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はじめに

本市の小学校における学校給食は、昭和31年４月から完全給食

が開始されて以来、今日まで小学校５校でいわゆる単独校調理場

方式、直営による完全給食が実施されている。

一方、中学校給食については、逗子市総合計画基本計画におい

て2014年度（平成26年度）を目標として、市立の中学校で完全給

食の実施が明示されている。また、市民からは、市長及び教育委

員会に対して中学校給食の早期実施の要望書が提出されており、

市議会では「市立中学校完全給食早期実施に関する陳情」が了承

され、「市立中学校完全給食早期実施を求める決議」もなされてい

る。

これらの経緯を踏まえ、中学校完全給食の実施に向けた教育委

員会における具体的な取組みとしては、昨年度より、学校教育課

の職員を中心に中学校給食を実施している先進自治体等の視察や

資料の収集等の調査を行ってきた。平成20年７月には更に詳細な

調査研究を進めるため、教育部内の職員で構成する「逗子市立中

学校給食調査検討委員会」を立ち上げ、本市にとって実現可能な

中学校給食の提供方式を検討、協議し、この度、複数の提供方式

のパターンに絞り込み、その結果を検討委員会の報告書として提

出するに至った。次年度には、市長部局も交えた調査検討委員会

を発足させる予定としており、本報告書がその討議資料として活

用されることを望むものである。

ロ
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１経過

学校給食法においては、義務教育の目的を実現するために「日常生活にお

ける食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと」、「学校生活を

豊かにし、明るい社交性を養うこと」、「食生活の合理化、栄養の改善及び

健康の増進を図ること」及び「食糧の生産、配分及び消費について、正しい

理解に導くこと」を目標とし、その達成に努めることとされている。

この目標を踏まえ、本市の小学校給食では、安全でおいしい給食の提供及

び「食への関心」を高めることに努め、給食室のドライシステムの運用を推

進し、またアレルギー対応食の提供にも取り組んでいる。

また、逗子市学校教育総合プランにおいても健康教育の推進を行動プラン

として掲げ、食教育の推進に取り組むこととしている。

このような観点からも中学校での完全給食実施に向けて、平成20年７月に

は、教育部内に教育部次長を委員長、教育部参事を副委員長とし、教育総務

課課長補佐、学校教育課主幹（学務担当）、学校教育課課長補佐、学校教育

課主任調理員の６名で構成する「逗子市立中学校給食調査検討委員会」を設

置し、中学校の完全給食の実施に向けて調査検討を行ってきた。

調査検討内容は、給食の提供方式である、単独校調理場方式（以下※１「単

独校方式」という。）、共同調理場(センター)方式（以下※２「センター方式」

という。）、親子校調理場方式（以下※３「親子校方式」という。）の３つの

パターンのそれぞれに、調理形態を直営の場合あるいは民間委託した場合等

を組み合わせた数多くのパターンの中から７つのパターンに絞り込み、それ
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らのパターンについて、これまでの調査で収集した各自治体の実施例及び調

・理民間委託業者・厨房機器業者、配送業者の概算見積を参考に、施設の規模

や建設工事費、給食機器設備費等の建設に係る経費のほか、人件費・施設維

持管理費等のランニングコスト等を精査したものである。

平成21年度にはこの結果を基に、市長部局の企画・財政所管、都市整備所

管を交えて庁内検討部会を組織し、更に詳細な調査検討を行い、平成22年度

には行政案としての実施手法（①提供方式く単独校・親子校・センター＞の

決定、②調理形態く直営・民間委託＞の決定など）の方針を決定し、平成２６

年度までには中学校完全給食の実施を目指すものである。

<注釈＞

※１単独校方式・・・栄養士が作成した献立に従い、学校に設置した調理場で調理した

給食を自校のみ提供する方式。

※２センター方式・・栄養士が作成した献立に従い、共同調理場で調理した給食を各学

校に配送する方式

※３親子校方式・・・栄養士が作成した献立に従い、学校（親校）に設置した調理場で

調理した給食を自校のほか、他校（子校）へも配送する方式

ｂ
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２調査検討概要

中学校給食の給食提供方式については、単独校方式、親子校方式、センタ
ー方式及びデリバリー方式（弁当配送方式）が考えられるが、本市の総合計
画基本計画においては、中学校完全給食の実施を目標としているため、デリ
バリー方式は検討から除外し、他の３方式に静岡県三島市で実施している中
学校間親子校方式を加え、調査、検討した結果を次のとおり報告する。

