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はじめに 
 

 教育委員会では、有識者や保護者等で構成する「直方市中学校給食検討会議」から

提言書をいただき、平成２６年２月に直方市立中学校給食実施方針を策定いたしまし

た。その方針に従い、直方市給食センター基本構想を取りまとめた結果、総事業費が

１３億円以上になることが判明いたしました。また、予定していた文部科学省の補助

事業が、校舎の耐震工事等人命に係るものを優先するという方針から、給食施設につ

いては、当面補助が見込めなくなりました。さらには、平成２６年度の実質単年度収

支が２年連続の赤字となり、今後はさらに悪化する見込みとなりました。そうしたこ

とから、直方市立中学校給食実施方針の再検討を行うこととなりました。 

 再検討にあたっては、「①初期投資額、ランニングコストを抑制する。②できる限

り無駄のない施設整備を進めていく。③平成２９年２学期の給食開始を目指す。④提

供を受ける側の子どもたちにとって、意義あるものとする。」の４つの項目を柱とし

ました。また、子どもたちにとって意義ある給食にするため、今回新たに児童・生徒

にアンケートを実施しました。 

本実施方針は、これらを総合的に勘案し、既存の実施方針と基本の考え方は変えず

に早急に給食が実施可能な方策として、内容を一部見直したものです。 
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基本的な考え方 
 

１．完全給食の提供 

成長期にある生徒にとって、栄養バランスのとれた食事の摂取は極めて重要であ

り、これまでの「ミルク給食」から、主食、おかず、ミルクからなる「完全給食」

を、生徒全員を対象に実施していきます。 

ただし、成長期にある中学生は食事量に個人差が大きいこと、家庭弁当が親子の

絆を深める上で一定の意義があること、アレルギー対応などのため、希望者につい

ては弁当の持参も認めることとします。 

 
２．安全・安心で、おいしい給食の提供 

  食品の品質･表示の偽装など食の安全性や信頼性を揺るがす事件が相次ぐ中、安

全な食材の確保に努めるとともに、中学生に必要な栄養価を満たし、かつ、おいし

い給食を実施していきます。 

 
３．給食指導の充実 

給食指導については、小学校における食に関する指導の系統性・発展性を考慮し

た指導を行うとともに、「食事を通して好ましい人間関係を育成すること」を重点

において指導を行います。 

そのために、教職員の食育や栄養指導の資質を高め、教育としての学校給食の充

実に努めます。  

 
４．地元産食材使用による郷土愛の育成 

  地元で生産される食材を多彩に使用することで、地元農業への理解を深め、感謝

の心や郷土愛を育みます。地元産食材の安定確保が必要になることから、農政分野

と連携することにより、生産拡大につなげていきます。   

 
５．生徒たちにとって有意義な給食 

  実際に給食の提供を受ける生徒たちの意見を取り入れながら、有意義な給食にな

るよう工夫、改善を行います。 
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実施方法 
 
１．校外調理委託方式（デリバリー方式） 

  校外調理委託方式（デリバリー方式）は、自治体で給食調理施設を整備する必要

がないことから、導入にあたって初期投資費を大幅に抑えることができる財政上の

利点があります。また、直方市中学校給食検討会議から提言のあった「弁当箱方式」

にも対応できます。 

弁当箱方式では、食缶を使用せずに、あらかじめ弁当箱に盛り付けられているた

め、教室内での配膳作業を要しないことから中学校での日課への影響を最小限に抑

えることができます。 

 
２．献立・調理・配送等 

（１）献立 

献立は、教育委員会の栄養士が中学生に必要な栄養バランスを考えて作成しま

す。 

（２）食材の調達 

食材は、品質、価格、安全性等多くの観点から吟味し、教育委員会が責任を持

って調達します。また、地産地消の推進に努めることとし、積極的に地元産の農

産物を使用します。 

（３）弁当箱等 

   給食は、弁当箱に盛り付けて提供することとし、箸を含めてすべて教育委員会

が用意します。弁当箱等は、安全性及び耐久性に優れ、衛生的に使用できる製品

とします。 

（４）調理・衛生管理 

   給食の調理は、民間事業者の施設で調理し、弁当箱に盛り付けてから各学校の

配膳室に配送します。また、温度については、温かいものは温かく、冷たいもの

は冷たく、おいしく食べられるよう工夫します。 

衛生管理については、文部科学省の衛生管理基準等に準拠した衛生管理基準を

定め、これを満たす業者を選定します。また、すべての献立について細部にわた

り調理方法と衛生管理の確認を指示し、随時、施設の立入り検査などを行います。 
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３．選択制の給食 

