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中学校給食推進連絡調整会議設置要綱 
 

 
平成２６年２月３日教育長決裁 
２ ５ 川 教 給 第 ９ 号 

 
（趣旨） 

第１条 中学校完全給食の早期実施に伴う諸課題について連絡調整するため、中学校

給食推進連絡調整会議（以下「調整会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 
第２条 調整会議は、次の事項について連絡調整するものとする。 
（１）中学校完全給食の早期実施に伴う諸課題に関すること。 
（２）民間活力を活かした安全・安心で効率的な手法に関すること。 
（３）その他中学校完全給食の早期実施に伴う必要な事項に関すること。 
（組織） 

第３条 調整会議は、別表第１に掲げる者をもって組織する。 
２ 座長は、川崎市ＰＴＡ連絡協議会会長をもって充てる。 
３ 副座長は、教育委員会事務局中学校給食推進室長をもって充てる。 

（会議等） 
第４条 調整会議は、座長が必要に応じて召集し、その議長となる。 
２ 座長は、会務を総理する。 
３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 
４ 調整会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、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させる

ことができる。 
 （作業部会） 
第５条 調整会議には、中学校完全給食の早期実施に伴う諸課題について研究を行う

ため、中学校給食推進連絡調整会議作業部会（以下「作業部会」という。）を置く。 
２ 作業部会は、別表第２に掲げる者をもって組織する。 
３ 作業部会の会議は、部会長が必要に応じて召集し、その議長となる。 
４ 作業部会は、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 調整会議の庶務は、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、座長が定める。 
  附 則（平成２６年２月３日教育長決裁 ２５川教給第９号） 
この要綱は、平成２６年２月１３日から施行する。 
  附 則（平成２６年１０月１日教育長決裁 ２６川教給第５８号） 
この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 
  附 則（平成２６年１１月２１日教育長決裁 ２６川教給第６８号） 
この要綱は、平成２６年１１月２１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日教育長決裁 ２６川教給第１３３号） 
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
 
 



                   

別表第１（第３条関係） 
中学校給食推進連絡調整会議 
座長 川崎市ＰＴＡ連絡協議会会長 
副座長 教育委員会事務局中学校給食推進室長 
委 員 川崎市立小学校長会長が指名する校長 
 川崎市立中学校長会長が指名する校長 
 川崎市教職員組合執行委員長が指名する役員 

 川崎市ＰＴＡ連絡協議会会長が指名する者 

 教育委員会事務局総務部企画課長 
 教育委員会事務局職員部教職員課長 
 教育委員会事務局教育環境整備推進室〔施設マネジメント〕担当課長 
 教育委員会事務局学校教育部指導課〔指導・調整〕担当課長 
 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 
 教育委員会事務局中学校給食推進室〔食育推進〕担当課長 

 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 

 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 

 
別表第２（第５条関係） 

中学校給食推進連絡調整会議作業部会 
部会長 教育委員会事務局中学校給食推進室長 
部会員 川崎市立小学校長会長が指名する教職員 
 川崎市立中学校長会長が指名する教職員 
 川崎市教職員組合執行委員長が指名する役員（専門部長を含む。） 
 教育委員会事務局学校教育部指導課〔指導・調整〕担当課長 

 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 
 教育委員会事務局中学校給食推進室〔食育推進〕担当課長 
 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 

 



中学校給食推進連絡調整会議 名簿 

 
 平成２７年４月１日現在 

№ 役職 所属 氏名 

1 座長 川崎市ＰＴＡ連絡協議会会長 齊藤 植栄

2 副座長 教育委員会事務局中学校給食推進室長 望月 明弘

3 委員 土橋小学校長 鈴木信一郎

4 委員 中野島小学校長 山崎 惠子

5 委員 中原中学校長 伊藤 民子

6 委員 宮崎中学校長 佐藤  剛

7 委員 川崎市ＰＴＡ連絡協議会前会長 小原  良

8 委員 川崎市ＰＴＡ連絡協議会副会長 伊藤ともみ

9 委員 川崎市ＰＴＡ連絡協議会事務局長 宮嶋 普子

10 委員 川崎市教職員組合書記長 阿部 直樹

11 委員 川崎市教職員組合書記次長 粳間 雅史

12 委員 教育委員会事務局総務部企画課長 古内  久

13 委員 教育委員会事務局教育環境整備推進室〔施設マネジメント〕担当課長 澁谷 雅彦

14 委員 教育委員会事務局職員部教職員課長 小田桐 恵

15 委員 教育委員会事務局学校教育部指導課〔指導・調整〕担当課長 星野 泰夫

16 委員 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 邉見るみ子

17 委員 教育委員会事務局中学校給食推進室〔食育推進〕担当課長 北村 恵子

18 委員 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 森  有作

19 委員 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 古俣 和明

 



