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中学校給食推進会議設置要綱 
平成２５年１１月２９日 市長決裁 

２５川教健第１７６７号 

（目的及び設置） 
第１条 生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎

として、成長期にある子どもたちの食育を推進し、中学校完全給食を早期に実施

することを目的に、中学校給食推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 
（検討事項） 

第２条 推進会議は、中学校完全給食の早期実施に係る次の事項について検討するも

のとする。 
（１）安全・安心で温かい完全給食の全校実施に向けた検討 
（２）民間活力を活かした効率的な手法の検討 
（３）その他、中学校完全給食の早期実施に向けて必要な事項 

（組 織） 
第３条 推進会議は、別表第１に掲げる者をもって組織する。 
２ 委員長は、市長をもって充てる。 
３ 副委員長は、副市長をもって充てる。 
（会議等） 

第４条 推進会議は、委員長が必要に応じて召集し、その議長となる。 
２ 委員長は、会務を総理する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 
４ 推進会議は、必要があると認めるときは、関係局（区）長等の出席を求め、その

意見を聴くことができる。 
５ 委員は、会議に出席できないときは、その指名する者を代理で会議に出席するこ

とができる。 
（検討部会） 

第５条 推進会議には、中学校完全給食早期実施に係る調査検討を行うため、推進会

議検討部会（以下「検討部会」という。）を置く。 
２ 検討部会は、別表第２に掲げる者をもって組織する。 
３ 検討部会の会議は、部会長が必要に応じて召集し、その議長となる。 

４ 検討部会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴

くことができる。 
（庶務） 

第６条 推進会議及び検討部会の庶務は、教育委員会事務局中学校給食推進室におい

て処理する。 
（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。 
  附 則（平成２５年１１月２９日市長決裁 ２５川教健第１７６７号） 
この要綱は、平成２５年１２月１日から施行する。 
  附 則（平成２５年１２月２７日市長決裁 ２５川教健第２０３１号） 
この要綱は、平成２６年１月１日から施行する。 
  附 則（平成２６年１０月１日市長決裁 ２６川教給第６２号） 
この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 



別表第１（第３条関係） 
中学校給食推進会議 

１ 委員長 市長 

２ 副委員長 副市長 

３ 委員 総務局長 

４ 委員 総合企画局長 

５ 委員 財政局長 

６ 委員 経済労働局長 

７ 委員 健康福祉局長 

８ 委員 まちづくり局長 

９ 委員 教育長 

 
別表第２（第５条関係） 
中学校給食推進会議 検討部会 

１ 部会長 教育委員会事務局中学校給食推進室長 

２ 部会員 総務局行財政改革室〔行財政運営〕担当課長 

３ 部会員 総合企画局都市経営部企画調整課長 

４ 部会員 財政局財政部財政課長 

５ 部会員 経済労働局産業政策部企画課長 

６ 部会員 健康福祉局総務部企画課長 

７ 部会員 まちづくり局総務部企画課長 

８ 部会員 教育委員会事務局総務部庶務課長 

９ 部会員 教育委員会事務局総務部企画課長 

10 部会員 教育委員会事務局学校教育部健康教育課長 

11 部会員 教育委員会事務局学校教育部健康教育課〔学校給食〕担当課長 

12 副部会長 教育委員会事務局中学校給食推進室〔計画・事業推進〕担当課長 

13 部会員 教育委員会事務局中学校給食推進室〔食育推進〕担当課長 

14 部会員 教育委員会事務局中学校給食推進室〔共同調理場整備推進〕担当課長 

 



■川崎市立中学校完全給食実施に向けた取組について

（仮称）北部学校給食センター
　　麻生区栗木2丁目8番3
　　調理能力：約6,000食／日

２２校
　大師、南大師、川中島、桜本、臨港、田島、京町、渡田、富士見
　川崎、川崎高校附属、南河原、御幸、塚越、南加瀬、橘、東高津
　宮崎、有馬、宮前平、向丘、菅生

