
   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

最終改正 平成 28 年４月１日

28 川教給第 33 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
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（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 2 6 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。）に変更があっ

た場合は、速やかに、学校給食申込書記載事項変更届（第２号様式）

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、学校給食停止・再開願（第３号様式）その他

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



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 166 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 48,400 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 39,930 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（以下「月額」という。）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。）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。ただし、４月分の月額の学校給食費の納期限

は翌々月末日までとし、５月分の月額の学校給食費の納期限は翌月末

日までとする。

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 4,400

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 3,630 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、当該学校給食の最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４

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１日 27 川教給第４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及び平成 29 年１月１日以後に川崎市立犬

蔵中学校、川崎市立中野島中学校及び川崎市立はるひ野中学校におい

て実施する学校給食について適用する。

附 則（平成 27 年６月 11 日 27 川教給第 52 号）

（施行期日）

この要綱は、決裁の日から施行する。

附 則（平成 28 年４月１日 28 川教給第 33 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 改正後の要綱第５条から第７条までの規定は、施行日以後に実施

する学校給食に係る実施回数、学校給食費及び納期限について適用

し、同日前に実施した学校給食に係る実施回数、学校給食費及び納

期限については、なお従前の例による。



第１号様式（第３条関係）

学 校 給 食 申 込 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   －      

川崎市

電話番号 －   －     （携帯    －   －    ）

生 徒 氏 名
学年・組・

出席番号
年  組  番

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、

学校給食の提供について申し込みます。

※ 本申込書を学校が指定する期日までに、学級担任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、学校給食を提供します。 

※ 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。 

※ 食物アレルギー等の理由により学校給食の全部若しくは一部の停止又は除去食の提供を希

望する場合及び停止された学校給食の再開等を希望する場合は、学校との協議及び校長の承

認が必要となりますので、別途事前にお申し出ください。

※ 学校給食費を滞納した場合は、公益財団法人川崎市学校給食会により、支払督促等の法的

措置がとられることがあります。 

※ 本申込書に記載された個人情報は、川崎市及び公益財団法人川崎市学校給食会において、

学校給食の管理運営目的のみに利用し、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57

号）及び川崎市個人情報保護条例（昭和 60 年川崎市条例第 26 号）に基づき適正に取り扱い

ます。 



平成 27 年４月１日 
27 川教給第４号 

最終改正平成 27 年 6 月 11 日 
27 川教給第 52 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 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 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。）に変更があっ
た場合は、速やかに、学校給
食申込書記載事項変更届（第
２号様式）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、学校

給食停止・再開願（第３号様
式）その他対象校長が指定す
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、当該学校給食の最終
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４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４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。 