 ■ 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 １

平成27年5月19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 ２

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】
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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）
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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  

平成 27 年４月１日  

27 川教給第４号  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、川崎市の設置する中学校（以下「市立中学校」と

いう。）において学校給食法（昭和 29 年法律第 160 号。以下本条にお

いて「法」という。）第４条の規定に基づき実施する学校給食（法第３

条第１項に規定する学校給食をいう。以下同じ。）に係る学校給食費（法

第 11 条第２項に規定する学校給食費をいう。以下同じ。）の取扱い等

に関し必要な事項を定めるものとする。  

（学校給食の実施）  

第２条 市立中学校の校長は、当該市立中学校に在学するすべての生徒

（夜間学級に在学する生徒を除く。以下同じ。）に対し、学校給食を実

施するものとする。  

２ 前項の規定により実施する学校給食は、完全給食（学校給食法施行

規則（昭和 29 年文部省令第 24 号）第１条第２項に規定する完全給食

をいう。）とする。  

３ 前２項の規定にかかわらず、市立中学校の校長は、当該市立中学校

に在学する生徒（以下「対象生徒」という。）のうち次に掲げる者につ

いて、学校給食の全部若しくは一部（飲用牛乳（直接飲用に供する目

的で販売されている牛乳をいう。以下同じ。）の提供に限る。）を停止

し、又は除去食（食物アレルギーの原因食品（卵、小麦、そば、落花

生、乳、えび及びかにに限る。）を除いて調理する食事をいう。以下同

じ。）による学校給食を実施することができる。  

（１）食物アレルギー等の事由により、学校給食の全部又は一部を受け

ることができない者  

（２）病気、事故その他の事由により、学校給食を受けることができな

い者  

（３）その他市立中学校の校長が、学校給食を受けることが適当でない

と認める者  

 

（学校給食の申込み等）  

第３条 対象生徒に学校給食を受けさせようとする当該対象生徒の保護

者（学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 16 条に規定する保護者

をいう。）（以下「対象保護者」という。）は、対象校長及び公益財団法

人川崎市学校給食会（以下「給食会」という。）に、学校給食の実施に

ついて、対象校長が指定する日までに申込みを行うものとする。この

場合における申込みは、対象生徒ごとに、学校給食申込（変更届出）

書（第１号様式）その他当該対象生徒が在学する市立中学校の校長（以

下「対象校長」という。）が指定する書類を、対象校長に提出すること

により行うものとする。  

２ 前項の規定により対象校長が対象保護者から学校給食申込（変更届

出）書の提出を受けた場合は、当該提出をもって、対象保護者から給

食会に、学校給食申込（変更届出）書の提出があったものとみなし、

対象校長は、当該学校給食申込（変更届出）書の写しを、速やかに給

食会へ交付するものとする。  

３ 第１項の規定により学校給食申込（変更届出）書を提出した対象保

護者は、当該申込書の記載事項（学校名、学年及びクラス名を除く。

本項において同じ。）を変更しようとする場合又はその記載事項に変更

を生じた場合は、速やかに、学校給食申込（変更届出）書を、対象校

長及び対象校長を経由して給食会に提出するものとする。  

４ 第２項の規定は、前項の規定による提出があった場合について準用

する。  

（学校給食の全部又は一部の停止等）  

第４条 対象生徒の学校給食の全部若しくは一部（飲用牛乳の提供に限

る。）を停止させ、又は対象生徒に除去食による学校給食を受けさせよ

うとする対象保護者は、対象校長が指定する書類を、対象校長が指定

する日までに、対象校長へ提出し、対象校長の承認を受けるものとす

る。  

２ 対象校長は、前項の承認を行ったときは、学校給食の全部若しくは

一部（飲用牛乳の提供に限る。）を停止する日又は除去食による学校給
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食を開始する日の６日前（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律  