１４校
　　日吉、平間、玉川、住吉、井田、今井、中原、宮内、西中原
　　高津、西高津、野川、平、稲田

１２校
　　枡形、南菅、菅、生田、南生田、西生田、金程、長沢、麻生
　　柿生、王禅寺中央、白鳥

配送予定の中学校給食センター

（仮称）南部学校給食センター
　　幸区南幸町3丁目149番2
　　調理能力：約15,000食／日

（仮称）中部学校給食センター
　　中原区上平間1700番8他
　　調理能力：約10,000食／日

川崎市立中学校給食の基本方針（平成25年11月26日決定）

１ 早期に中学校完全給食を実施します。

２ 学校給食を活用した、さらなる食育の充実を図ります。

３ 安全･安心な給食を提供します。

４ 温かい給食を全校で提供します。

●上記「基本方針」に基づき、児童生徒及び保護者の皆様にはアンケート調査等へのご協力もいただきなが

ら、安全・安心で温かい中学校完全給食の早期全校実施に向けた検討を進め、平成26年10月に「中学校完

全給食実施方針」を決定いたしました。

●その後、学校給食センターの整備手続の中で、事業者から、昨今の建設需要のひっ迫、建設人材・建設

資材の不足等の状況から、事業スケジュールの見直しについて数多くの意見・提案をいただき、本市としても、

中学校完全給食の早期全校実施をより確実に実現可能とするため、学校給食センター整備スケジュールに

ついて見直しを行い、平成27年１月に「中学校完全給食実施方針（修正版）」を公表いたしました。

川崎市立中学校完全給食実施方針（平成26年10月28日決定、平成27年1月20日修正）の概要

１ 学校給食を活用した食育の推進

２ 全員喫食を原則

食物アレルギーを有する生徒へは、原材料等の詳細な情報提供や、医師の診断に基づく

特定原材料７品目（卵、小麦、そば、落花生、乳、えび、かに）の除去等の対応

３ （公財）川崎市学校給食会を活用し、安全・安心・良質な食材を確保。地産地消に配慮

４ セパレート型の食器を使用（食缶から盛付け）。箸等については各家庭から持参

５ 学校給食センターを３か所設置

小学校との合築校（東橘中学校・はるひ野中学校）については、合築校舎内の調理場を活用

犬蔵中学校・中野島中学校については、敷地内に調理場を設置

６ 平成28年度中に一部の学校において、平成29年度中には全校において（※修正）完全給食を実施

７ 給食費は、今後、献立の内容と併せ決定

●今後は、下記スケジュールに基づき、中学校完全給食の早期実施に向けた取組を着実に推進してまいり

ます。
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方
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南
部

