・食器による配膳を体験し、生徒と同じ給食を試食

しました。 

また、第６回会議（１０月１５日）では、再び川崎市を視察し、自校方式

の中学校完全給食について理解を深めました。 

視察した川崎市立中野島中学校では、単独調理場の設置場所や食缶方式に 

よる配膳・給食を見学し、自校方式による完全給食の実施方法や施設整備等

について説明を受け、生徒と同じ給食を試食しました。 

ウ 西東京市中学校給食（親子方式） 

第５回会議（１０月４日）では、西東京市を視察し、親子方式による中学

校完全給食について理解を深めました。 

視察した西東京市立明保中学校では、食缶方式による配送や生徒による  

配膳・給食の様子、完全給食の実施に合わせて整備された施設等を見学する

とともに、生徒と同じ給食を試食しました。 
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(4) 小中学校給食調理施設設備等調査の結果について 

第５回会議（１０月４日）では、教育委員会と小・中学校が連携して行った 

「給食調理施設設備等調査業務」の結果報告を受けましたが、主な内容は次の 

とおりでした。 

ア 自校方式（単独調理場方式）について 

自校方式による完全給食を実施するためには、給食数（生徒数）応じた  

広さの単独調理場を新たに設置する必要があります。 

食数規模に応じた各校の単独調理場面積は次のとおりです。 

学校名 生徒数 必要となる調理場面積 

本町中学校 616人 370.5㎡（13.0m×28.5m） 

南中学校 507人 370.5㎡（13.0m×28.5m） 

東中学校 280人 287.5㎡（12.5m×23.0m） 

北中学校 373人 338.0㎡（13.0m×26.0m） 

大根中学校 438人 338.0㎡（13.0m×26.0m） 

西中学校 641人 370.5㎡（13.0m×28.5m） 

南が丘中学校 339人 338.0㎡（13.0m×26.0m） 

渋沢中学校 396人 338.0㎡（13.0m×26.0m） 

鶴巻中学校 377人 338.0㎡（13.0m×26.0m） 

合 計 3,967人  

※生徒数は平成 30年 5月 1日現在 

※普通教室の面積は 67.5㎡（7.5m×9.0m）程度のため、必要な調理場面積 

 を普通教室に換算すると 4～6室程度の広さとなります。 

 

中学校９校の現況調査では、必要な調理場面積の確保が可能であるかを 

確認しました。 

校舎内の設置については、いずれの中学校も空き教室等の余裕がなく、 

必要な調理場面積を確保することは困難との結果でした。また、単独調理場

の設置には階高（床面から上階の床面までの高さ）が不足していることや、

耐震性など構造上の課題があるとの報告を受けました。 
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敷地内の設置については、全ての中学校で必要な面積を確保することが 

可能ですが、いずれの中学校も設置が可能な場所は、既に駐車場や防災備蓄

倉庫などに使用されていること、また、調理場の設置によって教室への採光

が妨げられるなど、学習活動に影響を及ぼす可能性があること、昇降口や 

グラウンド等への生徒の動線と配送車両の経路が交差することなどの課題

があるとの報告を受けました。 

なお、グラウンドへの単独調理場の設置は、授業や部活動等への影響が 

大きいため、原則として検討対象から除外したとの説明がありました。 

 

イ 親子方式（小学校調理場活用方式）について 

親子方式による完全給食を実施するためには、親となる小学校の調理場を 

活用して、子となる中学校の給食を調理・配送する必要があります。 

同地区の小・中学校の合計人数は次のとおりです。 

中学校名 生徒数 小学校名 児童数 合 計 

本町中学校 616人 本町小学校 758人 1,374人 

南中学校 507人 南小学校 1,140人 1,647人 

東中学校 280人 東小学校 542人 822人 

北中学校 373人 北小学校 780人 1,153人 

大根中学校 438人 大根小学校 537人 975人 

西中学校 641人 西小学校 661人 1,302人 

南が丘中学校 339人 南が丘小学校 721人 1,060人 

渋沢中学校 396人 渋沢小学校 781人 1,177人 

鶴巻中学校 377人 鶴巻小学校 829人 1,206人 

合 計 3,967人 ― ― ― 

    ※児童・生徒数は平成 30年 5月 1日現在 
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小学校１３校の現況調査では、中学校給食の必要食数を調理して配送する