（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日又は 12 月 29 日から翌年

の１月３日までの日（以下「休日等」という。）を除く。）までに、給

食会が定める方法により、給食会に給食物資の発注の停止又は変更の

届出を行うものとする。  

３ 前２項の規定は、次に掲げる場合について準用する。  

（１）第１項の規定に基づき学校給食の全部又は一部（飲用牛乳の提供

に限る。）が停止されている対象生徒の学校給食を、年度の途中から、

全部の実施に変更する場合  

（２）第１項の規定に基づき学校給食の全部又は一部（飲用牛乳の提供

に限る。）が停止されている対象生徒の学校給食を、年度の途中から、

同項の規定に基づき、一部（飲用牛乳の提供に限る。）又は全部の停

止に変更する場合  

（３）第１項の規定に基づき除去食が提供されている対象生徒の学校給

食を通常食に変更する場合  

（学校給食の基準実施回数）  

第５条 学校給食費の額の算定に当たっては、学校給食の実施回数は、

１年度 155 回（３学年にあっては 141 回）を基準とするものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、対象校長は、学校運営上の都合等により

必要があると認めるときは、前項の基準に満たない回数により学校給

食を実施することができる。この場合において、学校給食費の額の減

額は、行わないものとする。  

（学校給食費の額等）  

第６条 学校給食費は、対象生徒１人当たり年額 45,210 円（３学年にあ

っては 41,140 円）とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、第４条第１項の規定に基づき学校給食の

全部又は一部（飲用牛乳の提供に限る。）を停止する場合の学校給食費

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。  

（１）学校給食の全部を停止する場合 対象生徒１人当たり年額零円  

（２）学校給食の一部（飲用牛乳の提供に限る。）を停止する場合 対象

 

生徒１人当たり年額 37,290 円（3 学年にあっては 33,990 円）  

（学校給食費の納入）  

第７条 対象保護者は、前条に定める対象生徒１人当たりの学校給食費

の年額を 11 で除して得た額を、毎月（８月を除く。）末日（同日が金

融機関等の休業日であるときは、その翌営業日。以下「納期限」とい

う。）を限度として、対象校長が指定する日までに原則として口座振替

又は対象校長が指定する口座への振込の方法により、対象校長を経由

して給食会に納入するものとする。  

２ 前項に規定する学校給食費の月額は、次のとおりとする。  

（１）学校給食の全部を実施する場合 対象生徒１人当たり月額 4,110

円（３学年にあっては 3,740 円）  

（２）第４条第１項の規定に基づき学校給食の全部を停止する場合 対

象生徒１人当たり月額零円  

（３）第４条第１項の規定に基づき学校給食の一部（飲用牛乳の提供に

限る。）を停止する場合 対象生徒１人当たり月額 3,390 円（３学年

にあっては 3,090 円）  

３ 前２項の場合において、８月の学校給食費は、対象生徒１人当たり

月額零円とする。  

４ 第１項の場合において、月の途中において市立中学校間の転出入が

ある生徒の当該月以後の月額の学校給食費は、原則として、当該生徒

が転入する市立中学校の校長を経由して給食会へ納入するものとする。

この場合において、当該生徒が転出する市立中学校の校長は、当該生

徒が転入する市立中学校の校長に、当該生徒の当該月に係る学校給食

の実施状況について、連絡するものとする。  

５ 学校給食の全部が実施されている対象生徒の学校給食を、年度の途

中から、第４条第１項の規定に基づき全部又は一部（飲用牛乳の提供

に限る。）の停止に変更する場合及び同項の規定に基づき学校給食の全

部又は一部（飲用牛乳の提供に限る。）が停止されている対象生徒の学

校給食を、年度の途中から、全部の実施に変更する場合の変更日の属

する月以後の月額の学校給食費は、第２項第１号に定める額とする。  



 