(1)絞り込みの考え方
ア単独校方式．

（ｱ）逗子中学校と沼間中学校は食数が近いため、逗子中学校で算定した
結果を沼間中学校に当てはめることとする。

（ｲ）逗子中学校は民間委託のみで考える。直営の場合は久木中学校の結
果を利用することとする。

（ｳ）久木中学校は食数が多いので直営、民間委託の両方のパターンで考
えることとする。

イ親子校方式

親子校方式は、配膳室の配置や配車スペースの確保、配送経費等の要
因が絡み合い複雑となるので、食数の多い組合せに絞って、直営、民間
委託の両方のパターンを考えることとする。

ウセンター方式

小学校を含めた８校分の方式は､小学校における調理形態の運営方法に
ついて関係団体との調整もあるため､中学校３校だけをセンター方式で民
間委託した場合に限り考えることとする。
エ３方式以外で三島市で実施している中学校間親子校方式
センター的機能をもつ給食施設を親校の中学校敷地に設置し､子校の２

中学校に配膳するという､センター方式と親子校方式を融合させた中学校
間の親子校方式も検討に入れることとする。｡

Ｅ

(2)絞り込んだ７つのパターン

ア逗子中学校単独校方式委託（調理業務の民間委託）
イ久木中学校単独校方式直営（調理員全員が市費常勤職員）

ウ久木中学校単独校方式委託（調理業務の民間委託）
エ久木中学校・久木小学校・小坪小学校間の親子校方式直営（調理員

全員が市費常勤職員）

オ久木中学校・久木小学校・小坪小学校間の親子校方式委託（調理業

４



務の民間委託）

力センター方式（中学校３校）委託（調理業務の民間委託）

キ中学校１校に中学校３校分の調理場を設置し、他の中学校２校に配送

する中学校間親子校方式

(3)上記(2)における設定条件

ア単独校方式

（ｱ）給食施設の規模等

ａ1階は調理施設とランチルームの小、２階は総ランチルームの鉄骨

造２階建ての施設を設置する。

ｂ、給食施設の建物面積

（a）逗子中学校300食で調理施設260㎡、ランチルーム500㎡．

（b）久木中学校600食で調理施設400㎡、ランチルーム1,000㎡

（ｲ）給食施設の設置場所

ａ逗子中学校

玄関前の花壇・前庭一帯

ｂ久木中学校

木造校舎敷地

ｃ沼間中学校

体育館横の駐車場スペース

（ｳ）その他

ランチルームでの配膳及び片付けについては、直営の場合は調理員

が兼ねることとし、民間委託の場合は受託者の見積りによるものとす

る。

イ親子校方式

（ｱ）給食施設の規模等

ａ親校である久木中学校に１階は調理施設、２階は総ランチルーム

の鉄骨造２階建ての施設を設置する。

ｂ子校となる小学校にはランチルームは設置せず、既存の給食室は

配膳室に改築する。

ｃ給食施設の建物面積

調理施設1,300㎡、ランチルーム1,000㎡

（ｲ）給食施設の設置場所

久木中学校木造校舎敷地（単独校方式と同様）

●

５



（ｳ）その他

ａ親校である久木中学校におけるランチルームでの配膳及び片付け
は､､単独校方式と同様に、直営の場合は調理員が兼ねることとし、
民間委託の場合は受託者の見積りによるものとする。