附 則（平成 27 年 6 月
11 日 27 川教給第 52 号） 
（施行期日） 
この要綱は、決裁の日から

施行する。 

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 









資料６

給食費について
・１食単価 ２９０円程度
・年間実施回数により年額を算出し、１１月で割り返し月額を設定
参考 東橘中試行額等（平成２８年度）

年額 ４８，４０００円（牛乳代を含む） 月額 ４，４００円
実施回数　１６６回

・学校徴収金と同じく、口座振替により徴収
・「学校給食申込書」をあらかじめ提出

給食費徴収の流れ（案）

保護者 学校 学校給食会

給食費引落口座へ入金 給食費の引落
引落確認

未納整理簿の作成

徴収済額の送金・

未納整理簿の送付
送金・送付

入金確認

未納整理簿受領

未納者あて

引落不可文書作成
引落不可文書送付引落不可文書の受領

学校指定口座へ入金 入金
入金確認

未納整理簿の消し込み

未納者がいる場合

入金金額・

未納整理簿の送付 送金・送付 入金確認

未納となってから

一定期間経過後に

督促状の作成

継続した未納者が
いる場合

督促状送付
督促状確認

保護者へ送付準備督促状送付督促状の受領

学校指定口座へ入金

督促状送付後も継続し
た未納者がいる場合

督促状送付後もなお未

納で一定期間経過後に

催告書の作成
催告書送付催告書の受領

入金がなかった場合

残高不足により
引き落とせなかった場合

入金がなかった場合

入金

入金金額・

未納整理簿の送付
送金・送付 入金確認

給食会指定口座へ

入金
入金 入金確認

未納整理簿の消込

未納整理簿の送付

入金確認・

未納整理簿の消し込み

未納整理簿受領 送付

学校給食申込書の記入 申込書の提出
学校給食申込書受領

写しを学校給食会へ送付
送付

学校給食申込書（写）受領

保管



新・川崎市学校給食会給食管理システムの概要

給食管理システム

・食数・牛乳必要数（クラス単位）の登録

・行事予定による食数・牛乳必要数の

変更入力

栄養士配置校は上記作業に加えて

・予定食材量の変更入力

・献立入力・作成等

・食数・食材量等の学校等が変更した内容の

確認作業
・献立及び入力食数等による必要食材及び量の

入札関連作業

・必要食材及び量の発注・納品関連業務

・必要食材及び量の支払関連業務

・etc...
学校の作業

給食会の作業

・給食カレンダー登録

・献立変更・決定登録

教育委員会の作業

・予定食材量の変更入力

・献立入力

・アレルギー生徒関連情報入力

・クラス単位の食数情報の出力

・アレルギー生徒関連情報出力

学校給食センターの作業

川崎市計画配置PCよりアクセス
（献立作成時は、教育用PC（ケインズPC）からのアクセスも可）

給食会配置PCよりアクセス

・太字の項目

今まで紙ベースで対応していた業務に

ついて新たにシステムで対応する業務

新・川崎市学校給食会給食管理システムについて

給食の提供を行うにあたり、献立の決定、給食の実施日、食

数の管理、食材の発注・支払等を連携して行う必要がある。現

在は、それぞれ学校や教育委員会、及び学校給食会において

業務を行っており、連携に必要な情報は、主に紙データでのや

り取りを行いデータの再入力等を行っている。これを川崎市計

画配置ＰＣ等からインターネットを介してアクセスするシステム

で総合的に管理することにより、情報の一元化およびデータの

再入力による負担の軽減、ヒューマンエラーの防止、情報の即

時反映が可能となる。

中学校の作業としては、主に食数の管理をシステムで行い、

栄養士配置校では献立作成等も行う。

主なスケジュール

平成27年10月 システム開発
28年 9月 仮稼動

※東橘中,犬蔵中,中野島中,

はるひ野中では本運用

29年 4月 小学校113校、中学校52校

特別支援4校で本稼動

資料７



平成28年5月10日（火）第16回中学校給食推進連絡調整会議 

川崎市立中学校完全給食実施の手引き

（内部検討案 280510ver）

平成28年 月 日 

川崎市教育委員会事務局



第１章 中学校給食の目的・目標

第２章 中学校給食の運営と組織

第３章 中学校給食を活用した食育の推進

第４章 中学校給食における栄養管理

第５章 中学校給食における食物アレルギー対応

第６章 中学校給食における衛生管理

第７章 中学校給食における危機管理

第８章 中学校給食における会計事務

第９章 中学校給食における物資管理

第 10章 中学校給食における配膳員の業務 



月       日        曜日 

時間 午後2時～4時 30分（開場1時30分） 

会場 幸市民館1階大ホール 

 対 象【中学校】校長、教頭、教職員、養護教諭、栄養教諭 

    【小学校・特別支援学校・高等学校】養護教諭、栄養教諭・学校栄養職員、その他 

希望する職員 

申し込み方法 

  別添「受講申し込み書」に氏名等記入後、ＦＡＸまたは逓送便にて６月３０日（木）まで

に送付してください。資料準備のため、ご協力をお願い致します。 

７ ２２ 

実施日 

金 

研修の目的 

管理職の十分な理解とリーダーシップのもと、学級担任や養護教諭、教務主任、保健主任

等がそれぞれの立場でチームとして対応が行われるような体制の構築など、中学校給食実施

における食物アレルギーの対応について、食物アレルギー対策に知見のある講師に学びます。

また、エピペン○Rトレーナーを用いた実技では、手順の確認や使用方法を学び、緊急時の対

応に備えます。 

内 容 

（１）講話「家庭と地域でアレルギー児を支えよう」 

     講師NPO法人アレルギーを考える母の会 代表理事 園部まり子氏 

講話「学校における適切な食物アレルギーおよびアナフィラキシー対応」 

  講師 昭和大学医学部小児科学講座講師 医学博士 今井孝成先生 

    （講師略歴は裏面をご覧ください。） 

（２）エピペン○Rトレーナーを使用した実技 

～申込み・問合せ～ 

担当 教育委員会事務局中学校給食推進室 

電話 ２００－２５３９ 田中・新田・大谷 

FAX  ２００－２８５３ 

（案） 
資料９