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

中
部
・
北
部

自
校
方
式

犬
蔵
中

中
野
島
中

小
中
合
築
校

東
橘
中

は
る
ひ
野
中

実施設計 給食室増築工事

校舎改築工事

改修設計

基本設計

準備期間

給食室工事

完全給食の実施

平成２８年１月～ 試行実施

事業者公募等 基本・実施設計 給食センター新設工事
平成２９年９月～

完全給食の実施

完全給食の実施

基本・実施設計 給食センター新設工事 平成２９年１２月～

試行額

1食290円 完全給食の実施

完全給食の実施

準備期間（試行含む）

事業者公募等

準備期間（試行含む）

準備期間（試行含む）

開業準備

開業準備

準備期間（試行含む）

資料 １



■（仮称）川崎市南部・中部・北部学校給食センター整備スケジュール（予定） 資料　２

年度

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

平成２９年度

（仮称）中部学校
給食センター

（仮称）北部学校
給食センター

平成２７年度平成２６年度

（仮称）南部学校
給食センター

平成２８年度

入札公告

参加資格確認

提案書提出

審査委員会

事業者決定

基本協定書締結 本契約締結

設計・事前協議・許可申請 本体工事

入札公告

参加資格確認

提案書提出

審査委員会

事業者決定

基本協定書締結 本契約締結

設計・事前協議・許可申請

仮契約締結

入札公告

参加資格確認

提案書提出

審査委員会

事業者決定

基本協定書締結 本契約締結

設計・事前協議・許可申請

仮契約締結

仮契約締結

開業準備

本体工事 開業準備

給食実施

給食実施

本体工事 開業準備 給食実施

４８条手続

設 計

動物愛護センター工事

（健康福祉局）～平成30年度

調査・準備工事

調査・準備工事

調査・準備工事

公舎撤去工事（上下水道局）

事業用地管理換

所有権移転

所有権移転

所有権移転

競争的対話

競争的対話

競争的対話

実施方針修正

実施方針修正

実施方針修正

設 計

設 計

４８条手続

地区計画協議



資料３

中学校完全給食　配膳室、自校方式、合築校整備スケジュール（予定）
Ｎｏ 学校名 想定給食センター 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
1 大師中学校 南部 設計 工事
2 南大師中学校 南部 設計 工事
3 川中島中学校 南部 設計 工事
4 桜本中学校 南部 設計 工事
5 臨港中学校 南部
6 田島中学校 南部 設計 工事
7 京町中学校 南部 設計 工事
8 渡田中学校 南部
9 富士見中学校 南部 設計 工事
10 川崎中学校 南部 設計 工事
11 川崎高附属中学校 南部 工事
12 南河原中学校 南部 設計 工事
13 御幸中学校 南部 設計 工事
14 塚越中学校 南部 設計 工事
15 日吉中学校 中部 設計 工事
16 南加瀬中学校 南部 設計 工事
17 平間中学校 中部 設計 工事
18 玉川中学校 中部 設計 工事
19 住吉中学校 中部 設計 工事
20 井田中学校 中部 設計 工事
21 今井中学校 中部 設計 工事
22 中原中学校 中部 設計 工事
23 宮内中学校 中部 設計 工事
24 西中原中学校 中部 設計 工事
25 東橘中学校 合築
26 橘中学校 南部 設計 工事
27 高津中学校 中部 設計 工事
28 東高津中学校 南部 設計 工事
29 西高津中学校 中部 設計 工事
30 宮崎中学校 南部 設計 工事
31 野川中学校 中部 設計 工事
32 有馬中学校 南部 設計 工事
33 宮前平中学校 南部 設計 工事
34 向丘中学校 南部 設計 工事
35 平中学校 中部 設計 工事
36 菅生中学校 南部
37 犬蔵中学校 自校
38 稲田中学校 中部 設計 工事
39 枡形中学校 北部 設計 工事
40 中野島中学校 自校
41 南菅中学校 北部 設計 工事
42 菅中学校 北部 設計 工事
43 生田中学校 北部 設計 工事
44 南生田中学校 北部 設計 工事
45 西生田中学校 北部 設計 工事
46 金程中学校 北部 設計 工事
47 長沢中学校 北部 設計 工事
48 麻生中学校 北部 設計 工事
49 柿生中学校 北部 設計 工事
50 王禅寺中央中学校 北部 設計 工事
51 白鳥中学校 北部 設計 工事
52 はるひ野中学校 合築 設計 工事