ｂ子校となる小学校には、配膳係員を各階に１名ずつ配置する。
ｃ小学校、中学校の配送車の待機場所は、親校の中学校内とする。

ウセンター方式

（ｱ）給食施設の規模等

ａ1階は調理施設、２階は更衣室、会議室及び事務室等の付属施設
の鉄骨造２階建て施設を設置する。

ｂ給食施設の建物面積等

建物は1,000㎡、敷地は2,500㎡

（ｲ）給食施設の設置場所

久木小・中学校共同運動場横

（ｳ）その他

ａ中学校に平屋建てランチルーム（逗子中学校500㎡、久木中学校

1,000㎡、沼間中学校500㎡）を単独校方式の給食施設の設置場所と
同様の場所に設置し、配膳員を置く。

ｂ各校の配送車の待機場所は、センター内スペースとする。

エその他

（ｱ）栄養士の配置

ａ児童､生徒数の合計が550名以上の場合は､県費職員が配置される。

ｂ、単独校方式の場合は、各校に常勤職員１名を配置する。

Ｃ親子校方式の場合は、親校に常勤職員１名及び市費非常勤職員を
配置する。

。センター方式の場合は、センターに常勤職員１名及び市費非常勤

職員を配置する。

（ｲ）調理員の配置

ａ直営（調理員全員が市費常勤職員）の場合

に）久木中学校単独校方式６名

（b）久木中学校・久木小学校・小坪小学校間の親子校方式１４名
ｂ民間委託の場合

受託者の見積りによる。

Ｃセンター方式の場合

受託者の見積りによる。

６



け） 米飯給食の回数及び調理等について

米飯給食を週４回とし、そのすべてを自校炊飯（ガス炊飯器）で対
応することとする。

その他

ａ給食機器の備品類は、食数により必要な備品類が異なるので、業
者からの見積書により積算する。

ｂ建築の見積については、設計・建築業者へ依頼すると見積費用が

必要となるため、現段階では各自治体の実施例を参考に算出し、次

(ｴ）

年度以降の検討材料として位置付ける。

0

、
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3．概算経費

①単独校調理場方式
＊給食調理場建築単価１㎡あたり
＊ランチルーム建築単価１㎡あたり
＊設計委託費建築費合計の

600千円

300千円

７％

８

学校名 逗子中学校 久木中学校

調理形態 民間委託 直営（全員常勤） 民間委託

調理倉敷(生徒十教職員） ３００食 ６００食 ６００食

建物面積（調理場） 260㎡ 400㎡ 400㎡

(ランチルーム） 500㎡ 1,000㎡ 1,000㎡

榊造 鉄骨造２階建て 鉄骨造２階建て 鉄骨造２階建て

施設概要

１階が調理室・配膳室.
検収室・下処理室・洗浄
室・食品庫・事務室・休
憩室及び－部ランチルー
ム

２階は全ランチルーム

1階が調理室・配膳室.
検収室・下処理室・洗浄
室・食品庫・率務室・休
憩室及び－部ランチルー
ム

2階は全ランチルーム

１階が調理室・配膳室.
検収室・下処理室・洗浄
室・食品庫・事務室・休
憩室及び－部ランチルー
ム

２階は全ランチルーム

Ａ、初期費用
(単位千円） (単位千円） (単位千円）

建設事業費総計

給食調理場建築費 156,000 240,000 240,000

ランチルーム建築費 150 000 300 000 300 000

設計委託費 ２１ 420 3７ 800 3７ 800

備品費（厨房機器） 4２ 592 6５ 293 6５ 293

消耗品費(調理器具等） ７ 048 1２ 335 1２ 335

合計 377 060 655 ４２８ 655 428

Ｂ、交付金等特財

国交付金(本体工事費） 1１．３９０ 1４．２８０ 14,280

国交付金(附帯施設費） ３ ８１０ ５ 1７２ ５ 1７２

起債額(交付金対象分） 1１ 300 1４ 500 1４ 500

起債額(交付金対象外） 2４１ 500 428 500 428 500

合計 268 000 462 452 462 452

Ａ－Ｂ(実質負担額） 109 060 1９２ 976 192 976

年間ランニング＝スト

栄養士人件費 8,000（1人） 県費対応(1人） 県費対応（1人）

調理員等人件費 ￣ 39,000（6人）

調理委託経費 1９，８１９ 28,996

維持管理･消耗品費等 1,800 3,600 3,600

合計 29,619 ４２．６００ 32,596



②親子校調理場方式（小中学校間）

＊給食調理場建築単価
＊配膳室改築単価
＊ランチルーム建築単価

１㎡あたり

１㎡あたり
１㎡あたり

600千円

120千円

300千円

設計委冒毛響Ｈ童蕊響合､計り

■

９

＊設計委託響；竈鐘響合､許の７９Ａ

学校名(親校） 久木中学校 久木中学校．

学校名(子校） 久木小・小坪小 久木小・小坪小

葡の距離 久木中-0.51Ｔ久木小-3.6km-小坪小 久木中-0.5km-久木小-3.6km-小坪小

調理形態 直営(全員常勤） 民間委託

調理食数(児童生徒十教職員） １，７００食 １，７００食

建物面積(親校調理場） １，３００㎡ １，３００㎡

〃（親校ランチルーム） 1.000㎡ 1.000㎡

建物面積(子校配膳室） 300㎡ 300㎡

榊造
久木中(親校)は鉄骨造２階建て新設
子校は給食室を改築して配膳室

久木中(親校)は鉄骨造２階建て新設
子校は給食室を改築して配膳室

施設概要

〔久木中(親校)〕
１階に調理室・配膳室・検収室・下処理
室・洗浄室・食品庫・事務室・休憩室他
2階にランチルーム
〔久木小、小坪小(子校)〕
配膳室(既存給食室の部分改築各150㎡）