６ 第４条第１項の規定に基づき学校給食の全部又は一部（飲用牛乳の

提供に限る。）が停止されている対象生徒の学校給食を、年度の途中か

ら、同項の規定に基づき、一部（飲用牛乳の提供に限る。）又は全部の

停止に変更する場合の変更日の属する月以後の月額の学校給食費は、

第２項第３号に定める額とする。  

７ 第１項の場合において、対象保護者から対象校長へ送金するための

振替又は振込に係る手数料は、保護者の負担とする。  

８ 第１項の場合において、対象校長から給食会へ送金するための振替

又は振込に係る手数料は、給食会の負担とする。  

（年度の途中の転出入等の事由による学校給食費の取扱い）  

第８条 対象保護者は、市立中学校以外の中学校からの転入等の事由に

より、年度の途中から学校給食が開始されることとなる場合は、当該

学校給食の開始日が属する月以後の月額の学校給食費を納入するもの

とする。  

２ 対象保護者は、市立中学校から市立中学校以外の中学校への転出等

の事由により、年度の途中で学校給食が実施されなくなることとなる

場合は、当該学校給食の 終日が属する月までの月額の学校給食費を

納入するものとする。  

（学校給食費未納整理簿）  

第９条 対象校長は、第７条第１項に規定する納期限までに学校給食費

の納入がない場合は、当該納期限までに学校給食費の納入がない保護

者（以下「未納者」という。）について、学校給食費未納整理簿（第２

号様式）を作成し、次に掲げる事項を記載するとともに、給食会に対

し、速やかに当該整理簿の写しを交付するものとする。  

（１）未納者の氏名及び住所  

（２）対象生徒の学校名、学年、クラス名、氏名及び住所  

（３）未納月及び納入がなかった学校給食費（以下「未納金」という。）

の額  

（４）督促の経過  

（５）生活保護制度、就学援助制度等に係る申請、認定等の状況  

 

（６）その他対象校長が必要と認める事項  

（督促）  

第１０条 給食会は、未納者に対し、第７条第１項に規定する納期限後、

対象校長を経由して、未納金の納入を督促することができるものとす

る。  

２  前項の規定による督促において指定する納期限は、当該督促状を発す

る日から起算して 10 日以内とする。  

３ 第１項の規定による督促は、第７条第１項に規定する納期限以後２

年以内に行うものとする。  

（催告等）  

第１１条 給食会は、前条第１項の規定による督促によっても、なお未

納金の納入がない未納者に対し、内容証明郵便により、未納金の納入

を催告することができるものとする。  

２ 前項の規定による催告において指定する納期限は、当該催告書を発

する日から起算して 10 日以内とする。  

３ 第１項の規定による催告は、第７条第１項に規定する納期限以後２

年以内に行うものとする。  

４ 給食会は、第１項の規定による催告によっても、なお未納金の納入

がない未納者に対し、当該催告を行った日以後６箇月以内に、裁判上

の請求、支払督促の申立てその他の必要な法的措置をとることができ

るものとする。  

（学校給食費の遅延損害金）  

第１２条 給食会は、第７条第１項に規定する納期限の翌日から納入の

日までの日数に応じ、未納金に年５％の割合を乗じて計算した金額に

相当する遅延損害金を、未納者から徴収することができるものとする。 

２ 前項の規定により計算した遅延損害金の額に 100 円未満の端数があ

るとき、又はその全額が 1,000 円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨てるものとする。  

３ 第１項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間につ

いても、365 日当たりの割合とするものとする。  



 

（遅延損害金の減免）  

第１３条 給食会は、未納者が未納金を第７条第１項に規定する納期限

までに納入しなかったことについて、次に掲げるやむを得ない理由が

あると認められる場合は、前条第１項の遅延損害金を減免することが

できるものとする。  

（１）未納者がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。  

（２）未納者が生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 11 条第１項各

号に掲げる扶助を受けていること。  

（３）未納者又はその者と生計を同じくする者が疾病にかかり、又は死

亡したこと。  

（４）未納者がその事業につき著しい損失を受けたこと。  

（５）未納者が失職等をしたこと。  

（６）その他給食会が減免の必要があると特に認めた理由  

（未納金等に係る債権の放棄）  

第１４条 給食会は、未納金について次の各号のいずれかに掲げる事由

が生じたときは、未納金及びこれに係る遅延損害金は、放棄すること

ができるものとする。ただし、未納金について、未納者ととともに債

務を負担する者その他弁済の責任を負うべき他の者があり、その者に

ついて次に掲げる事由がないときは、この限りでない。  

（１）未納金について時効の援用があり、消滅時効が完成したこと。  

（２）破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 253 条第１項その他の法令の

規定により未納者が未納金につきその責任を免れたこと。  

（３）その他給食会が債権を放棄する必要があると特に認めた理由  

（委任）  

第１５条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要

な事項は、教育長が別に定める。  

附 則（平成 27 年４月 日 27 川教給第 号）  

（施行期日）  

１ この要綱は、決裁の日から施行する。  

（経過措置）  

 