○設計、工事着手校数
H26設計着手校数 15
H27設計着手校数 26

H27工事着手校数 15
H28設計着手校数 10

H28工事着手校数 30
H29工事着手校数 6

※Ｈ２７年度以降については現時点での予定であり、今後変更の場合があります。

平成２７年６月４日現在

備考

　　　　 　設計・工事　

　　　　 　設計・工事　

　　　　　　（改築工事） 改築

　　　　 　設計・工事　
設計　・　工事 給食室増築

設計　・　工事 給食室増築

※上記校数には改築工事中の東橘中は含まれていません。

給食室改修



 ■ 市立中学校完全給食の早期実施に向けた検討について

１ 早期に中学校完全

給食を実施します

２ 学校給食を活用した、

さらなる食育の充実

を図ります

３ 安全・安心な給食を

提供します

４ 温かい給食を全校

で提供します

中学校給食の基本方針

川崎市立中学校完全給食実施に向けた具体的課題

完全給食
実施方針

策定

実施まで

の間の

検討事項

◎ 学校給食を生きた教材として活用し、さらな
る食育の推進

○ 教科や特別活動等における学校給食と関連

させた食育
○ 給食の準備、片付け等の共同作業や同じ食
事を一緒に食べる「共食」による食育

○ 小学校からの継続的かつ計画的な食育

○ 地場産物等の給食への活用による食育

学校給食を活用した食育の推進

◎ 全員喫食を原則とする

◎ 食物アレルギーを有する生徒には、医師の

診断をもとに、原材料等の詳細な情報提供や 特

定原材料７品目の除去等の対応

◎ 給食での対応が困難な場合には、家庭から

のお弁当を持参など、個別に配慮

中学校完全給食の喫食形態 安全・安心・良質な食材の確保

中学校完全給食の食器の形態等

◎ 学校給食センターを３か所設置

◎ 小学校との合築校（東橘中・はるひ野中）に

ついては、合築校舎内の調理場を活用

◎ 犬蔵中・中野島中については、敷地内に調

理場を設置

中学校完全給食の提供方法等

◎ 平成28年度中に一部の学校において、平成

29年度中には全校において完全給食を実施

中学校完全給食の開始時期

◎ 中学校給食実施に伴う各中学校配膳室等の施

設改修について

施設改修関係中学校完全給食の給食費の額

◎ 小・中献立決定プロセスの整備・確立

◎ 川崎らしい献立について

献立

◎ 配膳業務委託の検討

◎ 配膳台の仕様の決定

運搬・配膳等

◎ 給食実施マニュアルの策定

◎ センター衛生管理マニュアルの策定

◎ 給食物資に係る規格、品質等の基準策

定

◎ 食育指導や給食管理等のあり方を踏ま

えた学校栄養職員等の教職員の役割

食育指導・給食管理等

◎ 給食時間の設定（時程の見直し）

◎ 校内組織の立上げ

◎ 給食主任・給食担当者の任命

学校運営

資料 ４

平成27年6月4日
(教）中学校給食推進室

◎ （公財）川崎市学校給食会を活用し安全・

安心・良質な食材の確保

◎ 市内産・県内産といった地産地消に配慮

した食材の調達・使用

◎ 中学生の学校給食摂取基準や本市の小学

校・特別支援学校の給食費の額、他都市の状況、

社会経済情勢等を総合的に勘案し、今後、献立

の内容と併せ決定

◎ 給食実施回数（基準）の設定

◎ 給食費の額の設定

◎ 給食費徴収ルールの策定

◎ 未納者対策

◎ 給食費会計システムの構築の検討

◎ 小学校給食と同様のセパレート型

◎ 箸（はし）等については、各家庭から持参

（いわゆる「マイ箸（はし）」）

◎ 食器の仕様・種類の決定

◎ 食材発注・食数連絡・アレルギー対応食管

理のシステム化

給食会システムの更新

◎ 評価・検証・改善

◎ アンケートの実施

試行実施

◎ 備品等の調達・支給

◎ エプロンの選定・支給

その他

◎ アレルギー対応マニュアルの改訂

◎ 保護者から健康調査票の受領、アレル

ギー個別面談等実施、アレルギ対応決定

アレルギー対応

中学校
整備計画

策定

ＰＦＩ実施
方針策定



■ 市立中学校完全給食実施に向けた取組 資料 ５

課題への取組

●中学校完全給食の早期実施に向けては、検討体制の拡充を図りながら、２７年度以降も計画的に取

組を着実に推進します。

作業部会

校長会・教頭会・教務主任

養護教諭・生徒指導担当・事務局

教育委員会

（教育委員・事務局）

中学校給食推進連絡調整会議

平成26年２月～

（市P協・校長会・教職員・事務局）

中学校給食推進会議

平成25年12月～

（市長・副市長・関係局長）

27年度から、給食実施に関する

より具体的な取組課題の解決に

向け、連絡調整会議に作業部会

を設置し、検討を進めます。

【検討体制】

【事業予定】

配
膳
室

小
中
合
築
校

東
橘
中

は

る

ひ

野

中

自
校
方
式

犬

蔵

中

中

野

島

中

セ
ン
タ
ー

方
式

南
部

中
部
・

北
部

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

各年度
事業内容

●中学校完全給食の早期実施に向けた取
組の推進

●PFI手法による学校給食センターの整備推進
●自校・合築校方式の給食室の整備
●配膳室の整備
●東橘中学校での試行実施
●中学校完全給食を活用した食育推進の在り
方検討
●安全・安心・良質な食材確保
●食育の観点を踏まえた、給食備品等の選定
●新給食管理システム構築
●事業開始の広報、周知

●安全・安心で温かい中学校完全給食の
一部実施

●PFI手法による学校給食センターの整備推進
●自校方式の給食室の整備完了
●はるひ野中学校の給食室の整備完了
●配膳室の整備
●中学校完全給食を活用した食育の推進
●安全・安心・良質な食材確保
●食育の観点を踏まえた給食備品等の調達
●新給食管理システム構築
●事業開始の広報、周知

●安全・安心で温かい中学校完全給食の
全校実施

●PFI手法による学校給食センターの整備完了
●配膳室の整備完了
●中学校完全給食を活用した食育の推進
●安全・安心・良質な食材確保
●食育の観点を踏まえた給食備品等の調達
●新給食管理システム本稼動
●事業モニタリングによる事業水準の監視
●事業開始の広報、周知

校舎改築工事

改修設計

基本設計

準備期間

給食室改修工事

平成２９年１月～ 完全給食の実施

平成２８年１月～ 試行実施

事業者公募等 基本・実施設計 給食センター新設工事
平成２９年９月～

完全給食の実施

完全給食の実施

基本・実施設計 給食センター新設工事 平成２９年１２月～

準備期間（試行含む）

事業者公募等

準備期間（試行含む）

準備期間（試行含む）

開業準備

開業準備

準備期間（試行含む）

平成２９年１月～ 完全給食の実施

平成２９年１月～ 完全給食の実施

実施設計 給食室増築工事

設計１５校 改修工事１５校

改修設計１９校 改修工事１９校

配膳室整備設計 （未整備校の対応） 配膳室整備工事



平成２７年４月吉日 

市立東橘中学校 保護者の皆様へ 

 

中学校完全給食の試行開始（平成 28 年１月～）のお知らせ 

中学校完全給食が始まります 

 ○学校給食は、子どもたちの成長に必要な栄養を補完するだけでなく、集団生活の中で友

人や先生と一緒に昼食をとることを通じて社会性を身に付けるとともに、食に関する正

しい知識を習得し、将来にわたる望ましい食習慣を形成するなど、中学生にとっては特

に重要なものです。 

  ※「完全給食」とは、給食内容がパン又は米飯（これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む）、ミ