〔久木中(親校)〕
1階に調理室・配膳室・検収室・下処理
室・洗浄室・食品庫・事務室・休憩室他
２階にランチルーム

〔久木小、小坪小(子校)〕
配膳室(既存給食室の部分改築各150㎡）

Ａ・初期費用

建設事業費総計

給食調理場建築費(親校分） 780,000 780,000

配膳室改築費(子校分） 3６ 000 3６ 000

ランチルーム建築費 300 000 300 000

設計委託費 7８ 1２０ 7８ 1２０

備品費(厨房機器類） 264 8９１ 264 891

消耗品費 2９ 045 2９ 045

合計 1.488 056 1.488 056

Ｂ、交付金等特財

国庫補助(本体工事費） 1５，５８３ 1５，５８３

劃庫補助(附帯施設費） ６ 998 6,998

起債額(交付金対象分） 3３ 800 33,800

起債額(交付金対象外） 993 300 993,300

合計 1,049 6８１ 1,049,681

Ａ－Ｂ(実質負担額） 438 375 438,375

年間ランニングコスト

栄護士人件費_(常勤）

〃（非常勤週3日）

県費対応（1人）

1,980（2人）

－－－－県費対応（1人）
1,980（2人）

調理員等人件費 93,682（鵜:船） －－－－－－－－－－
５１，９９１調理委託経費

配送委託経費

－－－－－－－－－－－－

1２．９８８ 1２，９８８

維持管理・消耗品費等 1０，２００ 10,200

合計 1１８．８５０ 7７．１５９



③共同調理場（センター）方式

600千円

300千円

７％

＊給食調理場建築単価１㎡あたり
＊ランチルーム建築単価１㎡あたり

＊設計委託費建築費合計の

10

共同調理場名称
（ 反）逗子給食センター

所在地
逗子市久木

センターよりの各校間距離 センター～0.4km～久木中～4km～逗子中～3.7km～沼間中

調理形態
民間委託

調理食数(生徒十教職員） １，２００食

建物面積（センター） １．０００㎡

敷地面積（センター） 2.500㎡

ランチルーム面積(各中学） 逗子中５００㎡久木中1,000㎡沼間中５００㎡

櫛造
センターは鉄骨造２階建て

各中学校のランチルームは鉄骨造平屋建て

施設概要

〔センター施設〕
1階が調理室・配膳室・検収室・下処理室・洗浄室・食品庫、２階が更
衣室・事務室・休憩室ほか
〔各中学校〕
平屋建てランチルーム

Ａ・初期費用

建設事業費総計

給食調理場建築費 600,000

ランチルーム建築費 600 000

設計委託費 8４ 000

備品費（厨房機器類） 225 449

消耗品費 2５ 426

合計 1,534 875

Ｂ・交付金等特財

国庫補助（本体工事費） 56.282

国庫補助（附帯施設費） 1２ 816

起債額(交付金対象分） ５１ 800

起債額(交付金対象外） 978 400

合計 1，０９９ 298

Ａ－Ｂ(実質負担額） 435 577

年間ランニングコスト

栄養士人件費（常勤） 県費対応（１人）

〃（非常勤週３日） 1．９８０ (２人）

調理員等人‘ 牛費 ￣___

調理委託経費 ５１．２８９

配送委託経費 1４．４５３

維持管理・消耗品費零 7,200

合計 74.922



④親子校調理場方式（中学校間）

＊給食調理場建築単価１㎡あたり

＊ランチルーム建築単価１㎡あたり

600千円

300千円

ロ

＊設計委託響建築響合計の７％

１１

学校名(親校） 久木中学校

学校名(子校） 逗子中・沼間中

親子校間の距離 久木中～逗子中4ｋｍ、久木中～沼間中5.5kｍ

調理形態 民間委託

調理食数(生徒十教職員） １，２００食

建物面稲(親校調理場） 1.000㎡

敷地面積（親校） 2,500㎡

ランチルーム面菰(各中学校） 逗子中５００㎡久木中1.000㎡沼間中５００㎡

榊造
久木中は鉄骨造２階建て
逗子中・沼間中は平屋建て

施設概要

〔久木中（親校）〕
1階が調理室・配膳室・検収室・下処理室・洗浄室・食品庫．
事務室・休憩室ほか施設
2階がランチルーム
〔逗子中・沼間中(子校)〕
平屋建てランチルーム