児童・生徒のアンケート結果から、成長期にある中学生は食事量に個人差が大き

いこと、家庭弁当が親子の絆を深める上で一定の意義があること、アレルギー対応

などのため、希望者については弁当の持参も認めることとします。 

 
４．給食費 

  給食費は、学校給食法第１１条の規定に基づき、食材費分のみについて生徒の保

護者にご負担をいただきます。また、給食費は、前納制とします。 

 

５．実施時期 

  平成２９年２学期の開始を目指します。 

 

 

  

4



おわりに 
 

 飽食の時代と言われながら、経済的な理由で食事が満足に取れなかったり、親が忙

しくて一人で食べたりと、様々な事情を抱えた子どもたちがいます。教育委員会では、

中学校給食が生徒たちの健康な食生活の支えとなり、またそれを実践していくことに

ついて考える機会となることを願っています。 

 また、給食には、食事を通して好ましい人間関係を育成するという目的もあります。

そのためには、食事環境や提供方法などの工夫も必要かもしれません。「生徒たちに

とって有意義な給食」をテーマに、この方針に基づき給食を実施していく中で、給食

を食べる生徒たちや保護者の意見に耳を傾けながら、おいしく、楽しく食べてもらえ

るような給食を目指していきます。 

また、「校外調理委託方式」は市で調理施設を建設しないことから、状況変化に柔

軟に対応することができます。学校再編などの将来的な施設整備計画を勘案しながら、

本市の給食のあり方について継続して検討していきます。 

 

～平成２６年策定直方市中学校給食実施方針からの変更点～ 
 
  有識者等で組織する直方市中学校給食検討会議からの提言を踏まえて定めた、

「直方市立中学校給食実施方針」からの主な変更点は次のとおりです。 

平成２６年策定実施方針 改訂後 

１．中学校給食は、主食とおかず、ミルクからなる

完全給食で、全生徒を対象に実施します。 

全生徒を対象に実施しま

すが、選択制となります。 

２．安全･安心且つおいしい給食を提供するととも

に、地産地消を進めます。 

変更なし 

３．「食事を通して好ましい人間関係を育成するこ

と」を重点においた食育指導に取り組みます。 

変更なし 

４．給食調理施設については、「センター方式」とし、

各中学校には、給食の受け入れ施設としての配膳

室を整備します。 

「校外調理委託方式（民間

調理施設）」へと変更 

５．給食の提供方法は、「弁当箱方式」とします。 変更なし 

  変更点は、「選択制の給食」となること、及び給食調理施設が「民間調理施設」

となることです。  
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直方市中学校給食事業に関する検討経過 
 

年月 内容 説明 

H24.2～ 

H25.1 

直方市中学校完全給食実施

計画策定委員会 

 
（平成 25 年 2 学期開始目標） 

北九州市で、低予算で実現している

親子方式での検討を行いました。しか

し、小学校給食室の大規模改修が必要

となることが判明し、小学校給食への

影響が大きいことから非常に難しいと

いう検討結果となりました。 

H25.2～ 

H25.3 

直方市中学校給食検討会議  有識者、校長、PTA 代表等で組織す

る外部委員会で、実施方針策定に向け

た検討を行いました。提供方法は「弁

当箱方式」とすることが必要不可欠、

調理施設の形態は「センター方式」と

することが必要と提言しました。 

H25.10 中学校給食実施方針を「民

設民営型」で内部決定 

 
（平成 27 年 2 学期開始目標） 

 教育民生委員会を中心に民設民営型

の先進地視察まで行いましたが、市長

部局と協議の結果、公設の方が単年度

負担額が安くなる等の理由で、方針を

変更しました。 

H26.2 中学校給食実施方針を「公

設」で策定 
（平成 29 年 2 学期開始目標） 

 検討会議の提言を受け、「弁当箱方

式」、「センター方式」で実施方針を策

定しました。 

H27.3 給食センター基本構想完成  概算見積額が13億円を超える結果に

なり、さらに文部科学省の補助が当面

見込めなくなったため、再検討が必要

になりました。 

 

  