ルク及びおかずである給食のことで、「安全･安心」で「温かい」給食を、生徒全員が食べることを基本としています。 

 ○東橘中学校では、校舎改築に伴い、小学校との合築校舎により給食調理施設等の環境が

整うことから、他の市立中学校に先駆けて、中学校完全給食の試行を開始いたします。 

 ○食物アレルギーを有する生徒への対応については、「学校生活管理指導表（アレルギー

疾患）」により、医師の診断をもとに、使用する食材の原材料等の詳細な情報を提供し、

アレルギー物質を含む食品に関する表示が義務づけられている特定原材料７品目の除

去等に努めます。また、食物アレルギーを有する生徒等については適切な対応が求めら

れるため、給食での対応が困難な場合には家庭からのお弁当を持参していただくなど、

個別に配慮してまいります。 

 

給食内容  

 ○給食のメニューは、文部科学省の学校給食摂取基準に基づく栄養バランスを考慮し、市

の栄養士が作成します。 

○食材は、現在、小学校及び特別支援学校 116 校約７万７千食分の安全・安心・良質な

食材を安定供給している実績がある公益財団法人川崎市学校給食会が調達します。 

○東橘中学校では、校舎内の給食室で調理された給食を、各教室に食缶で運び、配膳して、

全員で喫食します。 

 ○中学生の自己管理能力をはぐくむ等の食育の観点から、給食で使用する箸（はし）・ 

スプーン等については、各家庭からの持参になります。 

○試行開始時期：平成 28 年１月から 

○給食費（試行額）：平成 28 年１～３月分（３ヶ月分） 

１・２年生  12,330 円 

３年生     11,220 円 

  