２ この要綱の規定は、平成 28 年１月１日以後に川崎市立東橘中学校

において実施する学校給食について適用する。  



 

第１号様式（第３条関係） 

 

学 校 給 食 申 込（変  更  届）書 

 

平成  年  月  日 

 

（あて先) 川崎市立   中学校長 

     公益財団法人 川崎市学校給食会理事長 

 

申
込
者
（
保
護
者
）

氏  名                     印

住  所 
郵便番号   －       

 

電話番号    －   －  （携帯  －  －  ）

生 徒 氏 名  学年・組   年 組 

 

私は、「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」（裏面参照）を了承し、

学校給食の提供を申し込み（変更し）ます。 

 

該当する番号に○印を記入してください。（全員喫食が原則です。） 

１．申込みの場合 ２．変更の場合 

(1) 学校給食の提供を受けます。 

(2) 食物アレルギー等の理由により、学校給食の

全部の停止又は牛乳のみの停止を希望します。

※ 停止を希望する理由を記入してください。 

 

 

 

 

(1) 学校給食の全部の停止を希望します。

(2) 牛乳の停止を希望します。 

(3) 学校給食の全部の再開を希望します。

(4) 牛乳の再開を希望します。 

※ 変更の理由を記入してください。 

(食物アレルギー、長期欠席等) 

 

※ 保護者は、食物アレルギー等の理由により学校給食の全部の停止又は牛乳のみの停止を希

望する場合及び申込内容の変更を希望する場合には、在籍する学校との協議が必要となりま

す。 

※ 兄弟姉妹で申し込む場合は、お１人ずつ別々の申込書にご記入ください。 

※ 保護者は、学校に提出してください。 

※ 口座振替手続のため、別紙「給食費口座振替依頼書」に必要事項を記入し、在籍する学校

に提出してください。 

※ 本申込書の提出により、在籍する学校において卒業までの間の学校給食の提供を行います。 

※ 学校給食費を滞納した場合は、学校給食会により、支払督促等の法的措置がとられること

があります。 



第２号様式（第９条関係）

No.

続柄

催告状発送日

催告状納期限

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

学校給食費滞納記録簿　個票

番号 ― 中学校名

生徒名

保
護
者
名

名前 住所

生年月日（学年） 　　　　　　年　　　月　　　日生　（　　年　　組）

入学年月日

電話番号 勤務先 電話番号

制度の利用状況 　１．生活保護　　　２．就学援助　　　３．制度を利用していない

滞納理由

転入元学校名 転入年月日

平成　年　月　日

平成　年　月　日

平成　年　月　日

処理てん末

円 円

督促状発送日（1回目） 督促状発送日（2回目）

平成　年　月　日

平成　年　月　日

平成　年　月　日

平成　年　月　日

平成　年　月　日

平成　年　月　日

平成　年　月　日

平成　年　月　日

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

督促状発送日（3回目）

督促状（1回目）納期限 督促状（2回目）納期限 督促状（3回目）納期限

転出年月日

滞納額

転出先学校名

納期限 累計額



【参考資料１】
　文部科学省公表資料
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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

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

ミルク
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

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

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

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

5月13日 教育委員会

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

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（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

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

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

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）

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

平成２７年
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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
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第１０回 中学校給食推進連絡協議会 会議録 

 

■開催日時  平成 27年 3月 11 日（水） 10：00～10：50 

■場  所  教育会館 第３会議室 

■出 席 者  座長：川崎市ＰＴＡ連絡協議会 齋藤会長 

       委員：中学校校長会 渡邉校長、伊藤校長 

          川崎市ＰＴＡ連絡協議会 小原前会長、伊藤副会長、宮嶋事務局 

          川崎市教職員組合 倉田副委員長、阿部書記長、粳間書記次長（オブザーバー） 

          教育）望月中学校給食推進室長  

             古内教育環境整備推進室担当課長、 

邉見健康教育課担当課長 

森中学校給食推進室担当課長、北村中学校給食推進室担当課長 

古俣中学校給食推進室担当課長 

       ※欠席者： 小学校校長会 鈴木校長、山崎校長 

教育）小田桐教職員課長、野本企画課長、市川指導課担当課長、 

  