ことは、現在の小学校調理場機能では困難との結果でした。特に自校方式の

単独調理場は本来、他校への配送を想定していないため、配送車両への積み

込みや使用後の食器の回収・洗浄などの搬出・搬入口、食数の増加に応じた

調理場面積の拡張及び設備の増設等の大規模な改修が必要となること、また

大規模改修中は小学校の給食を提供できなくなるため、家庭弁当等の代替策

の確保などの課題があるとの報告を受けました。 

ウ センター方式（共同調理場方式）について 

センター方式による完全給食を実施するためには、提供食数に応じた共同 

調理場の建設と、その建設用地を確保する必要があります。中学校９校の 

完全給食 4,000 食から 4,500 食の調理が可能な共同調理場の建設には、  

約 3,000平方メートルから 5,000平方メートルの建設用地が必要との報告を 

受けました。また、各中学校には、配送された給食を受け入れるための   

荷受室等の施設を整備する必要があるとの説明がありました。 

食数規模に応じた各校荷受室に必要な面積は次のとおりです。 

学校名 生徒数 必要となる荷受室面積 

本町中学校 616人 110.5㎡（ 8.5m×13.0m） 

南中学校 507人 110.5㎡（ 8.5m×13.0m） 

東中学校 280人 45.0㎡（ 5.0m× 9.0m） 

北中学校 373人 89.3㎡（ 8.5m×10.5m） 

大根中学校 438人 89.3㎡（ 8.5m×10.5m） 

西中学校 641人 110.5㎡（ 8.5m×13.0m） 

南が丘中学校 339人 89.3㎡（ 8.5m×10.5m） 

渋沢中学校 396人 89.3㎡（ 8.5m×10.5m） 

鶴巻中学校 377人 89.3㎡（ 8.5m×10.5m） 

合 計 3,967人  

    ※生徒数は平成 30年 5月 1日現在 

    ※荷受室は、親子方式やデリバリー方式でも必要 
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エ デリバリー方式（民間弁当工場方式）について 

デリバリー方式による完全給食では、本市の献立に基づき民間弁当工場で 

調理した給食を配送するため、調理場の建設は必要ないこと、しかし 4,000

食から 4,500 食の給食を事業期間中、確実に継続して提供できる事業者を 

選定・確保することが最大の課題であるとの報告を受けました。 

また、一般的に市外の民間工場から配送されるため、衛生管理や温度管理、

特に温かい給食を提供するためには保温や加温のための設備が必要である

との説明を受けました。 

 

３ 秦野市中学校完全給食推進会議について 

(1) 開催状況 

開催日等 内     容 

第１回 ４月 24日 

堀川小学校 

１ 堀川小学校完全給食（自校方式）の視察 

２ 中学校給食の完全実施について 

(1) 給食の提供方式について 

(2) 給食の調理及び配膳等について 

(3) 今後のスケジュール等について 

第２回 ５月 24日 

南中学校 

１ 中学校給食の完全実施に係る課題等について 

２ 業者弁当について 

３ 中学校牛乳給食について 

４ 秦野市中学校給食基本方針（案）について 

第３回 ６月 26日 

鎌倉市 及び 

東庁舎会議室 

１ ハーベストネクスト㈱鎌倉工場の視察 

２ 鎌倉市立岩瀬中学校の視察 

３ 中学校完全給食の提供方式等について 

第４回 ７月６日 

川崎市 

１ 川崎市南部学校給食センターの視察 

２ 中学校完全給食の提供方式等について 

第５回 10月４日 

西東京市 及び 

西庁舎会議室 

１ 西東京市立明保中学校の視察 

２ 中学校完全給食の提供方式等について 

第６回 10月 15日 

川崎市 及び 

西庁舎会議室 

１ 川崎市立中野島中学校の視察 

２ 中学校完全給食の提供方式等について 

第７回 10月 23日 

教育庁舎会議室 

１ 中学校完全給食の提供方式等について 

２ 推進会議の検討結果について 
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(2) 秦野市中学校完全給食実施庁内委員会及び秦野市中学校完全給食推進会議