○試行開始を機に、東橘中学校でのランチサービス申込みは終了いたします。 

 ○給食のメニュー、学校給食申込書の提出や給食費の納入方法など、詳細は試行開始前

に、お便りでお知らせいたします。 

 
川崎市教育委員会中学校給食推進室 電話 044-200-2763 

平成27年12月末まで 平成28年１月～

ﾐﾙｸ給食

ﾗﾝﾁｻｰﾋﾞｽ

完全給食

（試行開始）

資料６ 



■ 学校運営等に係る検討課題について 資料７

具体的な取組課題 （実施までの検討事項） 主なもの

給食実施 学校運営 施設・設備等

●給食費等
・給食実施回数の設定

・給食費の額

・給食費徴収ルール

・未納者対策

・給食費会計システムの構築等

●アレルギー対応
・対応マニュアルの整備

・具体的な個人別対応方法の決定

●献立
・川崎らしい献立

・献立決定プロセスの整備・確立

●食育指導・給食管理
・中学校給食の手引き及び各種衛生管理等のマニュアル整備

・給食物資規格・品質等の基準策定

・食育指導や給食管理等のあり方を踏まえた学校栄養職員等の教職員の役割

●学校運営
・給食時間の設定（時程の見直し）

・校内組織体制の構築等

・給食主任・給食担当者

●試行実施
・評価・検証・改善

・アンケートの実施

●食器
・仕様・種類の決定

●給食会システム
・食材発注・アレルギー食を含めた食

数管理等のシステム化

・ 27年度 開発

・ 28年度 開発・仮稼動

・ 29年度 本稼動

●運搬・配膳等
・業務委託（調理・配膳）の仕様 等

●その他
・備品・消耗品等の調達・支給

・配膳用エプロン等の選定・支給 等

具体的な取組課題の解決に向けた検討状況について

●給食実施回数について

・中学校給食推進連絡調整会議・同作業部会等において基本回数を検討

●給食費の取扱い等について

・「川崎市立中学校における学校給食費の取扱い等に関する要綱」を制定

・給食費の額については、引き続き検討

●アレルギー対応、献立、給食管理、食育指導・教職員、学校運営

・平成２７年４月１日より、東橘中学校に栄養士１名配置

・中学校給食推進連絡調整会議・同作業部会等において引き続き検討

●給食時間

・中学校給食推進連絡調整会議・同作業部会等において給食時間を検討

●試行実施

・平成２８年１月から東橘中学校で試行実施

・学校調整及び中学校給食推進連絡調整会議・同作業部会等において引き続き検討

●食器

・強化磁器食器（飯椀、仕切皿）、ＰＥＮ樹脂食器（汁椀、深皿）、トレイ

・マイ箸（スプーン、フォーク）持参

●給食会システム

・平成２９年度本稼動に向け、準備・検討

●運搬・配膳、その他

・中学校給食推進連絡調整会議・同作業部会等において引き続き検討



参考資料　１

平成２６年５月現在

全員喫
食

家庭からの
弁当との
選択制

1 札幌市 97 97
自校調理方式　１９校
親子調理方式　７８校（親３９校、子３９校）

基礎月額
　　　　　　　　 4,600円

2 仙台市 64 64
自校調理方式　１２校
親子調理方式　　１校（子）
センター方式　　５１校　全５施設（PFＩ２、公設民営1、直営２）

１食単価
　　自校炊飯　285円
　　委託炊飯　290円

3 さいたま市 57 57
自校調理方式　５４校
親子調理方式　　２校（子）
センター方式　　  １校　　（直営１）

基礎月額
　　　　　　　　 4,800円

4 千葉市 56 56 センター方式　５６校　　全３施設（PFＩ２、公設民営１） 基礎月額　　 4,500円

5 川崎市 52 52 ○
○中学校ランチサービス
事業　５２校
（うちホットランチ８校）

----

6 横浜市 147 ＊147

     業者による校内での弁当販売　121校
     業者による校内でのパン販売　１1校

*   自動販売機でのごはん・パン販売　14校
     学食を利用　１校（高校附属中）

----

7 相模原市 37 7 ※　30
センター方式　７校     全２施設（公設民営１、直営１）
※デリバリー方式(弁当)　３０校

共同調理場
　基礎月額　4,600円
デリバリー

１食単価　　  300円

8 新潟市 57 30 ※　2７

自校調理方式　８校
親子調理方式　１校（子）
センター方式　２０校　全１４施設（公設民営１０、直営４）
※デリバリー方式（弁当。ランチルーム用は食缶）２８校(内全員喫食は1校）

基礎月額
　　　　　　　　 5,741円

9 静岡市 43 32 ※　11

自校調理方式　１校
親子調理方式　１校(子）
センター方式　３０校　全９施設（PFＩ１、公設民営４、直営４）
※デリバリー方式（弁当）　１１校

基礎月額
　　　　　　　　 4,860円

10 浜松市 48 48
自校調理方式　３５校
親子調理方式　 １校（子）
センター方式　 １２校　　全５施設（公設民営４、直営１）

１食単価　　　　 314円

11 名古屋市 111 1 ※　109 ＊　1
自校調理方式　３校（※２校）
※デリバリー方式（弁当。ランチルーム用は食缶）　１０７校
＊児童福祉施設の食堂を利用　1校

１食単価　　　   280円
（牛乳代別）

12 京都市 73 5 ※　66 ＊　1 ◆　1

自校調理方式５校（小中併設校）
※デリバリー方式（弁当）　６６校
＊高校附属中は食堂の弁当を利用　1校
◆家庭からの弁当のみ　1校

自校基礎月額
　　自校炊飯　5,200円
　　委託炊飯　5,600円
デリバリー
　　１食単価　　  290円

13 大阪市 130 ※　14 ※　114 ＊　2
※デリバリー方式(弁当) １２８校
＊児童福祉施設の食堂を利用
 ２校

１食単価　　　　 300円

14 堺市 43 43 ○ ○ランチサポート事業　４３校 ----

15 神戸市 82 82 ○

○中学校弁当販売事業 ６９校
校内での弁当販売　３校
校内でのパン販売　７校
家庭からの弁当のみ　３校

１食単価　　　　　 300円
（平成26年11月～）

16 岡山市 38 36 ＊　2

自校調理方式　２３校
親子調理方式　 １校(親）
センター方式 　１２校　　全８施設（公設民営８）
＊　　児童自立支援施設の食堂を利用　１校
　　　 家庭からの弁当と校内パン販売　1校

１食単価　　 316.21円

17 広島市 64 21 ※　43

自校調理方式　５校
親子調理方式　３校（子）
センター方式　１３校　全６施設（公設民営１、直営５）
※デリバリー方式(弁当)　　４３校

１食単価　　　　 265円

18 北九州市 62 62 親子調理方式　６２校(子） 基礎月額　　 4,900円

19 福岡市 69 69
自校調理方式　５校
センター方式　６４校　全４施設（公設民営４)
＊７月末で１センター廃止。８月にPFＩで1施設開設予定。

基礎月額
　　　　　　　　 4,600円

20 熊本市 42 42
自校調理方式　２校
親子調理方式　２校（子）
センター方式　３８校　　全１５施設（公設民営１４、直営１）

１食単価　　　　 295円

ミルク
給食

未実
施

完全給食費の額

政令市における中学校給食の状況

政令指定都市名 学校数

給食の形態
市教委
が給食
以外の
昼食提

供

備　　考
完全給食

・平成25年3月「中学校給食実施方針」を決定
・全員喫食を基本。但し、家庭弁当の持参も可
・デリバリー（ランチボックス）方式を採用
平成26年11月から33校で実施
平成27年度中に全校で完全給食実施予定