別紙１ 

6



直方市中学校給食事業の再検討内容 
  
平成２６年２月に直方市立中学校給食実施方針を定め、それに基づき給食センタ

ー基本構想を策定しました。旧筑豊高校跡地に給食センターを建設し、４中学校に

配送する計画で、総事業費が１３億円を超すことものとなりました。この金額は、

当初の想定を超すものであり、さらに補助事業の採択が当面見込めなくなったこと

が重なり、もう一度実施方式を再検討することとなりました。 

 
（１）センター方式（弁当箱方式） 

総事業費（円） 年間維持管理費

（円） 事業費 その他付帯工事等 合計 

1,206,101,000 162,007,000 1,368,108,000 88,500,000 

 
（２）自校方式での再検討 

  自校方式では、給食施設の建設地について、直方第二中学校を始め直方第一中学

校及び直方第三中学校において適地がないという提言を受けていました。植木中学

校についても、校舎から遠く離れたプール跡地しか候補地がないということから現

実的ではありませんでした。 

  近年、センター方式から自校方式に切り替えている宗像市を視察した結果、自校

に給食施設を建設する場合は、玄関前や校舎に近接するなど、限られたスペースに

建設していることが分かりました。そこで、本市において校舎に近接し、自校に建

設した場合の概算事業費は、次のとおりとなりました。 

総事業費（円） 年間維持管理費

（円） 事業費 その他付帯工事等 合計 

997,307,000 106,824,000 1,104,131,000 67,049,000 

 
（３）親子方式での再検討 

  過去に行った検討において、親子方式を実施するための厨房機器が現状の調理室

に入りきらないため、親となる小学校の給食施設の大規模改修が必要と見込まれま

した。そのため、小学校給食を中断する必要が生じるため、親子方式については断

念していました。 

別紙２ 
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  平成２６年度から親子方式を始めた中間市の状況を調査したところ、中間市小学

校の給食室と本市小学校の給食室の面積規模がほぼ同等であることから、運用でカ

バーすることにより大規模改修をせずに実施できないか検討しました。 

中間市小学校の給食室は、校舎内に併設されており、調理済みの食缶を専用のエ

レベーターで各階の配膳室に移動させるため、給食室に配膳棚が設置されていませ

ん。しかしながら、本市小学校の給食室は校舎から独立して設置されているため、

エレベーターがなく、給食室に配膳カウンターが併設されています。そのため、壁

一面が配膳カウンターとなっているため、その面には機器の配置ができないなど、

単純に面積だけでは比較できないことが判明しました。 

  その結果、当初の判断と同様に、やはり親子方式については採用できないと判断

しました。 

 
（４）兄弟方式での検討 

  中学校４校に給食施設を建設する自校方式では、総事業費が 10 億円を超えるこ

とになるため、直方第一中学校及び直方第三中学校に給食施設を建設し、それぞれ

直方第二中学校及び植木中学校に運搬する兄弟方式について検討しました。この方

式の特徴は、給食施設を設置する２つの中学校にとっては自校方式のメリットを享

受でき、適地のない直方第二中学校及び植木中学校においてはセンター方式のメリ

ットを享受できるというものです。 

  概算事業費は、次のとおりとなりました。 

総事業費（円） 年間維持管理費

（円） 事業費 配膳室工事費等 合計 

778,639,000 118,452,000 897,091,000 58,761,000 

 
（５）校外調理委託方式（デリバリー方式、選択制）の検討 

  総事業費及び維持管理費のいずれも最も安くなる兄弟方式で市長部局と協議を

行いましたが、やはり補助事業の採択が見込まれない状態では財政負担が大きく、

今後も財政状況が好転する見込みもないため、給食施設建設を断念することとしま

した。 

  そこで、県内では春日市、那珂川町等が実施しており、県外では関東、関西、広

島県等で急速に普及している校外調理委託方式で検討を進めることとしました。 
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校外調理委託方式とは、衛生管理基準を満たす民間の調理場で調理、盛付をし、

学校の配膳室まで運搬するものです。以前検討していた民設民営方式は、約１０年

で施設を償却し、その後は市が無償譲渡を受けるというものでしたが、この方式は

施設の償却を本市中学校給食のみで行うものではないため、委託費が低額となりま

す。 

  また、平成２４年実施の保護者アンケートでは、給食実施の希望者が 90.1％でし

たが、平成２７年９月に中学校生徒全員及び小学校５・６年の児童を対象にアンケ

ートを実施した結果、給食を希望する生徒が 26.0％、児童が 29.5％に留まったこ

とから、選択制の給食を検討することとしました。中間をとって申込率を 60％で

想定すると、事業費は次のとおりとなりました。 

総事業費（円） 
年間委託費（円） 

事業費 配膳室工事費等 合計 

0 174,167,000 174,167,000 74,520,000 

  ※ 委託費計算式 1500 食×0.6×460 円/食×180 日 

※ 配膳室電気代が、別途必要となる。 

  ※ 配膳室を新築した場合の概算費用。教室の改造、プレハブリース等で対応で

きれば、費用を削減できる。 

   
（６）事業費比較 

方式 
総事業費（円） 年間経費

（円） 事業費 付帯工事等 合計 

センター方式 

（弁当箱） 
 

1,206,101,000 

 