設置要綱 

施行 平成３０年２月９日  

改正 平成３０年５月１日  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、中学校における完全給食の早期の実施を図るため、その提供

方式等を検討する組織として、秦野市中学校完全給食実施庁内委員会（以下「委

員会」という。）を、委員会が検討するに当たり意見を聴取する組織として、秦

野市中学校完全給食推進会議（以下「推進会議」という。）をそれぞれ設置し、

その組織及び運営について必要な事項を定める。 

（委員会の所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 完全給食の提供方式別の課題及び解決策の整理に関すること。 

(2) 完全給食の提供方式別の経費の試算に関すること。 

(3) 完全給食の提供方式の検討に関すること。 

（4) 完全給食の基本方針案及び基本計画案の作成に関すること。 

(5) その他中学校完全給食の実施に必要な事項 

（推進会議の意見の聴取） 

第３条 委員会は、完全給食の提供方式の検討に当たり、必要に応じて推進会議か

ら意見を聴取する。 

（委員会） 

第４条 委員会の委員は、別表第１に掲げる職員により組織する。ただし、委員会

の会議において必要と認める者を加えることができる。 

２ 委員会の委員長は、教育部長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。 

（推進会議） 

第５条 推進会議の委員は１２名（１０名）以内とし、別表第２に掲げる者により

組織する。ただし、委員会の会議において必要と認める者を加えることができる。 

２ 推進会議に座長１名を置く。 

３ 座長は、秦野市ＰＴＡ連絡協議会会長をもって充て、会議の進行を担う。 

４ 推進会議の委員がその会議に出席するときは、予算の範囲内で謝礼を支払うこ

とができる。 

（会議） 

第６条 委員会及び推進会議は、委員会の委員長が必要の都度招集する。 
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２ 委員会及び推進会議は、必要があると認めるときは、その会議への委員以外の

者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めること

ができる。 

（庶務） 

第７条 委員会及び推進会議の庶務は、学校教育課において処理する。 

２ 委員会における検討の経過及び推進会議から聴取した意見は、学校教育課にお

いて記録し、文書化する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び推進会議の運営について必要な

事項は、委員会の会議に諮って定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年２月９日から施行し、完全給食の基本計画案を作成した

日限り、その効力を失う。 

別表第１（第４条関係） 

教育部長 

教育総務課長 

学校教育課長 

教育指導課長 

建築住宅課長 

開発建築指導課長 

別表第２（第５条関係） 

保護者等の代表 

公募による市民 

学識経験者 

中学校校長会の代表 

中学校教頭会の代表 

小学校校長会の代表 

小学校教頭会の代表 

栄養教諭の代表 
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 (3) 委員名簿 

役 職 氏  名 役 職 等 選出区分 

座 長 関野
せ き の

 裕
ゆう

太郎
た ろ う

 秦野市ＰＴＡ連絡協議会会長 保護者代表 

委 員 野々山
の の や ま

 静
しず

香
か

 
中学校保護者代表 

(渋沢中学校ＰＴＡ会長) 
 

 山名
や ま な

 麻
ま

実子
み こ

 
小学校保護者代表 

(南が丘小学校ＰＴＡ副会長) 
 

 古尾谷
ふ る お や

 一宏
かずひろ

 公募による委員 公募市民 

 武
たけ

  とし子
こ

   

 宮崎
みやざき

  崇
たかし

 
神奈川県平塚保健福祉事務所 

秦野センター食品衛生課長 
学識経験者 

 石井
い し い

  聡
さとし

 神奈川県学校給食会事務局長  

 石井
い し い

 輝
てる

雄
お

 南中学校校長 中学校校長会代表 

 田中
た な か

 佳夫
よ し お

 鶴巻中学校教頭 中学校教頭会代表 

 江原
え は ら

 広美
ひ ろ み

 大根小学校校長 小学校校長会代表 

 有馬
あ り ま

 俊一
としかず

 上小学校教頭 小学校教頭会代表 

 宮原
みやはら

 裕子
ひ ろ こ

 堀川小学校栄養教諭 栄養教諭代表 

 

 

 