・平成26年4月から、全員喫食に移行
・全学年全員喫食を実施する中学校14校
・1年生から段階的に全員喫食を実施する中学校112校
・平成26年度当初は全学年が家庭からの弁当との選択
制を継続する中学校2校

平成28年度中に全校で完全給食実施予定

・平成25年11月「中学校給食基本方針」を決定
・平成26年10月「中学校完全給食実施方針」を決定
・平成27年１月「中学校完全給食実施方針」を修正
・全員喫食
・センター方式（３施設（PFI））48校＋自校２校＋合築２校
・平成28年1月から合築1校で試行実施
・平成28年度中に自校２校＋合築２校で完全給食実施予定
・平成29年9月から南部22校で完全給食実施予定
・平成29年12月から中部14校・北部12校で完全給食実施予定
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11月26日 教育委員会（基本方針決定）

12月17日 第１回中学校給食推進会議

1月22日 東柿生小学校視察（市長・教育委員会）

1月28日 教育委員会（請願審査）

1月30日 中原中学校ほか視察（市長・教育委員会）

2月4日 西八千代市視察（教育委員会事務局）

2月6日 府中市視察（教育委員会事務局）

2月7日 市ＰＴＡ連絡協議会理事会

2月12日 教育委員会（「中学校における昼食についてのアンケート」の集計結果について）

2月13日 第１回中学校給食推進連絡協議会

2月17日 第１回中学校給食推進会議検討部会

3月14日 第２回中学校給食推進会議検討部会

3月20日 武蔵村山市視察（教育委員会事務局）

3月27日 第２回中学校給食推進連絡協議会

4月8日 教育委員会（検討課題について）

4月8日 全町連役員会

4月17日 第３回中学校給食推進連絡協議会

4月18日 第３回中学校給食推進会議検討部会

4月22日 第２回中学校給食推進会議

4月22日 教育委員会（請願審査・検討課題について）

4月24日 海老名市視察（教育委員会）

5月2日 甲府市視察（市長・教育委員会・協議会委員）

5月9日 教育委員会（検討課題について）

5月13日 教育委員会（請願審査）

5月19日 第４回中学校給食推進連絡協議会

5月19日 第４回中学校給食推進会議検討部会

5月20日 第３回中学校給食推進会議

5月20日 教育委員会（実施方針（素案）中間取りまとめ（たたき台案））

5月26日 第５回中学校給食推進会議検討部会

5月27日 第４回中学校給食推進会議

5月27日 政策・調整会議

5月27日 教育委員会（実施方針（素案）中間取りまとめ）

5月29日 総務委員会

6月3日 全町連役員会

6月13日 総務委員会

6月30日 千葉市視察（中学校校長会・教育委員会事務局）

7月7日 市ＰＴＡ連絡協議会理事会

7月14日 第５回中学校給食推進連絡協議会

7月16日 第６回中学校給食推進会議検討部会

7月22日 第５回中学校給食推進会議

7月22日 教育委員会（小・中親子方式に係る小学校調理室等調査報告書・試算）

8月15日 第６回中学校給食推進連絡協議会

8月18日 第７回中学校給食推進会議検討部会

8月19日 第６回中学校給食推進会議

8月19日 教育委員会（請願審査・食物アレルギーアンケート・実施方針（素案）（たたき台案））

8月25日 第8回中学校給食推進会議検討部会

8月25日 政策・調整会議

8月25日 第7回中学校給食推進会議

8月25日 教育委員会（請願審査・実施方針（素案））

8月28日 総務委員会

8月29日～9月29日 パブリックコメント

9月2日 全町連役員会

平成２５年

平成２６年

これまでの検討経過

1/3



9月3日 マイコン地区立地企業説明会

9月5日 市ＰＴＡ連絡協議会理事会

9月5日 「川崎市立中学校完全給食実施方針(素案）概要版」小・中・特全保護者あて配布　

9月11日 平間地区住民説明会

9月15日 保護者説明会（宮前区）

9月19日 保護者説明会（幸区）

9月22日 保護者説明会（高津区）

9月23日 保護者説明会（川崎区）

9月24日 保護者説明会（麻生区）

9月25日 保護者説明会（中原区）

9月26日 保護者説明会（多摩区）

10月15日 第7回中学校給食推進連絡協議会

10月23日 第9回中学校給食推進会議検討部会（資料配付をもって開催）

10月24日 政策・調整会議

10月24日 平間小学校保護者説明会

10月28日 第８回中学校給食推進会議

10月28日 教育委員会　「川崎市立中学校完全給食実施方針」　決定

10月29日 総務委員会

10月31日 学校給食センターPFI事業　実施方針の策定の見通し公表

11月7日 （仮称）川崎市南・中・北部学校給食センター整備等事業実施方針の公表

11月10日 田原市視察（教育委員会事務局）

11月11日 豊田市視察（教育委員会事務局）

11月12日 東大阪市視察（教育委員会事務局）

11月13日 （仮称）川崎市南・中・北部学校給食センター整備等事業実施方針説明会

11月7日～11月14日 学校給食センター整備等事業実施方針等に関する質問受付

11月18日 立川市視察（教育委員会事務局）

11月20日 袋井市視察（教育委員会事務局）

11月21日 第８回中学校給食推進連絡協議会

11月25日 （仮称）川崎市南・中・北部学校給食センター整備等事業要求水準書（案）の公表

11月27日 第１回川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会

11月28日 学校給食センター整備等事業実施方針に関する質問・意見に対する回答公表

11月25日～12月1日 学校給食センター整備等事業要求水準書（案）に関する質問受付

12月22日 学校給食センター整備等事業要求水準書（案）に関する質問・意見に対する回答公表

1月20日 第９回中学校給食推進会議

1月20日 教育委員会　「川崎市立中学校完全給食実施方針（修正版）」　決定

1月20日 （仮称）川崎市南・中・北部学校給食センター整備等事業実施方針（修正版）の公表

1月20日～１月27日 （仮称）川崎市南・中・北部学校給食センター整備等事業実施方針（修正版）に関する意見受付