Ａ、初期費用

建設事業費総計

給食調理場建築費(親校分） 600,000

ランチルーム建築費(親校分） 300 000

ランチルーム建築費(子校分） 300 000

設計委託費 8４ 000

備品費(厨房機器類） 225 449

消耗品費 2５ 426

合計 1,534 875

Ｂ・交付金等特財

国庫補助(本体工事費） 1９．４６５

国庫補助(附帯施設費） ７ 632

起債額(交付金対象分） 2０ 300

起債額(交付金対象外） 1.033 500

合計 1.080 897

Ａ－Ｂ(実質負担額） 453 978

年間ランニング＝スト

栄養士人件費(常勤） 県費対応（１人）

〃（非常勤週３日） １，９８０（２人）

鯛理員等人， 牛費 ~￣￣￣------------－－－

調理委託経費 47,590

配送委託経費 1２，８９０

維持管理・消耗品費等 7,200

合計 69,660



各方式の数値の算定根拠

＊給食調理施設面積

・他自治体の実例及び参考見積もりの数値を勘案して、各食数ごとに必要面積を推定
３００食：実例一藤沢市小糸小４００食.２８０㎡

＝＝＝＞２６０㎡
参考見積－２６７㎡

６００食：実例一厚木市依知南小５４２食．４５５㎡、藤沢市善行小(予定)５００食．４６５㎡

参考見積－３９９㎡￣＞４００㎡
１，２００食：実例一船橋市葛飾中９５０食.４９９㎡

三島市北学校給食共同調理場１，１７３食.５６６㎡、

三島市中郷西学校給食共同調理場１，２６３食．５６６㎡

参考見積－１，０４１㎡－１，０００㎡

１，７００食：実例一大井町立学校給食センター２，２２８食・１，４２０㎡
参考見積－１，３８６㎡－－１，３００㎡

＊敵地面積

，共同調理場の建物面積に対する敷地面積の他自治体の実例を参考にすると、建物面積の2～3倍の

敷地面積を確保しているので、平均値として建物面積の２．５倍を敷地面積とした

＊ランチルーム面積

・他自治体の実例を参考に1食(人)当り、必要面積を算定

船橋市葛飾中の実例：1,010㎡÷950食(人)＝1.06㎡

船橋市豊富中の実例：294㎡÷123食(人)＝2.39㎡

２例を参考に中間値として、１食(人)当り1.7㎡が必要と判断した

＊施設構造

・各方式の参考実例においては、鉄骨造又は鉄筋コンクリート造だが、経済性を勘案し鉄骨造とした。

＊給食調理施設の建築単価

・他自治体の実例及び参考見積もりの数値を勘案して、次のとおり算定

ドライシステム仕様の厚木市依知南小（平成20年５月開設)の建築単価1㎡／564千円

を参考とし、１㎡／600千円と算定する
△

*給食室の配膳室改築単価

・愛知県碧南市立南中学校の給食室配膳室新築予定価格を参考に、新築の１／３を改築単価とした。

予定価格18,109千円÷53㎡（配膳室）＝３４１千円３４１千円÷３＝１１３＝１２０千円

＊ランチルームの建築単価

・ランチルームを併設した船橋市の葛飾中の1㎡／198千円と、豊富中の１㎡／395千円を参考とし

平均単価を１㎡／300千円と設定した

１２



＊設計委託費

・各市の事例を参考にすると建築費の３％～10％と幅があったため、平成20年５月開設の厚木市