162,007,000 

 

1,368,108,000 

 

88,500,000 

自校方式 997,307,000 106,824,000 1,104,131,000 67,049,000 

兄弟方式 778,639,000 118,452,000 897,091,000  58,761,000 

校外調理委託

方式（選択制） 
0 174,167,000 174,167,000 74,520,000 
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中学校給食導入に関するアンケート（中学生用）集計結果

対象者　中学校１年生、２年生、３年生　計１，２６０人

問１ あなたの学年は 問２　あなたの性別は 問３　あなたの普段の昼食は

【その他の回答】
・給食がおいしい、好きだから

・いろいろな献立が食べられるから

・親への負担がなくなるから

・弁当を作る時間が要らない。学校へ遅れないから

・沢山食べれらる（おかわりできる）から

・荷物が減るから

・小学校の名残がほしいから

・昼食の心配（注文等）をしなくてよいから

・安く食べられるから

・弁当では食べられないものが食べられるから

・購買場の先生の負担を減らせるから

・デザートが出るから

・弁当より給食の方が良いから

問８　問６で「給食以外」と答えたのはなぜですか（複数回答可）

【その他の回答】
・家庭弁当の方がおいしい（愛情を感じる）から

・好き嫌いなく食べられるから

・弁当を自分で作りたいから

・給食は異物混入や食中毒等、衛生面が安心できないから

・給食室を作る場所がない。それよりもテニスコートがほしいから

・給食はお金がかかるから

・パン注文がしたい、パンがおいしいから

・弁当の方がいいから

・ご飯がおいしくない（ネチョネチョしている）から

・デザートが自分で選べるから

・給食は準備に時間がかかるから

・給食の残食がもったいないから

・給食は必要ない

問９　中学校給食が始まったら実施してほしいこと（複数回答可）

【その他の回答】
・おいしい給食がたべたい

・準備を簡単にしてほしい

・給食時間、昼休みを長くしてほしい

・デザートをつけてほしい

・食べる量を自分で調節できるようにしてほしい（残してよい）

・バイキング形式がよい

・生徒のリクエストメニューを出してほしい

・給食はおいしくないからやめてほしい

・ご飯は要らない（週4でパンがいい）

・パンの注文も出来るようにしてほしい

・好きに食べたい（人、場所）

・アレルギーに気をつけてほしい

・給食着はなしにしてほいい

問７　問６で「給食」と答えたのはなぜですか（複数回答可）

　全体的にバランスが取れているが、「多
い」のうち81.2％が男子、「少ない」のう
ち67.1％が女子であり、男女で食べる量に
差があることが分かった。

「楽しい」は、59.1％にとどまり、小学生
の69.7％よりも少ないことが分かった。

　全体の74.0％の生徒が給食以外がよいと
思っている。

１年生　442人
２年生　414人
３年生　404人

男　629人
女　625人

　94.6％が家庭弁当となっている。パン注
文は3.8％となっているが、家庭弁当でな
い日にはパン注文をするという回答が多
く、パン注文も人気が高いことが分かっ
た。

問４　食べる量はどのくらいですか 問５　昼食の時間は楽しいですか
問６　中学校の昼食としてどの方法がよい
と

35.1% 

32.9% 

32.1% 
１年生 

２年生 

３年生 

49.9% 
49.6% 

0.5% 

男 

女 

無回答 94.6% 

3.8% 0.4% 1.1% 0.1% 家庭弁当 

パン注文 

弁当注文 

購入して持

参 

14.9% 

77.2% 

7.4% 0.5% 

多い 

普通 

少ない 

無回答 

59.1% 

4.8% 

35.7% 

0.4% 
楽しい 

楽しくない 

どちらでもな

い 

無回答 

25.2% 

74.0% 

0.8% 

給食 

給食以外 

無回答 

0 

69 

208 

58 

48 

171 

212 

0 50 100 150 200 250

無回答 

その他 

弁当を作らなくてよいから 

みんなと同じものを食べられるから 

嫌いなものでも食べられるようになるから 

あたたかいものが食べられるから 

栄養バランスがよいから 

7 

148 

217 

685 

342 

413 

556 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

無回答 

その他 

アレルギーの心配がないから 

食べる量が調節できるから 

家族の愛情が感じられるから 

給食の準備がめんどうだから 

好きなものが食べられるから 

51 

141 

270 

156 

761 

778 

576 

469 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

無回答 

その他 

地元産の食材を使ってほしい 

プラスチックではない食器にしてほしい 

食べる量が調整できるようにしてほしい 

ご飯をおいしくしてほしい 

家庭弁当の日を作ってほしい 

ランチルームを整備してほしい 
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中学校給食導入に関するアンケート（小学生用）集計結果