       事務局：教育）中学校給食推進室 二瓶担当係長、新田主任、谷口主任、佐藤主任  

沼田主任 

 

■内  容（進行 中学校給食推進室） 

 

― 資料確認 ― 

 

― 座長挨拶 ― 

       

― 資料１説明（市立中学校完全給食実施に向けた取組について） 

資料２－１説明（（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業 入札公告について） 

資料２－２説明（（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について） 

 

    （事務局より説明） 

 

委  員  資料２－１の入札参加者の資格要件において、過去に問題があった事業者の参加を制限する

ことはあるか。 

 

事 務 局  参加資格確認の時点では問わないが、入札から審査までの間で何らかの事故等により参加資

格の滅失等の事由が発生した場合、SPC 入札参加者の構成員の変更等を認める場合がある。 

 

― 資料３説明 （食に関する指導の全体計画・年間指導計画について 修正案）― 

参考資料４ 
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    （事務局より説明） 

 

委  員  本案を来年度から提示していくこととした場合、センター方式、自校方式、合築校とで完全

給食の開始時期が異なるので、中学校完全給食の開始により変更となる部分を括弧書きにす

るなど工夫したらどうか。 

 

事 務 局  平成 29年度の全校完全給食実施を見据えてのものだが、平成 27年度に試行実施を行う東橘

中学校へ提示するものとしてお示しさせていただいた。完全給食が開始していない学校につ

いては、現在の「学校における食に関する指導プラン」を参考に計画作成をしていただけれ

ばよい。 

 

― その他 ― 

 

委  員  完全給食の早期実施に向けた諸課題の検討を行う本連絡協議会の作業部会はいつ頃開催予定

か。 

 

事 務 局  人選が出揃っていないが、４月を目途に開催したい。 

 

委  員  作業部会の部会員については、どのような人選でどのような内容を検討していくのか。 

 

事 務 局  中学校完全給食実施に伴い、学校現場で様々な課題が生じてくるものと思われるので、課題

のテーマに応じて柔軟に人選していただければよい。 

 

委  員  各中学校の配膳室整備の進捗状況はどうか。 

 

事 務 局  本年度は 15 校で配膳室整備に向けた改修設計を行っており、その 15 校については平成 27

年度に工事着手する。また、平成 27年度は新たに 19校で設計に着手し、その 19校について

は平成 28年度に工事を予定している。 

 

委  員  学校によっては廊下がかなり滑るようだ。生徒が給食を運搬するのに支障があるのではない

か。配膳室の整備だけでなく、周辺の教育環境も整えていただきたい。 

 

事 務 局  配膳室の整備に向けた調整の中で、学校によっては、配膳室以外の施設設備の修繕等につい

ての要望がある。教育環境や生徒の安全面を考慮し、配膳室の整備だけではなく周辺環境も

整えていきたいと考えており、修繕等の要望がある場合には所管部署に申し伝えながら学校

と調整していくが、学校からも上げて頂くようお願いしたい。 

 

委  員  中学校完全給食実施に伴う食育推進のあり方について、DVD を作成して活用するなど、教育

委員会だけでなく本市の食育推進計画の所管部署である健康福祉局とも連携して取組ができ

ればよい。 

 

事 務 局  市の食育推進会議には、教育委員会の健康教育課も事務局となっており、健康福祉局等とも
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連携して食育推進の取組を進めていきたい。この会議とは別に、健康づくり推進会議の行政

区７区の分科会があり、栄養教諭や学校栄養職員、養護教諭など学校現場の職員が参加して

いる。中学校給食推進室としても健康教育課と共にこれらの取組の情報発信を行い、効果的

に各中学校へ周知していきたい。 

 

事 務 局  学校における食育推進の取組として、健康教育課で行っている食育担当者会議で小学校の栄

養教諭が中学校の食育担当者とネットワークを構築し、アドバイザーとして中学校の食育推

進に取り組んでいる事例もある。 

       

事 務 局  学校給食センターの開設に合わせて、施設の紹介とともに、食育推進の要素も取り入れた DVD

等の作成を検討していきたいと考えている。 

 

 

 

室長挨拶 

 

10 時 50 分 閉会 

 