の小学校の実例を基に建築費の７％と設定した

*備品費（厨房機器類）

・業者見積を基本とし、各市のドライシステム調理施設の実例を参考に算定

＊消耗品費

・食器類、調理器具類等で、業者見積の数値を記載した

＊交付金特財

・国庫補助(本体工事費、附帯工事費)は、「安全･安心な学校づくり交付金交付要綱｣(文部科学省）

の基準により算定

・起債額（交付金対象分、交付金対象外）は、現行の起債制度により算定

＊栄養士人件費

・食数５５０以上の施設は、県費１人配置を想定

・1,200食以上は県費1人、市費非常勤２人を想定

・市費1人年額800万円と想定

＊調理員等人件費

・直営の場合は、食数１４０食に１人を目安に、ドライシステム及びアレルギー食対応のため

プラス1名で算定

・民間委託の場合は業者見菰による

・市費常勤調理員1人年額650万円と想定

・市費臨時職員配膳員1人年額800円×186日ｘ３ｈ＝446,400円＝447,000円と想定

*維持管理・消耗品費等

・１９年度の給食関係事業の決算額より報酬等の人件費を除いた小学校５校分にかかった経費の

合計を全食数で割り１食当り維持管理消耗品費等を６，０００円として算定

決算額５校分食数１人当り維持管理消耗品費等

16,768,265円÷2,800食＝5988円＝6,000円
＊光熱水費については、学校給食施設のみの光熱水費の算定は不能のため経費に含めていない

1３



４．各方式のメリット・デメリット

０

△

１４

単独校方式 センター方式 親子校方式

メリット

･調理場が見え、食育に繁

がる

･学校行事に合わせた提供

が可能

･鮮度の高い安全な食品の

選択

･食中毒等被害を最小限に

止められる

･アレルギー食のきめ細か

な対応

･出来立ての給食提供がで

きる

･安全衛生管理が徹底可能

･分業作業により短時間大量

調理が可能

･栄養士の各校配極の必要が

ない

･物資の大量購入により材料

賛削減

･諸経費節約や合理化が可能

･各校に鯛理場が不要となる

･栄養士が２校に１人で対応

できる

･子校の調理場が不要となる

デメリット

･学校ごとに設備、栄養士、

調理士が必要

･三方式中、最も人件費が

かかる

･調理場が見えず、調理員と

の交流なし

･学校行事に合わせた献立が

できない

･食中毒等被害が全校に影響

する

･搬送時間がかかり適温給食

が懸念

･配送費がかかる

･各校に配膳員の配極が必要

･子校には栄養士がいない

ため食育に影響

･子校の行事に合わせた提供

ができない

･食中毒等被害が子校にも

影響する

･子校での適温給食が懸念

される

･親子間の分量調整が難しい

･配送費がかかる

･子校に配膳員の配置が必要



５検討委員会開催経過

ｒ

Ｐ

８

1５

委員会 月日 議題・検討内容

第１回委員会
平成２０年

７月１８日(金） 議題

①調査検討の今後のスケジュールについて
・これまでの中学校給食実施自治体の視察調査結果の確認
･新たな視察先の検討
･市内中学校の施設状況について
･給食調理方式について