対象者　小学生５年生、６年生　計８７７人

問１ あなたの学年は 問２　あなたの性別は 問３　給食の時間は楽しいですか

【その他の意見】
・給食がおいしいから

・親が弁当を作るのが大変（親への負担が減る）から

・弁当は暑い時期の食中毒が心配だから

・弁当を作れないから

・弁当はくずれるから

・弁当を持って行くのが重い、荷物になるから

・弁当を持って行くよりお金がかからないから

・おかわりが出来る（沢山食べれる）から

・昼食を持って行くのを忘れないですむから

・みんなと喋れて仲を深くするから

・残りの取り合いでじゃんけんする事が楽しいから

・牛乳が飲めるから

問８　問６で「給食以外」と答えたのはなぜですか（複数回答可）

【その他の意見】
・親が作った弁当の方がおいしいから

・親の方が自分の事を分かっているから

・弁当を開ける楽しみがある（何が入っているか）から

・自分で弁当を作りたい（楽しい）から

・嫌いな物が出ない（好き嫌いがある）から

・給食費を払うより弁当の方が安いから

・給食がおいしくないから

・給食の食器やスプーンが衛生的に汚く感じるから

・弁当の中身を話題に楽しく話しができるから

・ご飯のかたさを調節できるから

・デザートを持って行けるから

・牛乳とご飯は合わないから

・これまで（小学校）が給食だったから

問９　中学校給食が始まったら実施してほしいこと（複数回答可）

【その他の意見】
・デザートをつけてほしい

・バイキングの様にしてほしい

・嫌いなものを出さないでほしい

・食べる量を調節出来る（残して良い）ようにしてほしい

・お金がかからないようにしてほしい

・行事や季節を感じられるようにしてほしい

・生徒のリクエストメニューを出してほしい

・炊き込みご飯を出してほしい

・班でなく好きに食べられるようにしてほしい

・箸等は用意してほしい

・冷凍食品以外のものにしてほしい

・パンかご飯かを選べるようにしてほしい

・みんなで楽しく食べられるようにしてほしい

問７　問６で「給食」と答えたのはなぜですか（複数回答可）

　「たまにある」を含めると70.2％となっ
た。残食を無くすために少なめに入れるよ
う指導していることも影響していると考え
られる。

　「たまにある」を含めても30％を下回る
結果となった。委託が進み、調理員さんに
余裕がなくなっていることも影響している
と考えられる。

　全体の70.5％の児童が給食以外がよいと
思っている。

５年生　435人
６年生　442人

男　435人
女　442人

　楽しいと答えた児童は、611人で全体の
69.7％とどまった。

問４ 給食でおかわりをすることがあ
   りますか

問５　給食の調理員さんと話をするこ
　　とがありますか

問６　中学校の昼食としてどの方法が
　　よいと思いますか

49.6% 

50.4% 

５年生 

６年生 

49.6% 
50.3% 

0.1% 

男 

女 

無回答 
69.7% 

4.4% 

25.7% 

0.2% 楽しい 

楽しくない 

どちらでもな

い 

無回答 

30.1% 

40.1% 

29.1% 

0.7% よくある 

たまにある 

ほとんどな

い 

無回答 

5.5% 

24.2% 

70.0% 

0.3% 
よくある 

たまにある 

ほとんどな

い 

無回答 

29.4% 

70.5% 

0.1% 

給食 

給食以外 

無回答 

0 

40 

149 

71 

82 

91 

174 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

無回答 

その他 

弁当を作らなくてよいから 

みんなと同じものを食べられるから 

きらいなものでも食べられるようになるから 

あたたかいものが食べられるから 

栄養バランスがよいから 

1 

68 

121 

483 

232 

121 

352 

0 100 200 300 400 500 600

無回答 

その他 

アレルギーの心配がないから 

食べる量が調節できるから 

家族の愛情が感じられるから 

給食の準備がめんどうだから 

好きなものが食べられるから 

14 

51 

115 

465 

329 

525 

475 

0 100 200 300 400 500 600

無回答 

その他 

プラスチックではない食器にしてほしい 

ご飯の量を調整できるようにしてほしい 

ご飯をおいしくしてほしい 

家庭弁当の日を作ってほしい 

ランチルームを整備してほしい 
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