1月21日 総務委員会

1月27日 第９回中学校給食推進連絡協議会

2月2日 第２回川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会

2月4日 全町連役員会

2月6日 市ＰＴＡ連絡協議会理事会

2月6日 （仮称）川崎市南・中・北部学校給食センター整備等事業実施方針（修正版）に関する意見に対する回答公表

2月7日 東橘中学校PTA役員会

2月12日 （仮称）川崎市南・中・北部学校給食センター整備等事業　特定事業の選定

2月25日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　入札説明書等の公表・入札公告

2月26日～3月9日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　入札説明書等に関する質問受付

3月4日 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業　マイコンシティ立地企業説明会

3月5日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　入札説明書等説明会

3月6日～3月9日 「市立中学校完全給食実施に向けた取組について（お知らせ）」小・中・特全保護者あて配布

3月9日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会（川崎区内8校）

3月9日～3月13日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　現地確認を踏まえた入札説明書等に関する質問受付

3月10日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会（川崎区内3校・幸区内4校）

3月11日 第10回中学校給食推進連絡協議会

3月11日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会（高津区内2校・宮前区内5校）

平成２７年
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3月12日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　事業用地見学会

3月24日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会（麻生区内4校）

3月25日 （仮称）川崎市中・北部学校給食センター整備等事業　入札説明書等の公表・入札公告

3月26日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　入札説明書等に関する質問回答の公表

3月26日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会（幸区内1校・中原区内7校）

3月26日～4月9日 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業　入札説明書等に関する質問受付

3月26日～4月10日 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業　入札説明書等に関する質問受付

3月27日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会（中原区内1校・高津区内2校・宮前区内2校・多摩区1校）

3月30日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　参加表明書受付

3月30日 川崎市学校給食センター整備等事業に係る中学校施設現地見学会（多摩区内5校・麻生区内3校）

4月3日 （仮称）川崎市中・北部学校給食センター整備等事業　入札説明書等説明会

4月6日 中学校完全給食の試行開始（平成28年１月～）のお知らせ　東橘中学校保護者向け配布

4月7日 教育委員会　「川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会委員の任命」

4月9日 （仮称）川崎市中・北部学校給食センター整備等事業　事業用地見学会

4月14日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　資格審査結果の通知

4月17日 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業　競争的対話

4月22日 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業　入札説明書等に関する質問回答の公表

4月27日 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業　参加表明書受付

4月28日 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業　入札説明書等に関する質問回答の公表

5月11日 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業　参加表明書受付

5月18日 第３回川崎市学校給食センター整備等事業者選定審査委員会

5月19日 第11回中学校給食推進連絡調整会議

5月20日 第１回中学校給食推進連絡調整会議作業部会

5月22日 鎌ヶ谷市視察（教育委員会事務局）

5月28日 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業　競争的対話

6月1日 品川区視察（教育委員会事務局）

6月3日 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業　競争的対話

6月4日 第10回中学校給食推進会議検討部会
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