･学校施設全体の施設整備計画について
･給食提供形態について

以上の事項を踏まえて、今後の調査検討委員会の進め方に
ついて討議を行った

第２回委員会 ７月２９日(火） 議題

①市立小中学校の施設状況について
･市立小中学校給食施設等の状況について
･学校施設敷地及び利用鯛査について

②給食調理方式（単独校方式、親子校方式、センター方式）の
メリット・デメリットについて

第３回委員会 ８月４日(月） 議題

①逗子小学校給食調理場の視察
・中学校給食の施設を鯛査検討するために、ドライシステム方式の
逗子小学校の給食調理施設を視察した

第４回委員会 １１月１２日(水） 議題

①給食形態検討方法の紋込みについて
･単独校方式、親子校方式、センター方式とそれぞれの直営、民間委託
の場合のパターンを組み合わせると、２５通りのパターンが考えられ

るので、その中から、各々の方式において、代表的なパターンを絞り
込んで、概算経費を算定することとした

第５回委員会 １２月１８日(木） 譲題

①紋込みを行った各方式の調査・検討について
･単独校方式、親子校方式、センター方式を実施している自治体からの
建築費等の資料収集の結果について報告

･経費算定のための各方式の設定条件の確認について討譲

第６回委員会 平成２１年
２月４日(水）

議題

①各方式の概算事業費について
･他自治体調査結果及び収集した業者見積を参考にし、事業費を算定し
た概算事業費の報告

･概算事業費について協織・検討
建築費の㎡単価、鯛理場面菰、ランチルーム面麺ほか

第７回委員会 ３月２５日(水） 議題

①検討委員会報告轡のまとめ
･作成した報告番案の校正



逗子市立中学校給食調査検討委員会設置に関する要領

（設置）

第１条逗子市立中学校において給食を実施するに当たり、必要な事項を調査検討するた

め、逗子市教育委員会に逗子市立中学校給食調査検討委員会（以下「検討委員会」とい

う｡）を設置する。

（所掌事務）

第２条検討委員会は、中学校給食について、提供の形態、実施における手法及び費用そ
の他、必要と思われる事項の調査・検討を行う。

（組織）

第３条検討委員会の委員は、逗子市教育委員会の次に掲げる者をもって組織し、教育長
が任命する。

（１）教育部次長

（２）教育部参事（学校教育課長）

（３）教育総務課課長補佐

（４）学校教育課主幹（学務担当）

（５）学校教育課課長補佐

（６）学校教育課主任調理員

（任期）

第４条委員の任期は、第２条に規定する所掌事務が完了するまでとする。ただし、任期

中に委員の異動があったときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第５条検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育部次長を、副委員長は教

育部参事をもって当てる。

２委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

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。

（会議等）

第６条検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

２委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くこ

とができる。

（報告）

第７条委員長は、第２条に規定する調査・検討の結果について、教育長に報告するもの

とする。また、必要に応じ中間報告を行うものとする。

(庶務）

第８条検討委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

（委任）

第９条この要領に定めるもののほか、検肘委員会の運営について必要な事項は、委員長

が検討委員会に諮って定める。

B

０

附則

この要領は、平成２０年７月８日から施行する。



検討委員会委員名簿

Ｐ

所属・職名 氏名 備考

教育委員会教育部次長 武藤正廣 委員長

教育部参事（学校教育課長） 富澤義弘 副委員長

教育総務課課長補佐 永島重昭 委員

学校教育課主幹（学務担当） 永田寛夫 委員

学校教育課課長補佐 小泉雅司 委員

学校教育課主任調理員 新倉三和江 委員
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